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日本障害者歯科学会学術大会（旧 日本障害者歯科医療研究会）開催記録

旧 日本障害者歯科医療研究会
期　日 開催場所 大会長

第 1回　1973年 9月24日 全国心身障害児福祉財団講堂 上原　　進
第 2回　1974年 7月13日 全国心身障害児福祉財団講堂 上原　　進
第 3回　1975年11月22日 横須賀口腔保健センター 酒井　信明
第 4回　1976年11月20日 愛知コロニー講堂 杉野昌太郎
第 5回　1977年11月26・27日 千葉県厚生年金休暇センター 上原　　進
第 6回　1978年11月18・19日 京都府歯科医師会 京都府歯科医師会長
第 7回　1979年12月15・16日 日本青年館 上原　　進
第 8回　1980年11月15・16日 大阪府歯科医師会 梶谷　　晃
第 9回　1981年11月20・21日 横浜産業貿易センター 池田　正一
第10回　1982年10月22・23日 自治医科大学 赤坂　庸子
第11回　1983年9月 23・24日 松本歯科大学 笠原　　浩

日本障害者歯科学会学術大会
第 1回　1984年11月 9・10日 千葉県医療センター 上原　　進
第 2回　1985年11月23・24日 愛知産業貿易会館 糸山　　昇
第 3回　1986年11月 1・ 2日 日本歯科大学新潟歯学部 下岡　正八
第 4回　1987年11月14・15日 神奈川歯科大学 酒井　信明
第 5回　1988年10月 8・ 9日 札幌市教育文化会館 五十嵐清治
第 6回　1989年11月25・26日 国立京都国際会館 多田　　丞
第 7回　1990年11月23・24日 日本歯科大学・新歯科医師会館 菊池　　進
第 8回　1991年11月16・17日 広島県民文化センター 浜田　泰三
第 9回　1992年11月14・15日 国立教育会館（虎の門ホール） 大山　喬史
第10回　1993年10月30・31日 松本歯科大学 笠原　　浩
第11回　1994年11月23・24日 神奈川県歯科保健総合センター 加藤　増夫
第12回　1995年11月 3・ 4日 福岡県立勤労青少年文化センター 塚本　末廣
第13回　1996年10月26・27日 大阪国際交流センター 竹花　　一
第14回　1997年 9月27・28日 奥羽大学歯学部 山口　敏雄
第15回　1998年 9月 4～ 6日 パシフィコ横浜国際会議センター 池田　正一
　　　　第 14回国際障害者歯科学会国際学術大会併設
第16回　1999年10月23・24日 徳島大学蔵本キャンパス 西野　瑞穗
第17回　2000年10月14・15日 東京歯科大学千葉学舎 金子　　譲
第18回　2001年12月 7・ 8日 沖縄コンベンションセンター 喜屋武　満
第19回　2002年10月18・19日 京王プラザホテル札幌 小口　春久
第20回　2003年10月18・19日 文京シビックセンター 貝塚　雅信
第21回　2004年11月13・14日 大阪歯科大学楠葉学舎 大東　道治
第22回　2005年10月15・16日 アピオ甲府 三塚　憲二
第23回　2006年10月20・21日 仙台国際センター 齊藤　　峻
第24回　2007年11月24・25日 長崎ブリックホール・長崎新聞文化ホール 道津　剛佑
第25回　2008年10月10・11日 品川区立総合区民会館 きゅりあん 向井　美惠
第26回　2009年10月31・11月 1日 名古屋国際会議場 石黒　　光
第27回　2010年10月23・24日 タワーホール船堀 植松　　宏
第28回　2011年11月 4～ 6日 福岡国際会議場 緒方　克也
第29回　2012年 9月28～30日 札幌コンベンションセンター 木下　憲治
第30回　2013年10月11～13日 神戸国際展示場 森崎市治郎
第31回　2014年11月14～16日 仙台国際センター 細谷　仁憲
第32回　2015年11月 6～ 8日 名古屋国際会議場 福田　　理
第33回　2016年 9月30～10月 2日 ソニックシティ 島田　　篤
第34回　2017年10月27～29日 福岡国際会議場 柿木　保明
第35回　2018年11月16～18日 中野サンプラザ 山内　幸司
第36回　2019年11月22～24日 長良川国際会議場，都ホテル岐阜長良川 玄　　景華
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ご　　挨　　拶

 第 36 回一般社団法人日本障害者歯科学会総会および学術大会
 大 会 長　玄　　景華
 準備委員長　安田　順一
　一般社団法人日本障害者歯科学会会員の皆様におかれましては，益々ご清祥のこととお慶び申し上げます．
　さて，この度，第 36 回日本障害者歯科学会総会および学術大会は，朝日大学歯学部口腔病態医療学講座
障害者歯科学分野が主管し，2019 年 11 月 22 日（金）〜 24 日（日）の日程で岐阜市の長良川国際会議場お
よび都ホテル岐阜長良川にて開催させていただくことになりました．東海 4 県内の開催で名古屋市以外では
初めてであり，新しい「令和」の時代を迎えての開催でもあり誠に光栄に存じますととともに，このような
機会を与えてくださいました会員の皆様には心より感謝申し上げます．
　本大会は「いのちを育み，支える歯科医療」を大きなテーマにしました．また学術大会開催のコンセプト
として，岐阜からの情報発信と大会企画を最小限にして十分な議論をしていただくことの 2 点を心がけまし
た．重心児・者や要介護高齢者が増加するなかで，「いのち」をキーワードに障害者歯科医療の役割と可能
性を検討し，積極的に取り組んでいくことが地域医療の推進にあたって重要だと考えています．ライフス
テージを見据えた障害児・者への歯科診療や訪問診療の導入 , 摂食嚥下リハビリテーションや医療的ケアへ
の取組み，さらには地域包括ケアシステムや終末期医療へのアプローチなどに関する特別講演やシンポジウ
ムを企画しました．
　特別講演Ⅰは「今，求められている医療的ケアとは」と題して，野田聖子先生（衆議院議員，前総務大
臣）に，特別講演Ⅱは「当寄附講座における障がい児者医療に関する人材育成の取り組み」と題して，西村
悟子先生（岐阜大学大学院医学系研究科障がい児者医療学寄附講座特任准教授）にそれぞれご講演いただき
ます．教育講演Ⅰは「いのちの理由―コウノドリの現場から―」と題して，寺澤大祐先生（国立病院機構長
良医療センター新生児科医師）に，教育講演Ⅱは「精神障害者の生活とコミュニケーションのコツ」と題し
て，臼井潤一郎先生（岐阜県精神保健福祉士協会事務局長）にそれぞれご講演いただきます．
　シンポジウムはライフステージに応じて大きなテーマを 3 つ設定しました．シンポジウムⅠは「小児在宅
医療における歯科の役割を考える」をテーマに，コーディネーターを三浦清邦先生（愛知県医療療育総合セ
ンター中央病院副院長）と田村文誉先生（日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック）にお願い
しました．シンポジウムⅡは「地域包括ケアシステムにおける障害者歯科医療を考える」をテーマに学会地
域医療推進委員会共催で，コーディネーターを平塚正雄先生（医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院
歯科）と久保田智彦先生（社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園歯科）にお願いしました．シンポ
ジウムⅢは「人生の最終段階における医療への歯科の関わり」をテーマに，コーディネーターを藤井　航先
生（九州歯科大学歯学部口腔保健学科多職種連携教育ユニット）にお願いしました．市民公開講座として日
本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニックの田村文誉先生に，「こどもの「食べる」を育むため
に―口腔機能からのアプローチ―」というタイトルでご講演いただきます．
　教育講座は本学会指定講演で，次の 4 演題を予定しています．教育講座Ⅰ「聴覚障害者への歯科的対応」：
村上旬平先生（大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部），教育講座Ⅱ「マルチモニターを使ってバイタ
ルサインを読み取る」：大橋　誠先生（日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科），教育講座Ⅲ「歯の形
成不全の最近の実情と対応」：新谷誠康先生（東京歯科大学小児歯科学講座），教育講座Ⅳ「ダウン症候群の
子どもの咀嚼機能の獲得を目指すには」：水上美樹先生（日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック）です．また一般演題は 330 を超える登録をいただきました．特に海外からの発表が 22 演題と多く，
是非発表時の活発な討論とともに国際的な学術交流が進んでいくことを期待しております．
　今回の開催地であります「岐阜」は，当時の織田信長が「井ノ口」と呼ばれていた城下町を「岐阜」と改
め，美濃を制するものは天下を制するとして天下統一を目指した歴史ある地でもあります．岐阜県内には随所
に風光明媚な温泉を含めた観光地も多数あり，学術大会参加の機会に是非足を運んでいただければ幸いです．
　最後になりましたが，岐阜での本学会総会および学術大会が，障害者歯科医療に携わる多くの専門職の皆
様にとって実りある大会になりますことを心より祈念いたしまして，ご挨拶とさせていただきます．
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A会場 B会場 C会場 D会場 P会場

国際会議場
さらさーら

都ホテル
ボールルームA・B

都ホテル
漣の間

国際会議場
大会議室A～C

国際会議場
国際会議室

8:40-9:30

ポスター掲示

9:00-10:00

10:00-11:00

特別講演Ⅰ

11:00-12:00 11:00-12:00

特別講演Ⅱ 11:10-12:00　 

12:10-13:10 12:10-13:10 12:10-13:10

ランチョンセミナー１ ランチョンセミナー２ ランチョンセミナー３   

13:20-13:50
ポスター発表

14:00-16:30                   14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:30 

シンポジウムⅠ 教育講座Ⅰ

15:40-16:30

16:00-17:00

ポスター撤去

17:00-19:00

懇親会

ボールルームC

「小児在宅医療における歯科の
役割を考える」
演者：三浦 清邦
　　　田村 文誉
　　　松野 頌平
　　　髙井 理人
　　　小方 清和
　　　吉本 美枝
　　　図師 良枝
座長：三浦 清邦
      田村 文誉

12:00

「今、求められている医療的ケ
アとは」
演者：野田 聖子
座長：玄 景華

時間

10:30

11:00

8:30

9:00

9:30

開会式・会員総会

10:00

8:30～　受付開始　（国際会議場　1F　市民ギャラリー）

「当寄附講座における障がい児者
医療に関する人材育成の取り組
み」
演者：西村 悟子
座長：弘中 祥司

11:30

17:00

13:30

16:30

16:00

12:30

13:00

14:00

15:00

教育講演Ⅰ
「いのちの理由―コウノドリの
現場から―」
演者：寺澤 大祐
座長：八若 保孝

15:10-16:10

教育講座Ⅱ
「マルチモニターを使ってバイ

タルサインを読み取る」

演者：大橋 誠
座長：重枝 昭広

一般口演
「臨床統計」
座長：良盛 典夫

一般口演
「基礎研究」
座長：岡田 芳幸

15:30

「S-PRGフィラーのバイオアクティブ効
果とそれを応用した製品群 「Giomer」
による障害者治療への新たな提案」
演者：田村 宗明、梶 美奈子
共催：(株)　松風

14:30

15:10-16:10

教育講演Ⅱ
「精神障害者の生活とコミュニ
ケーションのコツ」
演者：臼井 潤一郎
座長：江草 正彦 一般口演

「口腔衛生・予防・保健指導・
海外」
座長：田中 陽子

倫理講習会
「研究倫理・規制の最新動向と障
害者歯科医療に必要な倫理的配
慮」
演者：栗原 千絵子

第１日目　11月23日(土)

「デンチャー使用時の義歯洗浄剤と
義歯安定剤の有効活用」
演者：池野 正幸
共催：グラクソ・スミスクライン・コン
シューマー・ヘルスケア・ジャパン(株)

「聴覚障害者への歯科的対応」
演者：村上 旬平
座長：遠藤 眞美

「「口腔機能低下症」の問題点とそ
の対応」
演者：谷口 裕重
共催：（株）クリニコ

1



（ 3 ）

A会場 B会場 C会場 D会場 P会場

国際会議場
さらさーら

都ホテル
ボールルームA・B

都ホテル
漣の間

国際会議場
大会議室A～C

国際会議場
国際会議室

8:30-9:30

ポスター掲示

9:00-11:00 9:00-9:40 9:00-10:30 9:00-9:40

一般口演 一般口演
9:30

9:50-10:30 9:50-10:40

一般口演 一般口演

10:30-12:00  

10:40-11:30

一般口演
11:00-12:00 

「暫定期間後の専門医制度」

　

12:10-13:10 12:10-13:10 12:10-13:10

ランチョンセミナー４ ランチョンセミナー６

13:10-14:30

市民公開講座 13:20-13:50
ポスター発表

14:00-15:00 14:00-15:00

14：30-16:30

15:00-16:30

　

16:00-17:00

ポスター撤去

16:30-17:00

「地域医療・対応法・その他」
座長：中川 弘

第2日目　11月24日(日)

「障害児者への訪問歯科診療のNext
Stage ―子どもから高齢者まで幅広い

ニーズに対応するために―」
演者：松野 頌平
座長：谷口 裕重
共催：長田電機工業（株）

「音波歯ブラシが可能にする障害
者が快適な口腔ケア」
演者：佐藤　聡
共催：（株）フィリップス・ジャパン

専門医制度の説明会

10:30

11:30

医療福祉連携委員会企
画シンポジウム
「精神障害者の理解と支援」

15:30

宿題委託研究報告
「頭部外傷後の遷延性意識障害
者の現状と口腔機能向上」
演者：安田 順一
座長：柿木 保明

15:10-16:10

教育講座Ⅳ
 「ダウン症候群の子どもの咀嚼機
能の獲得を目指すには」
演者：水上 美樹
座長：石川 健太郎

14:30

教育講座Ⅲ
「歯の形成不全の最近の実情と
対応」
演者：新谷 誠康
座長：山口 さやか

ランチョンセミナー５
「障害者歯科における環境設定
―チェーンブランケットの活用―」
演者：村上 旬平
座長：加藤 篤
共催：ラーゴム・ジャパン(株)

11:00

シンポジウムⅡ
「地域包括ケアシステムにおけ
る障害者歯科医療を考える」
演者：久保田 智彦
　　　河瀬 聡一朗
　　　有友 たかね
　　　平塚 正雄
　　　遠藤 浩正
座長：江面 陽子
      二宮 静香
学会地域医療推進委員会共催

17:00

シンポジウムⅢ
「人生の最終段階における医療
への歯科の関わり」
演者：大野 友久
　　　渡邉 理沙
　　　竹腰 加奈子
　　　吉村 元輝
座長：藤井 航

「こどもの「食べる」を育むた
めに―口腔機能からのアプロー
チ―」
演者：田村 文誉
座長：野本 たかと

時間

12:00

16:30

15:00

表彰式・閉会式

12:30

16:00

倫理講習会
「研究倫理・規制の最新動向と障
害者歯科医療に必要な倫理的配
慮」
演者：栗原 千絵子
【ビデオ上映】

歯科衛生士連携委員会
企画集会
「歯科衛生士ミート・ザ・メンター
―新人教育・後輩育成どのように
していますか？―」

9:00

「摂食嚥下リハビリテーション」

座長：大岡 貴史

「症例報告」
座長：名和 弘幸

「口腔機能」
座長：後藤 申江

「鎮静法・全身麻酔」
座長：中村 全宏

10:00

8:30 8:20～　受付開始　（国際会議場　1F　市民ギャラリー）

14:00

13:30

13:00

2
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バスでのアクセス

・  三田洞線「長良八代公園」ゆき K50 あるいは「粟野西 5 丁目」ゆき K55 は、名鉄岐阜バスターミナル C のりば    始発（JR 岐阜バスターミナル 10 のりば）

    「長良川国際会議場前」下車 徒歩１分、JR 岐阜駅から約 20 分  ※約 30 分間隔で運行 (8 ～ 20 時頃 )

・  「市内ループ線左まわり」（JR 岐阜バスターミナル 11 のりば / 名鉄岐阜バス 4 のりば（三菱東京 UFJ 銀行前）「長良川国際会議場北口」   下車 徒歩 3 分、JR 岐阜駅から約 20 分

    ※約 20 分間隔で運行 (7 ～ 22 時頃 )

・  「市内ループ線右まわり」（JR 岐阜バスターミナル 11 のりば）でもアクセス可能。「長良川国際会議場北口」下車 徒歩 3 分   JR 岐阜駅から約 25 分

    ※約 20 分間隔で運行 (7 ～ 22 時頃 )

タクシーでのアクセス

岐阜駅から長良川国際会議場までの所要時間は約 15 分です

※名鉄岐阜駅と JR 岐阜駅は徒歩 5 分程度かかります

鉄道でのアクセス
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参加者の方へのお知らせとお願い

1. 参加登録
　⑴　当日登録受付時間
　　11 月 23 日（土）　8 時 30 分～17 時
　　11 月 24 日（日）　8 時 20 分～15 時
　⑵　受付場所・受付方法
　　長良川国際会議場 1F 市民ギャラリーに総合受付を設置致します．記帳台に設置しております当日参加

登録用紙に必要事項をご記入の上，当日登録者受付にて参加費とともにご提出いただき，登録手続きを
お済ませ下さい．所定の手続き後にネームカード（参加証）をお渡し致します．会場内ではネームカー
ドは常に着用をお願い致します．

　⑶　事前登録
　　事前登録は終了致しました．事前登録がお済みの方には学術大会開催 1 週間前に，参加証を郵送致しま

す．

2. 参加費（当日登録）
　　歯科医師・医師　　　13,000 円
　　歯科衛生士・その他　10,000 円

3. 発表者の資格
　　筆頭発表者ならびに共同発表者は，原則として本学会会員（令和元年度会費納入者）でなければなりま

せん．未入会の方は，至急ご入会下さい．

4. 入会・年会費受付
　　一般社団法人日本障害者歯科学会への新規入会（入会金：2,000 円）および年度会費（正会員：10,000

円，準会員：8,000 円）の納入は，当日会場でも承ります．長良川国際会議場 1F 市民ギャラリーの「学
会事務局」窓口までお越し下さい．

5. 日本歯科医師会生涯研修登録
　　日本障害者歯科学会総会および学術大会は，日本歯科医師会生涯研修事業の「特別研修」に認定されて

おります．特別研修の単位登録は，登録用 IC カードによってのみ登録ができますので，登録用 IC カー
ドを必ずお持ちください．IC カードをお持ちいただけませんと登録はできません．また，学術大会会
期中の登録のみの受付となりますのでご注意下さい．なお，参加日ごとに IC カード登録が必要です．
2 日間あるいは 3 日間参加の場合には，参加日ごとに各 1 回の登録をして下さい．受付日時期間内にご
登録をお願いします．

　　生涯研修登録受付時間
　　11 月 22 日（金）　16 時 30 分～19 時 30 分　認定医研修会受付
　　11 月 23 日（土）　　8 時 30 分～17 時　　　　学会事務局（入会・年会費）受付
　　11 月 24 日（日）　　8 時 20 分～15 時　　　　学会事務局（入会・年会費）受付

6. 会場内の連絡および注意事項
　⑴　携帯電話は電源を切るかマナーモードにして下さい．発表中の会場内での通話はお控え下さい．
　⑵　呼び出しは原則として行いませんが，緊急の場合は総合受付までお越し下さい．
　⑶　会員間の連絡は，総合受付付近にメッセージボードを用意しますのでご利用下さい．



（ 9 ）

　⑷　会場内の撮影および録音は禁止致します．
　⑸　会場内は禁煙です．喫煙は所定の場所でお願い致します．

7. 駐車場
　　利用できる駐車場（有料）は台数が限られています．自家用車での来場はできるだけご遠慮下さい．

8. クローク
　　クロークは以下のように設置いたします．お預かりは「当日のみ」です．
　　　第 1 クローク　長良川国際会議場 1F 常設クローク
　　　第 2 クローク　（第 1 クロークにて収まらない場合）
　　開設時間　23 日（土）8 時 30 分～17 時
　　　　　　　24 日（日）8 時 20 分～17 時 30 分
　　　　　　　懇親会にご参加の方は 16 時 30 分以降は都ホテルのクロークをご利用下さい．

9. ランチョンセミナー
　⑴　開催時刻と会場
　　11 月 23 日（土）12 時 10 分～13 時 10 分　B，C，D 会場
　　11 月 24 日（日）12 時 10 分～13 時 10 分　B，C，D 会場
　⑵　整理券配布方法
　　ランチョンセミナーは整理券制です．セミナー開催当日の朝 8 時 40 分より，参加登録手続きを済まさ

れた方を対象に，総合受付にて配布いたします．
　　〈注意点〉
　　①配布の際，ネームカードを確認致します．
　　②お一人様につき 1 枚の配布とさせていただきます．
　　③数に限りがございますので予めご了承下さい．
　　④セミナー開始 5 分後より，整理券は無効となります．

10. 懇親会
　⑴　開催時刻と会場：11 月 23 日（土）17 時～19 時　都ホテル岐阜長良川　ボールルーム C
　⑵　懇親会費
　　（事前登録，当日登録ともに）7,000 円　※但し，定員に達し次第締め切りとなります．
　　懇親会に参加申込みをされた方には，懇親会チケット（兼・領収書）をお渡ししますので，領収書部分

を切り離し，チケット部分を懇親会入口にご提出願います．

11. 託児室
　　事前申し込み制です．大会ホームページよりお申し込み下さい（但し，定員に達し次第締め切りとなり

ますので予めご了承下さい）．

12. 大会ホームページ
　　http://jsdh36.umin.jp

13. 大会に関するお問い合わせ先
　　（運営事務局）株式会社インターグループ名古屋支社内
　　　　　　　 　〒 450-0002　 名古屋市中村区名駅 2-38-2　オーキッドビル 8F
　　　　　　　 　TEL：052-581-3241　FAX：052-581-5585
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理事会・社員総会・会員総会のお知らせ

行事 開催日 時間 会場

理事会 令和元年 11 月 22 日（金） 12：00～13：25 じゅうろくプラザ 5 階　小会議室 1

社員総会 令和元年 11 月 22 日（金） 13：30～15：20 じゅうろくプラザ 2 階　ホール

会員総会 令和元年 11 月 23 日（土） 9：00～10：00 長良川国際会議場　さらさーら

座長・演者の方へのお知らせとお願い

【口頭発表】
1. 発表に関する注意事項
　⑴　発表時間は 1 演題につき 10 分（講演 7 分・質疑 3 分）とします．講演時間は厳守でお願いいたしま

す．
　⑵　スクリーンは 1 面です．
　⑶　発表はコンピュータープレゼンテーションに限定いたします．なお 2 日目発表の方は，前日 1 日目に

も受付可能です．
　⑷　発表用データを記録メディアに保存してお持ち下さい（下記 3 を参照）．
　⑸　発表には COI（利益相反）状態の開示が必要となります．スライドの 2 枚目に COI 開示のスライド

を挿入してください．COI スライドの書式は大会ホームページ内，演題登録ページからダウンロード
できます．

　⑹　持参する記録メディアや PC 本体は，最新のウイルスチェックソフトを用いてウイルスチェックを
行ってください．

　⑺　スライドの操作はご自身で行って下さい．オペレーターが 1 枚目のスライドをスライドショーで表示
します．以降は演台上に設置されているマウスもしくはキーボードで操作して下さい．

　⑻　発表データは，学会終了後，主催者側で責任を持って消去致します．

2. 演者受付・PC受付
　　演者の方は発表開始 60 分前（朝最初のセッションの方は 30 分前）までに，長良川国際会議場さらさー

ら前ホワイエの PC 受付にお越しいただき，演者受付と発表データの提出・試写・動作確認を行って下
さい．

第 37 回日本障害者歯科学会総会および学術大会開催のご案内

会　期：2020 年 11 月 13 日（金）～15 日（日）
会　場：神奈川歯科大学，横須賀芸術劇場，メルキュールホテル横須賀ベイサイドポケット，産業交流会館
大会長：宮城　敦（関東障害者歯科臨床研究会会長）
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3. 記録メディアを持参される方（Windowsのみ）
　　・発表用パソコンには下記仕様のものを用意しております．
　　　OS：Windows 10　アプリケーション：Microsoft PowerPoint 2007，2010，2019
　　　画面のサイズ：XGA（1024×768）　※画面比 4：3
　⑴　必ず CD-R または USB フラッシュメモリーに保存してお持ち下さい．MO，FD，DVD，ZIP などは

受付できません．
　⑵　発表用データは PowerPoint 2007 以降で作成し，Windows の標準フォントをご使用下さい．特殊な

フォントを利用しますと，画面表示に不具合を生じることがあります．
　　　日本語：MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝
　　　英　語： Times New Roman，Arial，Arial Black，Arial Narrow，Century，Century Gothic，

Courier New，Georgia
　⑶　アニメーションのご利用は可能です．
　⑷　動画を使用される場合は，Windows Media Player で再生できるものをご使用下さい．
　　　推奨動画形式：WMV（但し，特殊コーデックを使用しないものに限ります）
　　　動画データは，PowerPoint のデータと共に，同一のフォルダ内に保存の上，ご持参下さい．
　　　動画ファイルの容量は 700 MB 以内とします（DVD 不可）．
　⑸　音声の使用は原則できません．

4. 次演者
　　発表セッションの 15 分前までに会場内左手前方の次演者席付近に待機し，前の演者が登壇すると同時

に，次演者席にご着席下さい．

5. 座長の方へ
　・座長受付はありません．担当セッションの 15 分前までに会場右手前方の次座長席にご着席下さい．
　・発表中はランプによる計時を行います．発表終了 1 分前に黄色ランプ，終了時に赤ランプが点灯致しま

す．時間厳守の進行にご協力をお願い致します．
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【ポスター示説】
1. ポスター受付
　　演者の方は掲示前にポスター受付にて演者用リボンをお受け取り下さ

い．

2. 掲示要領
　⑴　右図に示す要領で掲示を行って下さい．
　⑵　演題番号はパネルに掲示してあります．
　⑶　上部の縦 20 cm×横 70 cm の範囲に演題名（英文タイトルも併記のこ

と），発表者名（演者の前に○を記入），所属を記載下さい．
　　※演題名・発表者名については，示説スペース（縦 160 cm×横 90 cm）

内に記載いただくことも可能です．
　⑷　発表者の顔写真（カラー）を掲示して下さい．顔写真のサイズは縦

13 cm×横 20 cm 以内，掲示（刷り込み）場所は演題番号下のスペース
でお願いします．

　⑸　本文・図・写真・表などは，縦 160 cm×横 90 cm の枠内に掲示して
下さい．

　⑹　ボードへの貼り付けは画鋲のみ使用可能です．画鋲は運営事務局で用
意します．

　⑺　掲示は 1 日ごとの貼り替えとなります．
　⑻　発表には COI（利益相反）状態の開示が必要となります．ポスターの最下段に COI 開示のスライド

を掲示して下さい．COI スライドの書式は，大会ホームページからダウンロードできます．
　⑼　ポスター貼付時間及びポスター撤去時間はいずれの発表も共通して下記の通りです．時間厳守をよろ

しくお願い申し上げます．

ポスター貼付
1-P-001～146 11 月 23 日（土） 8：40～9：30
2-P-001～147 11 月 24 日（日） 8：30～9：30

ポスター撤去
1-P-001～146 11 月 23 日（土） 16：00～17：00
2-P-001～147 11 月 24 日（日） 16：00～17：00

3. 示説に関する注意事項
　⑴　演者は下記発表時間までにはポスターの前に立ち，発表を行って下さい．※座長はおりません．

ポスター発表
1-P-001～146 11 月 23 日（土） 13：20～13：50
2-P-001～147 11 月 24 日（日） 13：20～13：50

　⑵　演者用リボンは発表後，ポスター受付にご返却下さい．
　⑶　ポスター撤去時間を過ぎても撤去されていない場合，主催者側にて処分いたします．予めご了承下さ

い．
　⑷　優秀発表賞，プロフィラックス賞の候補に選出された方は，第 1 日目のみの掲示となりますのでご注

意下さい（対象の方へは，日本障害者歯科学会事務局（口腔保健協会）よりご連絡致します）．
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特別講演Ⅰ
11月 23 日（土）10：00～11：00� A 会場

座長：第 36 回日本障害者歯科学会総会および学術大会長　玄 　 景 華

「今，求められている医療的ケアとは」
衆議院議員　野 田 聖 子

特別講演Ⅱ
11月 23 日（土）11：00～12：00� A 会場

座長：昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門　弘 中 祥 司

「当寄附講座における障がい児者医療に関する人材育成の取り組み」
岐阜大学大学院医学系研究科障がい児者医療学寄附講座特任准教授　西 村 悟 子

市民公開講座
11月 24 日（日）13：10～14：30� A 会場

座長：日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座　野本たかと

「こどもの「食べる」を育むために　―口腔機能からのアプローチ―」
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック教授　田 村 文 誉
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教育講演Ⅰ
11月 23 日（土）14：00～15：00� B 会場

座長：北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野小児・障害者歯科学教室　八 若 保 孝

「いのちの理由　―コウノドリの現場から―」
国立病院機構長良医療センター新生児科医長　寺 澤 大 祐

教育講演Ⅱ
11月 23 日（土）15：10～16：10� B 会場

座長：岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター　江 草 正 彦

「精神障害者の生活とコミュニケーションのコツ」
岐阜県精神保健福祉士協会事務局長　臼井潤一郎

シンポジウムⅠ
11月 23 日（土）14：00～16：30� A 会場

座長：愛知県医療療育総合センター中央病院副院長・小児神経科　三 浦 清 邦

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　田 村 文 誉

「小児在宅医療における歯科の役割を考える」
愛知県医療療育総合センター中央病院副院長・小児神経科　三 浦 清 邦
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック教授　田 村 文 誉

医療法人メディエフ寺嶋歯科医院副院長　松 野 頌 平
医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ歯科科長　髙 井 理 人

東京都立小児総合医療センター小児歯科医長　小 方 清 和
京都府歯科医師会口腔サポートセンター所員　吉 本 美 枝

豊田市こども発達センターのぞみ診療所小児歯科　図 師 良 枝
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シンポジウムⅡ
11月 24 日（日）9：00～11：00� A 会場

座長：医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック　江 面 陽 子

医療法人博仁会福岡リハビリテーション歯科　二 宮 静 香

「地域包括ケアシステムにおける障害者歯科医療を考える」
社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園歯科部長　久保田智彦

石巻市雄勝歯科診療所所長　河瀬聡一朗
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック歯科衛生士　有友たかね

医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科部長　平 塚 正 雄
埼玉県本庄保健所長　遠 藤 浩 正

シンポジウムⅢ
11月 24 日（日）14：30～16：30� A 会場

座長：九州歯科大学歯学部口腔保健学科多職種連携教育ユニット　藤 井 　 航

「人生の最終段階における医療への歯科の関わり」
浜松市リハビリテーション病院歯科部長／えんげと声のセンター副センター長　大 野 友 久

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
医療法人静心会桶狭間病院藤田こころケアセンター歯科　渡 邉 理 沙

藤田医科大学七栗記念病院　竹腰加奈子
みんなのかかりつけ訪問看護ステーション緑所長　吉 村 元 輝
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教育講座Ⅰ
11月 23 日（土）14：00～15：00� C 会場

座長：日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座　遠 藤 眞 美

「聴覚障害者への歯科的対応」
大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部講師　村 上 旬 平

教育講座Ⅱ
11月 23 日（土）15：10～16：10� C 会場

座長：東京都立心身障害者口腔保健センター　重 枝 昭 広

「マルチモニターを使ってバイタルサインを読み取る」
日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科長・准教授　大 橋 　 誠

教育講座Ⅲ
11月 24 日（日）14：00～15：00� C 会場

座長：東京都立心身障害者口腔保健センター　山口さやか

「歯の形成不全の最近の実情と対応」
東京歯科大学小児歯科学講座教授　新 谷 誠 康

教育講座Ⅳ
11月 24 日（日）15：10～16：10� C 会場

座長：昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門　石川健太郎

「ダウン症候群の子どもの咀嚼機能の獲得を目指すには」
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　水 上 美 樹
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宿題委託研究報告
11月 24 日（日）14：00～15：00� D 会場

座長：九州歯科大学生体機能学講座老年障害者歯科学分野　柿 木 保 明

「頭部外傷後の遷延性意識障害者の現状と口腔機能向上�
―口腔内状況と地域医療機関の連携について―」

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野准教授　安 田 順 一

歯科衛生士連携委員会企画集会
11月 24 日（日）9：00～10：30� C 会場

歯科衛生士連携委員会委員長　梶　美奈子

「歯科衛生士ミート・ザ・メンター�
―新人教育・後輩育成どのようにしていますか？―」

医療福祉連携委員会企画シンポジウム
11月 24 日（日）10：30～12：00� C 会場

医療福祉連携委員会委員長　江 草 正 彦

「精神障害者の理解と支援」
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倫理講習会
11月 23 日（土）14：00～15：30� D 会場
11 月 24 日（日）15：00～16：30【ビデオ上映】� D会場

倫理委員会委員長　小 松 知 子

「研究倫理・規制の最新動向と障害者歯科医療に必要な倫理的配慮」
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

量子医学・医療部門信頼性保証・監査室　栗原千絵子

専門医制度の説明会
11月 24 日（日）11：00～12：00� D 会場

専門医委員会委員長　小笠原　正

「暫定期間後の専門医制度」

災害支援委員会企画ポスター展示
� 市民ギャラリー

災害支援委員会委員長　服 部 　 清

「障害者歯科医療機関がすべき災害への備え�
―センターへ実施した実態調査を踏まえて―」

歯科衛生士連携委員会企画ポスター展示
� 市民ギャラリー

歯科衛生士連携委員会委員長　梶　美奈子

「歯科衛生士連携委員会報告�
―2018 年ミート・ザ・メンターアンケート結果―」
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ランチョンセミナー 1
11 月 23 日（土）12：10～13：10� B 会場

共催：�グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・�
ヘルスケア・ジャパン株式会社

「デンチャー使用時の義歯洗浄剤と義歯安定剤の有効活用」
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社　池 野 正 幸

ランチョンセミナー 2
11 月 23 日（土）12：10～13：10� C 会場

共催：株式会社松風

「S-PRGフィラーのバイオアクティブ効果とそれを応用した製品群
「Giomer」による障害者治療への新たな提案」

日本大学歯学部細菌学講座准教授　田 村 宗 明
北海道医療大学病院歯科衛生部　梶　美奈子

ランチョンセミナー 3
11 月 23 日（土）12：10～13：10� D 会場

共催：株式会社クリニコ

「「口腔機能低下症」の問題点とその対応」
朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野准教授　谷 口 裕 重
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ランチョンセミナー 4
11 月 24 日（日）12：10～13：10� B 会場

座長：朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野　谷 口 裕 重

共催：長田電機工業株式会社

「障害児者への訪問歯科診療のNext�Stage�
―子どもから高齢者まで幅広いニーズに対応するために―」

医療法人メディエフ寺嶋歯科医院副院長
歯と口の機能支援センターみのお（TOC みのお）センター長　松 野 頌 平

ランチョンセミナー 5
11 月 24 日（日）12：10～13：10� C 会場

座長：愛知県医療療育総合センター中央病院歯科　加 藤 　 篤

共催：ラーゴム・ジャパン株式会社

「障害者歯科における環境設定　―チェーンブランケットの活用―」
大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部講師　村 上 旬 平

ランチョンセミナー 6
11 月 24 日（日）12：10～13：10� D 会場

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

「音波歯ブラシが可能にする障害者が快適な口腔ケア」
日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座教授　佐 藤 　 聡



（ 21 ）

一般演題（口演発表）　座長一覧表
口演発表の座長は，ご担当セッションの開始 15分前には必ず次座長席にお着き下さい．

11月 23日（土）

会場 演題番号 発表時間 演題分類 座　　長 ページ

B 1-B-1～1-B-5 11：10～12：00 臨床統計 良 盛 典 夫 22

D 1-D-1～1-D-6 11：00～12：00 基礎研究 岡 田 芳 幸 23

D 1-D-7～1-D-11 15：40～16：30 口腔衛生・予防・保健指導・海外 田 中 陽 子 25

11月 24日（日）

会場 演題番号 発表時間 演題分類 座　　長 ページ

B 2-B-6～2-B-9 9：00～ 9：40 摂食嚥下リハビリテーション 大 岡 貴 史 26

B 2-B-10～2-B-13 9：50～10：30 口腔機能 後 藤 申 江 26

B 2-B-14～2-B-18 10：40～11：30 症例報告 名 和 弘 幸 27

D 2-D-12～2-D-15 9：00～ 9：40 地域医療・対応法・その他 中 川 　 弘 28

D 2-D-16～2-D-20 9：50～10：40 鎮静法・全身麻酔 中 村 全 宏 29
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一般口演

11 月 23 日（土）B会場
11：10～12：00 臨床統計 座長：良 盛 典 夫

1-B-1 当歯科衛生センターにおける 35 年の診療動態
 ○三澤 壮太郎1）・大谷 良1）・佐々木 淳1）・町田 貴敏1）・鎌田 弘明2）・巻 竜也2）・佐野 裕士1）・ 

小林 顕1）・金子 治1）・白瀬 敏臣2）・内川 喜盛2）

 1）公益社団法人東京都板橋区歯科医師会
 2）日本歯科大学附属病院小児歯科

1-B-2 在宅要介護高齢者に対する訪問歯科健診結果に関する検討
 ○大澤 将也・安部 佐織・川畑 仁克・阿蘇 崇之・柴田 康博・東野 智洋・中嶌 誠治・ 

木方 多加志・青木 雅敏・山田 武志
 一般社団法人岐阜市歯科医師会

1-B-3 障害者歯科診療に携わる指導的立場および従事歯科衛生士間における研修ガイドライン達成評
価の比較

 ○松岡 陽子1，4，5）・倉重 圭史2）・梶 美奈子3）・毛利 志乃1，4）・一尾 智郁1）・伊藤 誠4）・ 
片山 博道1，4）・芝田 憲治4）・山田 亜矢5）・齊藤 正人2）・福本 敏5，6）

 1）四日市市歯科医療センター
 2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野
 3）北海道医療大学病院歯科衛生部
 4）四日市歯科医師会
 5）東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野
 6）九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野

1-B-4 当センターにおける医療的ケア児の受診状況
 ○濱 陽子1）・宮内 美和1）・大石 瑞希1）・岡田 紗夜1）・沖野 恵梨1）・大杉 優実1）・新谷 宏規2）

 1）広島口腔保健センター
 2）一般社団法人広島県歯科医師会

1-B-5 嘔吐反射患者の病態調査
 ○野口 智康・太田 雄一郎・西岡 さやか・福田 謙一
 東京歯科大学口腔健康科学講座

一般口演
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一般口演

11 月 23 日（土）D会場
11：00～12：00 基礎研究 座長：岡 田 芳 幸

1-D-1 CpG ODN と Flt3 ligand 発現 DNA プラスミドからなる粘膜アジュバントのホスホリルコリ
ン抗原に対する免疫応答性

 ○吉松 英樹1）・片岡 宏介2）・小柳 圭代1,2）・三宅 達郎2）・小野 圭昭3）

 1）大阪歯科大学大学院歯学研究科
 2）大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座
 3）大阪歯科大学附属病院障がい者歯科

1-D-2 抜歯マウスモデルにおける抜歯窩治癒過程への GGT 阻害剤の影響
 ○菱沼 光恵1）・田中 陽子1）・矢口 学1）・佐久間 圭1，2）・野本 たかと1）

 1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 2）日本大学大学院松戸歯学研究科障害者歯科学専攻

1-D-3 歯科用印象材誤飲・誤嚥時における MDCT による検出精度の検討
 ○望月 慎恭1）・秋枝 俊江1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・田村 瞬至1）・山上 祐介1）・ 

村上 康彦1）・中川 直子2）・岩谷 和大3）・植松 紳一郎4）・岡田 尚則5）・蓜島 弘之1）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）松本歯科大学病院
 3）サンゴ台デンタルセンターいわたに
 4）植松歯科医院
 5）岡田歯科医院

1-D-4 歯科治療恐怖症および異常絞扼反射患者の DMF 指数に影響する因子の検討
 ○川崎 華子1）・田上 直美2）・鮎瀬 てるみ2）・山口 香織2）・眞方 信明1）・鮎瀬 卓郎1）

 1）長崎大学医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野
 2）長崎大学病院特殊歯科総合治療部

1-D-5 障害者オーラルフレイル予防を目指した歯科・栄養連携による臨床展開への基礎的検討 2  
―魚肉ペプチドの高血圧動物モデルへの効果―

 ○横山 滉介1）・小松 知子2）・松澤 直子2）・岩口 真路3）・能地 玲子2）・宮崎 沙良2）・ 
小松 真理子1）・佐伯 彩1）・福富 もか1）・新倉 悠里1）・宮本 晴美1）・石田 瞭3）・森本 佳成4）・ 
李 昌一5）

 1）神奈川歯科大学附属病院障害者歯科・全身管理高齢者歯科
 2）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科
 3）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
 4）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座
 5）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
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一般口演

1-D-6 大規模災害の高齢者・障害者新規災害関連死リスク評価法開発のための基礎的検討
 ○李 昌一1）・横山 滉介2）・赤坂 徹3）・宮城 敦3）・西山 和彦3）・川邉 裕美3）・高満 幸宣3）・ 

玉川 綾子3）・三國 彩3）・田邉 千晶4）・森本 佳成5）・小松 知子3）

 1） 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・酸化ストレス／ ESR
研究室

 2）神奈川歯科大学附属病院障害者歯科・高齢者歯科
 3）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科
 4）ピース歯科
 5）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座



（ 25 ）

一般口演

15：40～16：30 口腔衛生・予防・保健指導・海外 座長：田 中 陽 子

1-D-7 重症心身障害者における口腔内評価と細菌数の比較
 ○原 徳美
 国立病院機構西別府病院歯科

1-D-8 口蓋の部位による乾燥状態から剥離上皮膜形成の変化をみる
 ○宮原 康太1）・朝比奈 滉直2）・秋枝 俊江2）・松村 康平3）・荘司 舞3）・那須 小夢樹4）・ 

木村 莉子4）・黒田 たまき4）・植松 紳一郎4）・和木田 敦子5）・長谷川 博雅6）・岡田 芳幸1，7）・ 
小笠原 正7）

 1）広島大学障害者歯科
 2）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 3）松村デンタルクリニック
 4）植松歯科医院
 5）広島大学病院診療支援部歯科部門
 6）松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学
 7）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

1-D-9 経管栄養患者における剥離上皮膜と口腔細菌叢―次世代シークエンスによる解析―
 ○朝比奈 滉直1）・秋枝 俊江1）・宮原 康太2）・島田 勝光3）・谷口 誠4）・松村 康平5）・ 

柿木 保明6）・小笠原 正8）・植松 紳一郎7）・那須 小夢樹7）・木村 莉子7）・黒田 たまき7）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）広島大学障害者歯科学講座
 3）松本歯科大学口腔病理学講座
 4）谷口歯科医院・口腔常在微生物叢解析センター
 5）松村デンタルクリニック
 6）九州歯科大学老年障害者歯科学分野
 7）植松歯科医院
 8）松本歯科大学総合歯科医学研究所健康増進口腔科学部門

1-D-10 Fixed prosthodontic rehabilitation under general anaesthesia for a disabled person
 ○Chang-Yong Sheen・Kee-Yeon Kum
 Seoul Dental Hospital for the Disabled, Seoul National University School of Dentistry

1-D-11 A randomized clinic trial of an oral health care program for dementia
 ○Ming-An Chen1）・Shun-Te Huang2）・Hsiao-Ling Huang2）

 1）School of Dentistry, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Taiwan
 2） Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 

Taiwan
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9：00～9：40 摂食嚥下リハビリテーション 座長：大 岡 貴 史

2-B-6 当院における摂食嚥下障害患者の現況
 ○北川 栄二
 JR 札幌病院歯科口腔外科

2-B-7 重症心身障害児に対する干渉電流型低周波治療器の治療効果の検討
 ○村田 尚道・山本 昌直・田尻 絢子・綾野 理加
 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター

2-B-8 頚椎症性筋萎縮症における術後嚥下機能の解析―整形外科との連携―
 ○中川 量晴・吉見 佳那子・中根 綾子・戸原 玄
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野

2-B-9 摂食嚥下機能障害患者が歯を誤嚥し気管支に迷入した 1 例
 ○鈴木 理絵・小河原 克訓・鶴見 誠・須藤 直樹・小池 亜弥・石毛 俊作・高橋 喜久雄
 独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院歯科口腔外科

9：50～10：30 口腔機能 座長：後 藤 申 江

2-B-10 Down 症候群者の口腔機能の加齢による変化
 ○小松 知子1）・近藤 達郎2）・長田 豊3）・宋 文群4）・重藤 良太1）・横山 滉介5）・長田 侑子6）・ 

井元 拓代3）・三村 恭子3）・高比良 喜世美3）・川添 朋子3）・春田 史織7）・森本 佳成8）・ 
李 昌一9）

 1）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科学分野
 2）みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
 3）長崎県口腔保健センター
 4）神奈川歯科大学大学院災害医療・社会歯科学講座
 5）神奈川歯科大学附属病院障害者歯科・高齢者歯科
 6）長崎大学病院医療技術部歯科衛生室
 7）メディプラス製薬
 8）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座
 9）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

2-B-11 口腔機能向上訓練の導入に難渋した Down 症患者の一例
 ○小牧 実央・橋本 香・内橋 康行・足立 了平
 ときわ病院歯科口腔外科

2-B-12 摂食機能支援相談会と診療の場面で口唇閉鎖の大切さを実感した症例
 ○児玉 綾子・平山 勝徳・永村 宗護・山本 夏彦・小野田 奈穂子・鶴重 良太・菊地 幸信・ 

茂木 信道・小國 望・渡邊 奈美子・松川 純子・橋本 富美・鈴木 聡行
 藤沢市歯科医師会

11 月 24 日（日）B会場
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2-B-13 高齢者の下顎運動経路と身体機能との関連―運動性咀嚼障害の関連要因の検討―
 ○加藤 陽子1）・菊谷 武1,2）・佐川 敬一朗2）・五十嵐 公美2）・矢島 悠里2）・仲澤 裕次郎2）・ 

宮下 大志1）・永島 圭悟1）・田村 文誉1,2）

 1）日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学
 2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック

10：40～11：30 症例報告 座長：名 和 弘 幸

2-B-14 最小限の歯科矯正治療を適用した精神発達遅滞を有する左側唇顎口蓋裂長期経過症例
 ○大森 勇市郎
 大森矯正歯科クリニック

2-B-15 ATR-X 症候群の男児における口腔管理の 1 例
 ○中村 由紀1）・野上 有紀子1）・森岡 沙耶香2）・小野寺 早紀1）・中島 努1）・黒澤 美絵1）・ 

岩瀬 陽子1）・大島 邦子1）・齊藤 一誠1）・早崎 治明1）

 1）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野
 2）新潟大学医歯学総合病院診療支援部歯科衛生部門

2-B-16 病診連携により多発性顎骨嚢胞の手術と術後管理を行った重症心身障害者の 1 例
 ○菱田 純代1）・森田 麻希1）・廣瀬 満理奈1）・横山 善弘2）・加藤 篤2）・渋谷 恭之1）

 1） 名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科
学分野

 2）愛知県医療療育総合センター中央病院歯科

2-B-17 ガマ腫により口底部腫脹を呈した精神遅滞患者に対して摘出術を全身麻酔下で行った 1 症例
 ○里見 ひとみ1,3）・櫨 万紀子2,3）・山口 武人3）・岡 俊一1,3）・佐藤 裕美1,3）・見崎 徹1）

 1）日本大学歯学部歯科麻酔学講座
 2）日本大学歯学部小児歯科学講座
 3）埼玉県社会福祉事業団皆光園歯科診療所

2-B-18 舌悪性腫瘍が疑われた重症心身障害者の 2 例
 ○原 憲史1,2）・大岩 隆則1）・上出 清恵1）・太田 増子1）・加藤 礼子1）

 1）愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科
 2）藤枝平成記念病院歯科口腔外科
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11 月 24 日（日）D会場
9：00～9：40 地域医療・対応法・その他 座長：中 川 　 弘

2-D-12 某県立障害者歯科診療施設の診療実績と展望
 ○藤本 聖司1）・小野 芳男1）・市川 真弓1）・久慈 昭慶2）

 1）あすなろ療育福祉センター青森県障害児者歯科保健センター
 2）岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座（小児歯科学・障害者歯科学分野）

2-D-13 当障害者診療部門インシデントレポートの検討について―第 2 報―4 年間の分析と評価につい
て

 ○山本 夏彦・間宮 秀樹・鈴木 聡行・永村 宗護・秋本 覚・小國 望・工藤 滋子・小城 哲治・ 
渡邊 奈美子・渡辺 真人・和田 光利・池田 弥生・田中 光代・丹羽 由佳子・日野 和枝

 藤沢市歯科医師会

2-D-14 小児緊急事態評価に関して当院歯科スタッフに対して実施した意識調査
 ○旭 吉直1,2）・畑中 有希1,2）・宮本 順美1,2）・杉本 有加2）・猪飼 祥子1）・青野 陽2）・高崎 義人1,2）・ 

大道 士郎1,2）

 1）社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部
 2）社会医療法人大道会ボバース記念病院歯科診療部

2-D-15 スペシャルニーズに対する合理的配慮として色彩心理効果も利用した環境整備
 ○加賀谷 昇・小林 美生・齊藤 怜子・小倉 満美・植田 美知子・児玉 あづさ・加賀谷 忠樹
 加賀谷歯科医院
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9：50～10：40 鎮静法・全身麻酔 座長：中 村 全 宏

2-D-16 亜酸化窒素は口腔内感覚入力を低下させる
 ○黒岩 きりこ・原野 望・茂山 幸代・亀谷 綾花・下坂 桃子・安藤 瑛香・渡邉 誠之
 九州歯科大学附属病院あんしん科

2-D-17 自閉スペクトラム症児に対する全身麻酔下歯科治療の円滑な麻酔導入に向けた術前トレーニン
グの効果

 ○松井 宏1）・神岡 緑2）

 1）新潟労災病院歯科口腔外科
 2）神岡歯科医院

2-D-18　自閉スペクトラム症を伴う高度肥満患者の全身麻酔に向けてトレーニングを行った一症例
 ○大石 瑞希1）・岡田 紗夜1）・沖野 恵梨1）・大杉 優実1）・濱 陽子1）・宮内 美和1）・新谷 宏規2）

 1）広島口腔保健センター
 2）一般社団法人広島県歯科医師会

2-D-19 術前の設定レート変更による電磁干渉対策を行ったペースメーカー装着の全身麻酔管理経験
 ○河野 亮子1）・高島 恵子1）・上杉 典子1）・松本 勝洋1）・小林 克江2）・牧野 兼三2）・ 

高木 沙央理1）・大野 由夏1）・小長谷 光1）

 1）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
 2）明海大学歯学部社会健康科学講座障がい者歯科学分野

2-D-20 Cohen 症候群患者の全身麻酔経験
 ○石川 恵美・渋谷 真希子・木村 幸文・亀倉 更人・藤澤 俊明
 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野歯科麻酔学教室
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11 月 23 日（土）ポスター会場
1-P-001 Candida albicans に対して Th17 細胞応答を誘導する表層抗原の探索
 ○田崎 園子1，2）・長 環2）・小島 寛1）・田中 芳彦2）

 1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野
 2）福岡歯科大学機能生物化学講座感染生物学分野

1-P-002 ヒト唾液腺オルガノイド培養法の開発と唾液分泌に影響を与える因子の解析
 ○吉本 尚平
 福岡歯科大学病態構造学分野

1-P-003 Down 症候群永久歯歯根膜由来細胞株の樹立
 ○浅川 剛吉1）・久木野 真純1）・長谷川 智一3）・吉村 健太郎2）・井澤 基樹1）・川島 翼1）・ 

高橋 万莉1）・五十嵐 遙1）・井上 結衣1）・山口 真奈1）・池田 理沙1）・伏見 尚子1）・ 
志賀 正康1）・船津 敬弘1）

 1）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
 2）昭和大学歯学部口腔生化学講座
 3）徳島大学歯学部医歯薬学研究部小児歯科学講座

1-P-004 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における HMGB1 発現低下と細胞遊走能の関連性
 ○矢口 学1）・田中 陽子1）・菱沼 光恵1）・佐久間 圭2）・野本 たかと1）

 1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 2）日本大学大学院松戸歯学研究科

1-P-005 粘膜創傷マウスモデルにおける創傷治癒過程への GGT 阻害剤の影響
 ○佐久間 圭1）・田中 陽子2）・矢口 学2）・菱沼 光恵2）・野本 たかと2）

 1）日本大学大学院松戸歯学研究科
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

1-P-006 口腔内細菌叢における歯周病原因菌の相対的菌比率は，知的能力障害者と健常者で違いがある
のか

 ○尾田 友紀1）・古谷 千昌1）・宮原 康太1）・宮崎 裕則1）・渡 真由子2）・時数 智子2）・田地 豪3）・ 
岡田 芳幸1）・二川 浩樹3）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）広島大学病院診療支援部歯科衛生部門
 3）広島大学大学院医系科学研究科口腔健康科学専攻口腔健康科学

1-P-007 プロバイオティクス（L8020 菌）が知的能力障害者の歯周病原菌と口腔内細菌叢に及ぼす影響
 ○尾田 友紀1）・古谷 千昌1）・宮原 康太1）・宮崎 裕則1）・渡 真由子2）・時数 智子2）・田地 豪3）・ 

岡田 芳幸1）・二川 浩樹3）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）広島大学病院診療支援部歯科衛生部門
 3）広島大学大学院医系科学研究科口腔健康科学専攻口腔健康科学

ポスター発表
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1-P-008 免疫抑制剤服用小児における薬物性歯肉増殖の微生物学的解析
 ○島津 貴咲1，2，3）・高橋 幸裕4）・小口 莉代1，2，5）・小方 清和1，5）・三井 園子2，6）・五十川 伸崇3）・ 

苅部 洋行1）

 1）日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座
 2）医療法人社団百瀬歯科医院歯列育成クリニック
 3）国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部歯科
 4）日本歯科大学生命歯学部微生物学講座
 5）都立小児総合医療センター小児歯科
 6）日本歯科大学附属病院小児歯科

1-P-009 乳歯硬組織における亜鉛と銅の分布―正期産児と早期産児の比較―
 ○長沼 由泰・高橋 温・猪狩 和子
 東北大学病院障害者歯科治療部

1-P-010 メピバカインが交感神経性圧受容器反射感受性に与える影響
 ○古谷 千昌1）・磯野 員達2）・朝比奈 滉直2）・宮原 康太1）・樋口 雄大2）・宮崎 裕則1）・ 

尾田 友紀1）・小笠原 正2）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）松本歯科大学地域連携歯科学講座

1-P-011 障害児者のブラッシングスキルに配慮した歯ブラシ選択のための基礎的検討
 ○遠藤 眞美・地主 知世・小野 晃弘・三枝 優子・福田 喜則・高柳 篤史・野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

1-P-012 聴覚障害のある人への情報提供における音声認識アプリの有用性に関する検討
 ○中島 好明・村上 旬平・岡本 由莉・青木 希衣・永田 篤・小谷 隆久・森崎 市治郎・ 

秋山 茂久
 大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

1-P-013 胃ろうから栄養摂取を行っている重症心身障害児者の嚥下機能評価
 ○高井 英月子1，2）・野原 幹司2）・金沢 梨絵子1）・宮本 昌子1）・阪井 丘芳2）

 1）重症心身障害児者施設四天王寺和らぎ苑
 2）大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学教室

1-P-014 摂食嚥下障害患者における服薬に関する困難感と摂食嚥下機能の関連についての検討
 ○五十嵐 公美1）・菊谷 武2，3）・戸原 雄1，2）・佐藤 貴信1，2）・駒形 悠佳1，2）・佐藤 志穂1，2）・ 

市川 陽子1，2）・柴崎 育美1）・冨岡 孝成1）・塩原 裕一朗1）・田村 文誉1，2）

 1）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
 2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
 3）日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学
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1-P-015 知的障害者施設利用者における齲蝕経験歯数および現在歯数について
 ○中嶋 真理子1）・中山 朋子1）・前濱 和佳奈1）・緒方 麻記1）・尾崎 茜1）・水谷 慎介2，3）・ 

小島 寛1）

 1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野
 2）九州大学大学院歯学研究院附属 OBT 研究センター
 3）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座高齢者歯科・全身管理歯科学分野

1-P-016 当附属病院小児歯科における医療的ケア児に対する訪問歯科診療の取り組み
 ○高橋 紗耶1）・梅津 糸由子1）・西村 美樹2）・齊藤 香恵子1）・出口 崇1）・萩原 岳1）・ 

白瀬 敏臣1）・内川 喜盛1）

 1）日本歯科大学附属病院小児歯科
 2）日本歯科大学附属病院歯科衛生室

1-P-017 当院での周術期口腔機能管理実施患者に対するアンケート
 ○寺岡 友佳1）・宮垣 有希1）・藤川 由美1）・市岡 宏顕1，2，3）・足立 圭司1，2）・大迫 文重1，2）・ 

山本 俊郎1，2）・金村 成智1，2）

 1）京都府立医科大学附属病院歯科
 2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
 3）京都府立医科大学大学院医学研究科法医学・医学生命倫理学

1-P-018 当科におけるインシデント発生要因に関する調査報告
 ○田崎 園子1）・原 麻莉1）・緒方 武文1）・松尾 勇弥1）・原田 真澄1）・樋口 勝規2）・小島 寛1）

 1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野
 2）福岡歯科大学医科歯科総合病院

1-P-019 当センター歯科における Down 症候群患者の医科・歯科管理の実態調査
 ○成瀬 正啓・佐々木 康成・小川 綾野
 神奈川県立こども医療センター

1-P-020 当センター終診後の患者実態調査
 ○関 愛子1）・野島 靖子1）・森 貴幸1）・村田 尚道1）・山本 昌直1）・田尻 絢子1）・東 倫子1）・ 

劉 法相1）・高石 芽求1）・沢 有紀1）・半井 桜子1）・上原 進2）・江草 正彦1）

 1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 2）社会福祉法人旭川荘総合研究所

1-P-021 医科および歯科訪問診療を受ける医療的ケア児における往診と入院の実態
 ○高井 理人1，2）・大島 昇平2）・八若 保孝3）

 1）医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ
 2）北海道大学病院小児・障害者歯科
 3）北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野小児・障害者歯科学教室
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1-P-022 当センター歯科における麻酔管理下歯科治療の実態調査
 ○塚本 豊浩1）・吉田 里菜1）・横山 紗也香1）・楠木 奈央1）・大西 香織1）・佐山 真由美1）・ 

花岡 淑世1）・樋口 仁2）・岩崎 昭憲3）・大林 由美子3）・竹山 彰宏4）・三宅 実3）・南 佑子1）

 1）かがわ総合リハビリテーションセンター
 2）岡山大学病院歯科麻酔科
 3）香川大学医学部歯科口腔外科学講座
 4）竹山矯正歯科医院

1-P-023 麻酔下歯科治療の実態調査
 ○中野 久1）・弦巻 立2）・倉田 行伸2）・豊里 晃3）・久須美 麻世4）

 1）新潟県立精神医療センター歯科・障害者歯科
 2）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
 3）ハート歯科クリニック
 4）新潟県立精神医療センター

1-P-024 当科におけるスペシャルニーズ患者の全身麻酔下歯科治療の臨床的検討
 ○山村 佳子1）・高石 和美2）・中川 弘3）・尼寺 理恵4）・岩本 勉4）

 1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野
 2）徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔科学分野
 3）徳島大学病院高次歯科診療部障碍者歯科
 4）徳島大学大学院医歯薬学研究部小児歯科学分野

1-P-025 当センターにおける全身麻酔下歯科治療後の歯科的管理の実態について～第 3 報～
 ○知念 すみれ1）・上原 由和1）・宮城 愛美1）・松本 早世1）・新垣 花絵1）・赤嶺 あきな1）・ 

岸本 早希2）・砂川 恵1）・小禄 克子1）・水野 和子1）・真境名 勉1）

 1）沖縄県口腔保健医療センター
 2）まつしま歯科医院

1-P-026 スペシャルニーズのある患者の根管治療の予後調査
 ○長田 豊・喜多 慎太郎・井元 拓代・三村 恭子・高比良 喜世美・川添 朋子・吉田 敏・ 

多良 龍男・齋藤 秀文・松延 厘奈
 長崎県口腔保健センター

1-P-027 当科における全身麻酔下での障害者歯科治療の現状と課題
 ○服部 政義1）・吉川 浩郎1，2）

 1）島根大学医学部附属病院歯科口腔外科
 2）吉川歯科クリニック

1-P-028 当センターの開設から 10 年間の臨床統計的観察
 ○佐藤（松山） 順子1，2）・上路 敬一1）・松井 大介1）・阿部 裕子1，2）・井上 麗奈1，2）・道見 登1）・ 

岡田 匠1）・瀧 豊1）・平澤 貴典1）・藤山 友紀3）

 1）一般社団法人新潟市歯科医師会
 2）新潟市口腔保健福祉センター
 3）新潟市保健所
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1-P-029 急性～亜急性期の脳卒中患者に対する嚥下治療の肺炎予防効果に関する検討―無作為化比較試
験のネットワーク・メタ解析―

 ○安藤 茜1，2）・平沼 克洋2）・堀江 惠2）・五島 衣子3）・岡 秀一郎1）・大嶽 浩司1）・飯島 毅彦2）

 1）昭和大学医学部麻酔科学講座
 2）昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科
 3）昭和大学藤が丘病院麻酔科

1-P-030 某重症心身障害者病院における障害児（者）歯科診療の実態調査
 ○島田 真菜美・堂前 梨果・丸川 浩平・能崎 晋一
 NHO 金沢医療センター歯科口腔外科

1-P-031 某歯科医師会附属障害者歯科診療所における 35 年の患者動態―第 2 報―
 ○熱田 亙1，2）・増田 一郎1）・古宮 秀記1）・野村 千秋1）・小笠原 浩一1）・原田 昇1）・猪俣 英理3）・ 

遠藤 眞美3）・野本 たかと3）・勝俣 文良1）

 1）葛飾区歯科医師会
 2）日本大学松戸歯学部保存修復学講座
 3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

1-P-032 自閉スペクトラム症患者における病院建て替えによる診療室移転の影響
 ○横山 善弘1）・加藤 篤1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき1）・松井 かおる1）・田中 恵1）・ 

森田 麻希1，2）・渋谷 恭之2）

 1）愛知県医療療育総合センター中央病院歯科部
 2）名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形成医学講座口腔外科学分野

1-P-033 静脈麻酔下歯科治療における衛生士学校学生の意識調査
 ○原田 真希1）・三木 貴子1）・山田 和代1）・中山 幸子1）・井東 竜彦1，2）・鷹尾 知子1，3）・ 

吉田 春陽1）・大東 美穂1）

 1）大阪府歯科医師会附属歯科診療所障がい者診療
 2）ひまわり歯科医院
 3）ともファミリー歯科

1-P-034 歯みがき行動と感覚刺激の受け取り方との関連性の検討
 ○森下 志穂1）・鈴木 佐和子1）・清水 都子1）・原田 恵理子1）・森 篤志1，2）・浅野 敬太1，2）・ 

大隅 省1，2）・大久保 善正1，2）・羽田野 敬彦1，2）・松井 香苗1，2）・松本 弥之1，2）・安田 順一3）・ 
玄 景華3）

 1）豊橋市こども発達センター
 2）豊橋市歯科医師会
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

1-P-035 障害者歯科センターにおける非協力小児の実態
 ○寺元 平・長嶺 和希・新屋 晃代・垣花 賢・木村 智弘・松川 隆也・澤田 南海子・ 

波平 真樹・米須 敦子・松島 一夫・水野 和子・眞境名 勉
 沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター
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1-P-036 当センター歯科衛生士による定期的なメインテナンス実態調査報告
 ○由利 啓子1）・野杁 明美1，3）・小林 邦枝1，3）・青柳 ひとみ1，3）・山崎 てるみ2）・阿部 恵一3）

 1）日本歯科大学歯学部附属病院歯科衛生士室
 2）日本歯科大学附属病院小児歯科
 3）日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科センター

1-P-037 障害福祉サービス事業所利用者における定期歯科受診の有無による口腔内状況の比較
 ○星 久美1，2）・長沼 由泰1）・高橋 温1）・猪狩 和子1）・佐々木 啓一1，2）

 1）東北大学病院障害者歯科治療部
 2）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野
 3）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野

1-P-038 当センターにおける自閉スペクトラム症患者の服薬状況と口腔内の関係について
 ○古味 信次1）・植田 智香1）・鈴木 康男1，4）・野中 俊哉1）・福留 麗美1，4）・門田 綾1）・ 

野村 圭介1）・岡崎 好秀1，2）・秋山 茂久3）・江草 正彦2）

 1）高知県歯科医師会歯科保健センター
 2）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 4）高知医療センター

1-P-039 当センターの障がい者の歯科治療に静脈内鎮静法を導入して―100 症例の統計学的考察―
 ○畑佐 学1，3）・後藤 隆志1，2）・長谷川 良広1）・川崎 雅敏1）・牧 宏行1）・横井 範顕1）・ 

熊谷 康司1）・伊藤 豊根1）・石黒 慎太郎1）・柴田 宗則1）・櫻井 学2）・上村 誠一郎1）

 1）一宮市口腔衛生センター
 2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野
 3）はたさ歯科医院

1-P-040 Rohrer 指数 218 の著しい肥満を有する非協力小児患者に対して 4 回の静脈内鎮静法下に歯科
治療を行った 1 症例

 ○間宮 秀樹・榎本 雅宏・堀本 進・小野 勝・永村 宗護・山本 夏彦・似鳥 純子・松川 純子・ 
橋本 富美・和田 光利・鈴木 聡行

 藤沢市歯科医師会

1-P-041 予期せぬ挿管困難を認めた Lennox-Gastaut 症候群患者にチューブエクスチェンジャー（TE）
を用いて挿管しえた気道管理に関する検討

 ○鈴木 史人1）・高橋 正人2）・大野 由夏3）・高木 沙央理3）・小長谷 光3）

 1）国立病院機構あきた病院歯科
 2）埼玉医科大学病院麻酔科
 3）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野

1-P-042 下顎骨亜全摘術後，挿管困難が予測される症例の麻酔経験
 ○高橋 靖之1）・井口 麻美2）・島村 直宏2）・高田 正典3）・大橋 誠2）・藤井 一維2）

 1）日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科
 2）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座
 3）日本歯科大学在宅ケア新潟クリニック
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1-P-043 全身麻酔導入直後に下腹部膨隆を発見した症例
 ○島村 直宏1）・高橋 靖之2）・井口 麻美3）・大橋 誠2）・藤井 一維1，3）

 1）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科口腔全身機能管理学
 2）日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科
 3）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座

1-P-044 全身麻酔が自閉スペクトラム症患者の周術期睡眠周期に与える影響の検討
 ○鮎瀬 てるみ1）・田上 直美1）・山口 香織1）・真方 信明1）・川﨑 華子1）・切石 健輔1）・ 

河井 真理2）・倉田 眞治2）・鮎瀬 卓郎1，2）

 1）長崎大学病院特殊歯科総合治療部
 2）長崎大学病院麻酔生体管理科

1-P-045 Angelman 症候群患者の全身麻酔下歯科治療
 ○奈良井 節1，2）・土井 理恵子1，2）

 1）鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野
 2）鳥取県立総合療育センター歯科

1-P-046 プロポフォールによる圧受容器反射感受性の変化と血圧低下に対する代償性心拍応答
 ○宮崎 裕則1）・隅田 佐知2）・古谷 千昌1）・宮原 康太1）・時数 智子3）・渡 真由子3）・ 

溝田 結日3）・尾田 友紀1）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 3）広島大学病院診療支援部歯科部門

1-P-047 歯科治療時におけるアルコール関連障害群患者の自律神経解析―脈拍の変動について―
 ○井上 裕之1，5）・長谷 則子2）・井出 桃3）・李 昌一4）・角田 晃3）・宮城 敦3）・小松 知子5）・ 

横山 滉介5）・西村 康3）・長谷 徹3）・柿木 保明6）

 1）国立病院機構久里浜医療センター歯科
 2）神奈川歯科大学歯学部
 3）神奈川歯科大学短期大学部
 4）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・ESR 研究室
 5）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科学分野
 6）九州歯科大学老年障害者歯科学分野

1-P-048 重症心身障害児施設における骨粗鬆症に対する薬物治療と MRONJ 対策について
 ○伊堂寺 良子・渡邊 亮太・森崎 靖弘・山西 博道
 枚方療育園枚方総合発達医療センター

1-P-049 関節リウマチ患者の開口障害についての検討
 ○江面 陽子1）・黒須 南帆1）・小林 幸恵1）・黒崎 友美子1）・秋草 宏伸1）・鈴木 陽子2）・ 

志賀 麻記子3）・深山 治久4）

 1）医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック
 2）医療法人社団ソレイユいずみ向日葵クリニック
 3）志賀リウマチ整形クリニック
 4）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科麻酔・生体管理学分野
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1-P-050 染色体異常児で上顎 4 切歯に重度の歯根吸収を引き起こした犬歯異所萌出の 1 例
 ○亀岡 亮1，2）・白瀬 敏臣1，2）・内川 喜盛1，2）・山崎 てるみ1，3）・稲田 穣3）・三宅 真帆1，3）・ 

押野 広美3）

 1）日本歯科大学附属病院小児歯科
 2）日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科センター
 3）社会福祉法人日本心身障害児協会島田療育センター医務部歯科診療科

1-P-051 口腔腫瘍切除後の発語障害に対する口蓋閉鎖床の効果
 ○飯島 守雄1）・井下田 繁子2）・卯田 昭夫3）・梅澤 幸司4）・田中 陽子4）・田沼 達也1）・ 

中里 清4）・伊藤 正実4）・渋谷 鑛3）・野本 たかと4）

 1）日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座
 2）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座
 3）日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
 4）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

1-P-052 化学療法により乳歯および永久歯に生じた形成不全症
 ○釜崎 陽子1）・西俣 はるか2）・近藤 好夫2）・西口 美由季2）・日高 聖2）・藤原 卓2）

 1）長崎大学病院小児歯科
 2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児歯科学分野

1-P-053 モニター監視下においてペースメーカーを装着した 4q-症候群患者に歯科治療を行った 1 症例
 ○菊池 和子・磯部 可奈子・熊谷 美保・大谷 亜紀子・栃内 貴子・高満 幸宜・齊藤 桂子・ 

久慈 昭慶・森川 和政
 岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野

1-P-054 骨髄異形成症候群を発症した脳性麻痺患者の口腔管理を行った症例
 ○吉岡 忍1）・蓑輪 映里佳1，2）・大友 麻衣子1，2）・藤田 浩孝1）・塚本 智幸1）・服部 佳子1，3）・ 

梶 美奈子3）・齊藤 正人2）

 1）道北口腔保健センター
 2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野
 3）北海道医療大学病院

1-P-055 てんかんによる意識障害を併発していた傾眠傾向の脳血管性認知症患者の一症例
 ○山口 喜一郎・二宮 静香・原田 真澄・平塚 正雄
 福岡リハビリテーション病院歯科

1-P-056 頬部痛の主訴に対して，うつ病による心因性疼痛を疑ったが副鼻腔真菌症による症状であった
一症例

 ○山田 雅治・田村 仁孝・布谷 陽子・南 暢真・藤 喜久雄
 （医）協仁会小松病院歯科口腔外科

1-P-057 重度嘔吐反射と歯科恐怖感を有した歯科治療回避患者の 1 症例
 ○水永 潤子・中村 美穂・半沢 篤・大多和 由美・福田 謙一
 東京歯科大学歯学部口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室
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1-P-058 不随意運動に起因した著しい顎関節痛と咀嚼筋痛を伴う脳性麻痺患者の一例
 ○太田 雄一郎・添田 萌・野口 智康・大多和 由美・福田 謙一
 東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室

1-P-059 摂食嚥下障害を伴う脳性麻痺患者の静脈内鎮静法中に咽頭部にインレーが落下した 1 症例
 ○岡部 靖子1）・瓜生 和貴1）・鈴田 弓実1）・伊藤 さと美1）・松原 礼子1）・黒田 亜美1）・ 

加古 まり1，2）・菱田 純代1，2）・趙 賢愛1）・松原 誠1，3）・糸山 暁1，4）・伊藤 暖果1，4）・安藤 正晃1，4）

 1）一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋北歯科保健医療センター
 2） 名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科

学分野
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野
 4）一般社団法人名古屋市歯科医師会

1-P-060 静脈内鎮静法にて定期的口腔衛生管理を継続する精神発達遅滞患者 5 症例の検討
 ○佐藤 裕1）・西 健2）・佐藤 健一1）

 1）岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野
 2）西歯科医院

1-P-061 Brachmann-de Lange 症候群を有する患者の歯科治療経験―第 2 報―
 ○熊谷 美保・磯部 可奈子・栃内 貴子・高満 幸宜・菊池 和子・齊藤 桂子・久慈 昭慶・ 

森川 和政
 岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野

1-P-062 歯周病悪化の主因が糖尿病のコントロール不良と考えられる自閉スペクトラム症の 1 例
 ○栗谷 未来1）・嘉手納 未季1）・馬目 瑶子1）・姜 世野1）・佐藤 ゆり絵1）・船津 敬弘1，2）

 1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門
 2）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座

1-P-063 歯原性角化嚢胞を契機に Gorlin 症候群の診断に至った 1 症例
 ○萩原 麻美・小坂 美樹・吉原 圭子・土方 深雪・西畑 愛
 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院歯科診療科

1-P-064 障害者の長期歯科管理下における行動変容についての考察
 ○森主 宜延・森主 真弓
 もりぬし小児歯科医院

1-P-065 歯性上顎洞炎を発症した自閉スペクトラム症患者の 1 症例
 ○磯部 可奈子・菊池 和子・熊谷 美保・久慈 昭慶・森川 和政
 岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野
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1-P-066 Goldenhar 症候群の長期口腔管理の 1 例
 ○笠井 昌樹子1）・中川 誠仁1，2，4）・田辺 亜莉紗1）・高橋 明子1）・柿原 理奈2）・村上 旬平1，3）・ 

井関 富雄2）・菅原 正之4）・松田 哲一4）

 1）公益財団法人尼崎口腔衛生センター
 2）大阪歯科大学口腔外科学第一講座
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 4）一般社団法人尼崎市歯科医師会

1-P-067 Sotos 症候群患者の長期口腔管理について
 ○友利 浩一郎・国吉 初枝・城戸 千代美・新垣 有里・幸喜 奈緒子・我妻 優花・上地 智博
 医療法人上智会上地歯科医院

1-P-068 引きこもりが約 25 年間に及んだ自閉スペクトラム症患者に歯科介入を行い社交不安症の改善
に関わった症例

 ○長田 侑子1）・野上 朋幸2）・鮎瀬 卓郎2，3）

 1）長崎大学病院医療技術部歯科衛生室
 2）長崎大学病院特殊歯科総合治療部
 3）長崎大学病院麻酔・生体管理室

1-P-069 両側唇顎裂患児に対して長期的に口腔管理を行った 1 例
 ○吉田 美香子1）・女ヶ沢 美貴2）・星野 倫範1）

 1）明海大学歯学部形態機能成育学講座
 2）明海大学病院歯科衛生部

1-P-070 固定式口腔保護装置を装着した先天性無痛無汗症児の口腔衛生状態の管理　第二報―歯科衛生
士としての支援―

 ○青柳 ひとみ1）・白瀬 敏臣2，4）・萩原 岳2）・武井 正己3）・小林 邦枝1，4）・麻見 千登世1，4）・ 
大嶋 依子1）・野杁 明美1，4）・上石 恵里1，4）・由利 啓子1，4）・岩瀬 祐未1，4）・楊 秀慶2）・ 
松崎 祐樹2）・阿部 恵一4）

 1）日本歯科大学附属病院歯科衛生士室
 2）日本歯科大学附属病院小児歯科
 3）日本歯科大学附属病院歯科技工室
 4）日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科センター（障がい者歯科センター）

1-P-071 造血幹細胞移植から終末期までを通しステージに沿った口腔管理を行った若年性骨髄単球性白
血病患児の 1 例

 ○谷地 美貴・後藤 申江・田代 早織・御代田 浩伸
 宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科

1-P-072 NICU にて人工呼吸器管理中で口腔内に著しい触覚過敏を有し脱感作療法に取り組んだ 2 症例
 ○田代 早織・後藤 申江・谷地 美貴・御代田 浩伸
 宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科
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1-P-073 軽度脳性麻痺患者の口腔健康および QOL 改善
 ○日高 孝子1，2）・清水 有紀1，2）・森岡 敦1，3）・中島 好明1）・文元 基宝1，2）

 1）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ
 2）文元歯科医院
 3）医療法人森岡歯科医院

1-P-074 長期口腔内管理を行った 5p-症候群患者の一例
 ○浜中 一将1）・小平 裕恵2）・桔梗 知明1）・倉本 弘樹1）・伊奈 幹晃1）・山崎 茂1）・赤尾 眞理1）・ 

飯嶌 大典1）・西山 和秀1）・渡辺 明夫1）・中嶋 智仁1）・田中 教順1）・端山 智弘1）・關田 俊介3）

 1）公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会口腔衛生センター歯科診療所
 2）鶴見大学歯学部小児歯科学講座
 3）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座

1-P-075 全身麻酔下歯科治療前後の口腔衛生指導によってセルフケア意識の向上を認めた ADHD 患者
の 1 症例

 ○平原 三貴子1）・岩瀬 陽子1）・村上 智哉2）・黒澤 美絵1）・野上 有紀子1）・近藤 淳子3）・ 
倉田 行伸4）・弦巻 立4）・瀬尾 憲司4）・早崎 治明1）

 1）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野
 2）一般社団法人京都府歯科医師会京都歯科サービスセンター中央診療所
 3）新潟大学医歯学総合病院診療支援部歯科衛生士部門
 4）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野

1-P-076 口腔管理中断後に口腔内の触覚過敏が再び出現した Cardio-Facio-Cutaneous 症候群患者の 1
例

 ○後藤 申江・田代 早織・谷地 美貴・御代田 浩伸
 宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科

1-P-077 偏食をともなった自閉スペクトラム症児への約 5 年間の摂食指導経験
 ○柴崎 育美1，3）・礒田 友子1）・西澤 加代子1）・田村 文誉1）・菊谷 武1，2）

 1）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
 2）日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学
 3）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科

1-P-078 拒食を示した超低出生体重児に対する摂食嚥下リハビリテーションの経験
 ○小川 志保1）・遠藤 眞美2）・松本 桂1）・西川 貴美江1）・江田 明子1）・瀧川 一也1）・ 

長崎 敏宏1）・小川 冬樹1）・野本 たかと2）

 1）公益社団法人東京都町田市歯科医師会
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

1-P-079 不適切と考えられる姿勢が誤嚥を防止できた重症心身障害児の 1 症例
 ○大島 昇平1，2）・服部 佳子2）・梶 美奈子2）・高井 理人2，3）・木下 憲治4）

 1）北海道大学病院小児・障害者歯科
 2）北海道医療大学病院歯科
 3）医療法人稲生会生涯クリニックさっぽろ
 4）北海道医療大学リハビリテーション科学部言語療法学科
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1-P-080 ラパデリノ（ロスムンドトムソン）症候群児への摂食指導の経験
 ○内海 明美1）・久保田 一見1）・横山 薫2）・弘中 祥司1）

 1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門
 2）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔リハビリテーション医学部門

1-P-081 幼児の保護者が感じる食事の心配事についてのアンケート
 ○藤井 美樹・野村 佳世・杉本 恵里・中野 崇・福田 理
 愛知学院大学歯学部小児歯科学講座

1-P-082 摂食嚥下障害専門外来における口腔機能発達不全症患者の実態調査
 ○駒形 悠佳1）・田村 文誉1，2）・山田 裕之1，2）・保母 妃美子1，2）・礒田 友子1，2）・永島 圭悟3）・ 

加藤 陽子3）・水上 美樹1）・西澤 加代子1）・田中 祐子1）・菊池 真依1）・菊谷 武1，2，3）

 1）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
 2）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
 3）日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学

1-P-083 Simpson-Golabi-Behmel 症候群の口腔機能発達不全症に対して摂食指導からアプローチした 1
例

 ○金野 弘靖1，2）・中野 崇1，2）・酒井 啓介1）・福田 理2）

 1）豊橋キッズデンタルクリニック
 2）愛知学院大学歯学部附属病院小児歯科学講座

1-P-084 Down 症候群における舌圧・口唇圧に対する矯正治療および筋機能訓練の効果についての研究
 ○佐々木 康成・成瀬 正啓・小川 綾野・田淵 由希・加藤 清美・三輪 直子・横山 恭子
 神奈川県立こども医療センター

1-P-085 小児および成人における咀嚼機能の関連因子
 ○藤田 優子・牧 憲司
 九州歯科大学健康増進学講座口腔機能発達学分野

1-P-086 ARONJ に対する外科的治療後に顎義歯による補綴治療を行い口腔機能と患者 QOL を評価し
た 2 例

 ○近石 壮登・小林 義和・岡本 美英子・相澤 貴子・佐藤 公治・松尾 浩一郎
 藤田医科大学医学部歯科・口腔外科学講座

1-P-087 発達障害児の摂食機能の検討
 ○高橋 摩理・内海 明美・冨田 かをり・石﨑 晶子・弘中 祥司
 昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門

1-P-088 摂食機能療法を契機に重症心身障害児（者）の摂食に介入した 3 例の検討
 ○田中 恵1）・加藤 篤1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき1）・松井 かおる1）・森田 麻希1，2）・ 

横山 善弘1）・渋谷 恭之2）

 1）愛知県医療療育総合センター中央病院歯科部
 2）名古屋市立大学病院歯科口腔外科
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1-P-089 放課後等デイサービスにおける，摂食指導の必要性について
 ○田尻 絢子・村田 尚道・山本 昌直・森 貴幸・野島 靖子・東 倫子・関 愛子・劉 法相・ 

瀬尾 達志・三谷 裕子・岩崎 昭憲・後藤 拓朗・江草 正彦
 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター

1-P-090 摂食嚥下リハビリテーションに関した当県の歯科医院と専門機関における地域連携の現状と課
題

 ○太田 恵未1）・谷口 裕重1）・高木 宣雄2）・良盛 典夫2）・萩谷 勅信2）・河合 悟2）・玄 景華1）・ 
向井 美惠3）

 1）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
 2）岐阜県歯科医師会
 3）朝日大学客員教授

1-P-091 当科における障害児・者への訪問歯科診療―訪問口腔リハビリテーションの取り組み―
 ○吉見 佳那子・中根 綾子・中川 量晴・田村 厚子・戸原 玄
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野

1-P-092 Down 症児の摂食嚥下機能における全身状態と舌機能発達の関連性について
 ○宇野 恵理1）・田中 章寛1）・堀越 咲葵1）・後藤 悦子1）・森田 寛子1）・荒井 綾子1）・ 

吉岡 真由美1）・横田 英子1）・山口 さやか1）・重枝 昭広1）・小田 泰之2）・勝俣 正之2）・ 
山崎 一男1，2）・石川 健太郎3）

 1）東京都立心身障害者口腔保健センター
 2）公益社団法人東京都歯科医師会
 3）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門

1-P-093 障害者施設入所者における摂食の問題点についての実態調査
 ○高野 梨沙1）・大岡 貴史2）・服部 清3）・松川 綾子3）・谷口 聡子3）・南 菜穂子3）

 1）明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野
 2）明海大学歯学部機能保存回復学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野
 3）静岡市障害者歯科保健センター

1-P-094 患者自身の顔を用いた歯磨き順番表がブラッシング能力に影響を与えた知的能力障害を伴う自
閉スペクトラム症の 1 例

 ○井樋 加奈子1）・田中 陽子2）・出町 千景1）・野本 たかと2）

 1）日本大学松戸歯学部付属病院歯科衛生室
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

1-P-095 関節リウマチ患者の口腔内状態および口腔保健行動についての検討
 ○星合 愛子1）・楠本 康香1）・木村 直樹2）・星合 泰治3）・相田 貴絵3）・野末 杏奈3）・浜 文奈3）・ 

岩淵 佑介1）・有福 愛美3）・渡邊 麻里子3）・鈴木 朋3）・田村 昌平3）・竹内 陽平1）・ 
櫻井 誠治1）・篠塚 修1）

 1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科障害者歯科学分野
 2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科学分野
 3）東京医科歯科大学歯学部附属病院スペシャルケア外来
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1-P-096 病棟管理中の重症心身障害児・者における口腔衛生状態向上に適した口腔ケア剤の検討
 ○宮川 咲枝1）・林 勇輝1，2）・岡本 卓真1，2）・佐藤 里幸1）・松野 智子1，2）・堀部 森崇1，2）・福田 理2）

 1）愛知県青い鳥医療療育センター
 2）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座

1-P-097 当センターにおける，唇顎口蓋裂治療に対する初期の歯科の役割に関する調査―アンケートよ
り―

 ○楠 幸代1）・瀬下 愛子1）・坂口 真弓1）・若井 美佳1）・石田 圭吾2，3）・萩原 大子1）・ 
市川 怜那1）・大嶋 瑛1）・木下 樹1）

 1）群馬県立小児医療センター歯科・障害児歯科
 2）群馬県健康福祉部保健予防課
 3）群馬県歯科口腔保健支援センター

1-P-098 当センター病棟職員の口腔ケアに関する意識調査
 ○川床 裕子・藤崎 郁恵・田中 荘子・下松 孝太
 やまびこ医療福祉センター

1-P-099 視覚支援媒体（歯磨きカード）の導入によるホームケアの変化
 ○茂木 香苗1）・木本 未1）・長谷川 真夕1）・姜 世野2）・佐藤 ゆり絵2）・栗谷 未来2）・ 

馬目 瑤子2）・嘉手納 未季2）・船津 敬弘2）・鈴木 恵美1）

 1）昭和大学歯科病院歯科衛生室
 2）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門

1-P-100 当センターにおける障害者支援施設職員への口腔のケアに関する取り組み
 ○雨宮 仁美・伊藤 美香・小濱 志織・宮下 由美子・戸澤 寿乃・渡辺 秀昭
 一般社団法人山梨県歯科医師会富士・東部口腔保険センター

1-P-101 障害者の保護者における口腔および通院への不安や悩みに関する調査
 ○寺田 ハルカ・道脇 信恵・池田 菜津美・原田 順子・西嶋 友里・米村 佳恋・宮原 美佐・ 

白石 直之・吉永 美穂・石倉 行男
 医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院

1-P-102 当センターの過去 1 年間における紹介患者の動向―地域医療機関との連携―
 ○勝連 義之1）・真喜屋 睦子1）・上地 智博1）・砂川 英樹1）・長嶺 忍1）・喜屋武 望1）・伊波 徹1）・ 

中根 のぞみ1）・加藤 喜久2）・水野 和子1）・真境名 勉1）

 1）沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター
 2）みずほ内科・歯科クリニック

1-P-103 歯科医師会との連携による地域移行支援事業に関するアンケート結果
 ○松川 綾子・谷口 聡子・南 菜穂子・竹内 尚美・松風 雅子・栗田 美咲・川端 薫・ 

金山 奈央子・服部 清
 静岡市障害者歯科保健センター
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1-P-104 地方小都市に開設された障がい者歯科診療所 10 年間の歩みと事業継続の問題点
 ○佐藤 厚1）・稲吉 直樹1）・井澤 秀紀1）・酒井 寿泰1）・市野 英昭1）・山本 浩司1）・中村 大輔1）・ 

山田 眞右1）・望月 慎恭1，2）・渡部 義基3）・三井 達久4）・久野 喬5）・河瀬 聡一朗6）・ 
小笠原 正7）・蓜島 弘之2）

 1）蒲郡市障がい者歯科診療所
 2）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 3）ひで歯科医院
 4）なわ歯科医院
 5）まつもと歯科
 6）石巻雄勝歯科診療所
 7）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

1-P-105 当センターが行った診療担当歯科医師確保のための対応
 ○藤田 尚臣1）・今村 恭也1）・井上 雅貴1）・山本 浩貴1）・鈴木 香保利1）・石野 洋美1）・ 

山口 貴代美1）・本多 陽子1）・小笠原 正2）

 1）西尾市障害者歯科診療所
 2）松本歯科大学地域連携歯科学講座

1-P-106 歯科大学のない地方の障害者歯科センターの現状と課題
 ○日高 幸一1）・廣川 惇1）・上田 紀子1）・山本 祐士2）・佐古 沙織3）・木全 直美1）・ 

野崎 由美恵1）・吉田 篤哉4）・黒木 晃一5）

 1）宮崎歯科福祉センター
 2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野
 3）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔全身管理学分野
 4）北九州市立総合療育センター
 5）一般社団法人宮崎市郡歯科医師会

1-P-107 某口腔保健医療センターにおける患者の実態調査
 ○伊藤 梓・戸谷 由里
 浜松市口腔保健医療センター

1-P-108 東北地方で開催した本学会地域医療推進委員会と歯科医師会共催の「障害者歯科セミナー」で
のアンケート

 ○菊池 和子1，2）・河瀬 聡一朗2）・高満 幸宜2）・森川 和政1）・平塚 正雄2，3）・二宮 静香2，3）・ 
江面 陽子2）・梶 美奈子2）・中神 正博2）・勝連 義之2）・天野 郁子2）・門田 綾2）・久保田 智彦2）

 1）岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野
 2）一般社団法人日本障害者歯科学会地域医療推進委員会
 3）医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科

1-P-109 ライフステージ別に分かれた障がい者施設の口腔ケアに関する実態調査
 ○長屋 優里菜1）・大島 亜希子1）・野村 玲奈1）・中嶋 恵美子1）・川口 千治1）・谷口 裕重3）・ 

安田 順一3）・畦地 真太郎2）・玄 景華3）

 1）朝日大学医科歯科医療センター歯科衛生部
 2）朝日大学経営学部ビジネス企画科
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座社会障害者歯科学分野
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1-P-110 某障がい児・者歯科診療所が開設して 1 年半を振り返る～患者家族や施設職員へのアンケート
より～

 ○齋藤 菜穂・鈴木 徹・木村 文洋・三宅 宏之・山本 寿則・前川 理人・阿部 恵理・ 
木村 一美・新田 利恵・畑山 まり子・河瀬 聡一朗

 石巻歯科医師会障がい児・者歯科診療所

1-P-111 開設から 1 年，当障がい児・者歯科診療所の増え続ける患者への対応―1 年間の実態調査より
明らかになったこと―

 ○山本 寿則・鈴木 徹・木村 文洋・三宅 宏之・前川 理人・齋藤 菜穂・阿部 恵理・ 
新田 利恵・畑山 まり子・木村 一美・河瀬 聡一朗

 石巻歯科医師会障がい者・児歯科診療所

1-P-112 脳卒中回復期患者における ADL と口腔状態および栄養状態との関連性
 ○二宮 静香・平塚 正雄
 医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科

1-P-113 当センターと地域歯科医院における障害者歯科診療に対する意識調査
 ○一尾 智郁1）・松岡 陽子1）・毛利 志乃1）・太田 康子1）・大久保 久美子1）・筑田 純子1）・ 

近藤 聡美1）・南川 亜紀1）・春日 美智子1）・片山 博道1，2）・鈴木 聡1，3）・芝田 憲治2）

 1）四日市市歯科医療センター
 2）四日市歯科医師会
 3）愛知学院大学歯学部口腔先天異常学教室

1-P-114 障がい児・者歯科医療普及を目指して―当歯科診療所の試み―
 ○鈴木 徹1）・木村 文洋1）・三宅 宏之1）・山本 寿則1）・前川 理人1）・阿部 恵理1）・齋藤 菜穂1）・ 

木村 一美1）・新田 理恵1）・畑山 まり子1）・河瀬 瑞穂2）・河瀬 聡一朗1）

 1）石巻歯科医師会障がい児・者歯科診療所
 2）いしのまき訪問歯科クリニック

1-P-115 某地域基幹病院歯科口腔外科での障害者歯科研修をモデルにした某地域口腔保健センターにお
ける研修の経過と課題

 ○渋谷 光広1）・夫 才成2）・村松 保子2）・三谷 好江2）・木俣 敬子3）・伊藤 梓1）・田中 誠一4）・ 
岡本 正志4）・櫻井 剛史4）・宇於崎 隆5）・牧野 真也5）・貴舩 真澄6）・村上 祐介1）・ 
安田 順一7）・玄 景華7）

 1）浜松市歯科医師会
 2）中東遠総合医療センター
 3）医療法人社団一穂会西山病院
 4）小笠掛川歯科医師会
 5）磐周歯科医師会
 6）さくらい歯科医院
 7）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
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1-P-116 地域の障害者施設での健康教育が奏効した事例
 ○小谷 隆久1，2，3）・中島 好明2）・森岡 敦3，4）・文元 基宝3，5）・日高 孝子3，5）・清水 有紀3，5）

 1）こたに歯科
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 3）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ
 4）医療法人森岡歯科医院
 5）文元歯科医院

1-P-117 施設と連携して摂食支援を行った一例
 ○谷口 聡子1）・久保田 一見1，2）・松川 綾子1）・南 菜穂子1）・竹内 尚美1）・松風 雅子1）・ 

栗田 美咲1）・川端 薫1）・金山 奈央子1）

 1）静岡市障害者歯科保健センター
 2）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門

1-P-118 特別支援学校における学校職員と歯科医師の食機能評価に関する報告
 ○久保田 潤平・多田 葉子・唐木 純一・柿木 保明
 九州歯科大学老年障害者歯科学分野

1-P-119 障害者施設で使用する職員向け歯科保健ツールの制作について
 ○石黒 千代栄1）・山田 亮子1）・土屋 信人2）・楯 泰昌2）・豊里 晃2）・松井 宏2）・永井 正志2）・ 

木戸 寿明2）

 1）新潟県歯科医師会障害者歯科センター
 2）新潟県歯科医師会

1-P-120 障がい者への予防歯科の取り組み
 ○森岡 敦1，2）・文元 基宝1，3）・小谷 隆久1，4）・日高 孝子1，3）・清水 有紀1，3）・中島 好明1）

 1）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ
 2）医療法人森岡歯科医院
 3）文元歯科医院
 4）こたに歯科医院

1-P-121 歯科用ユニット給水系の細菌調査
 ○味寺 孝治・水島 秀元・大野屋 雅寛・早石 典子・宮本 美紀子・村崎 敏也・多田 伸一郎・ 

三宅 洋・坂野 正仁・齋藤 浩一・梅田 健吾・岩佐 昌典・佐野 和生・齊藤 愛夫・ 
山本 有一郎

 福井口腔保健センター
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1-P-122 2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知―第 1 報　スペシャ
ルスマイルズの活動概要―

 ○名和 弘幸1）・堀部 森崇1）・森 幹太2）・小川 直孝2）・楠田 穰3）・高橋 久雄4）・森崎 市治郎5）・ 
小笠原 正6）

 1）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
 2）愛知県歯科医師会
 3）スペシャルオリンピックス日本・長崎
 4）スペシャルオリンピックス日本
 5）梅花女子大学口腔保健学科
 6）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

1-P-123 2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知―第 2 報　アスリー
トの口腔内状況―

 ○堀部 森崇1）・名和 弘幸1）・楠田 穰2）・朝比奈 滉直3）・高橋 久雄4）・森 幹太5）・小川 直孝5）・ 
森崎 市治郎6）・小笠原 正3）

 1）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
 2）スペシャルオリンピックス日本・長崎
 3）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
 4）スペシャルオリンピックス日本
 5）愛知県歯科医師会
 6）梅花女子大学口腔保健学科

1-P-124 2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知―第 3 報　ボラン
ティアへのアンケート―

 ○堀部 森崇1）・名和 弘幸1）・楠田 穰2）・高橋 久雄3）・朝比奈 滉直4）・小川 直孝5）・森 幹太5）・ 
森崎 市治郎6）・小笠原 正4）

 1）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
 2）スペシャルオリンピックス日本・長崎
 3）スペシャルオリンピックス日本
 4）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
 5）愛知県歯科医師会
 6）梅花女子大学口腔保健学科

1-P-125 2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知―第 4 報　スペシャ
ルスマイル TBI の評価について―

 ○森 真弓1）・宮川 咲枝2）・図師 良枝3）・堀部 森崇4）・名和 弘幸4）・森崎 市治郎5）・小笠原 正6）

 1）社会福祉法人杏嶺会一宮医療療育センター
 2）愛知県青い鳥医療療育センター
 3）豊田市こども発達センター
 4）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
 5）梅花女子大学口腔保健学科
 6）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
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1-P-126 2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知―第 5 報　スペシャ
ルスマイルズ（SS）TBI の指導内容―

 ○宮川 咲枝1）・森 真弓2）・図師 良枝3）・堀部 森崇4）・名和 弘幸4）・森崎 市治郎5）・小笠原 正6）

 1）愛知県青い鳥医療療育センター
 2）一宮医療療育センター
 3）豊田市こども発達センター
 4）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
 5）梅花女子大学口腔保健学科
 6）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

1-P-127 The association of denture satisfaction and OHRQoL in elderly
 ○Chia-Jen Teng1，2）・Shun-Te Huang3）・Pei-Shan Ho2，4，5）

 1）Department of Health, Tainan City Government, Tainan, Taiwan
 2） School of Dentistry, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 

Kaohsiung, Taiwan
 3）College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan
 4） Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 

Kaohsiung, Taiwan
 5） Division of Medical Statistics and Bioinformatics, Department of Medical Research, 

Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, 
Taiwan

1-P-128 Factor associated with oral health, oral health-related quality of life and sleep quality of the 
elderly in Southern Taiwan

 ○Yi-Ching Lin1）・Shun-Te Huang2）・Hsiao-Ling Huang2）

 1）School of Dentistry, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Taiwan
 2） Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 

Taiwan

1-P-129 The impact of functional teeth and occlusal support on masticatory ability in community 
dwelling elderly people in Taiwan

 ○Pei-Chen Lin・Ting-Yu Lu・Shun-Te Huang・Hsiao-Ling Huang
 Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 

Taiwan

1-P-130 The effect of oral motor exercise training on elevation oral function in district community 
elderly subjects

 ○Yung-Kai Huang1）・Yu-An Yang2）・Chia-Hui Chiu3）・Shun-Te Huang1）

 1） Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 
Kaohsiung, Taiwan

 2） School of Oral Hygiene, College of Oral Medicine, Taipei Medical University, Taipei, 
Taiwan

 3）Center of General Education, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan
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1-P-131 Elderly oral health education in Taiwan day care and community center
 ○Tzu-Yun Huang・Shun-Te Huang・Hsiao-Ling Huang
 Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 

Kaohsiung, Taiwan

1-P-132 Oral function among people with schizophrenia in Taiwan
 ○Hsiu-Yueh Liu1）・Kazuaki Harada2）・Kun-Jung Hs3，4）・Ching-Teng Yao5）・ 

Shun-Te Huang6）・Szu-Yu Hsiao6）

 1） Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 
Kaohsiung, Taiwan

 2）Kyushu Dental University, Fukuoka, Japan
 3） School of Dentistry, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, 

Kaohsiung, Taiwan
 4）Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital, Kaohsiung, Taiwan
 5） Master Program of Long-Term Care in Aging, College of Nursing, Kaohsiung Medical 

University, Kaohsiung, Taiwan
 6） Division of Children and Special Care Dentistry, Department of Dentistry, Kaohsiung 

Medical University, Kaohsiung, Taiwan

1-P-133 Effect of saliva decontamination on bond strength of one-step self-etching adhesives to 
primary dentin

 ○Younghyun Ahn・Junhee Lee・Jonghyun Shin・Eungyung Lee・Taesung Jeong
 Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Pusan National University, Republic 

of Korea

1-P-134 Study on cytotoxicity and antibacterial effect of adhesive film containing 5% sodium fluoride
 ○Ji-woong Kim・Nan-Yong Lee・Sang-Ho Lee・Myoung-Kwan Jih
 Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Chosun University, Gwangju 

Republic of Korea

1-P-135 Short-term effect of visiting dental health management for the mentally disabled persons on 
periodontal health

 ○Jae Young Lee1，2）・Gyo Rin Lee1）・Kyung Cheol Lim1）・Hye Ran Paik2）・Bo Hyoung Jin1）・
Young J Kim3）

 1） Department of Preventive and Public Dentistry, School of Dentistry, Seoul National 
University, Seoul, Republic of Korea

 2）Dental Research Institute, Seoul National University, Seoul, Republic of Korea
 3） Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, Seoul, 

Republic of Korea

1-P-136 Treatment barriers of special needs patients―consideration from the perspectives of 
caregivers

 ○Juhea Chang
 Special Care Clinic, Seoul National University Dental Hospital, Korea
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1-P-137 The research trends of papers in the Journal of Korean Association for Disability and Oral 
Health

 ○Woojin Kwon・Ik-Hwan Kim・Chung-Min Kang・Je Seon Song
 Department of Pediatric Dentistry, College of Dentistry, Yonsei University, Seoul, Republic 

of Korea

1-P-138 The effect of posterior bite block on oral self-mutilation in a quadriplegic patient
 ○Hyeonmin Cho・Ik-Hwan Kim・Chung-Min Kang・Jae-Ho Lee
 Department of Pediatric Dentistry, College of Dentistry, Yonsei University, Seoul, Republic 

of Korea

1-P-139 Management of Lesch-Nyhan syndrome patients with self-mutilation behavior using their 
teeth：Case reports

 ○Won-Seok Choi・Sang-Ho Lee・Nan-Young Lee・Myeong-Kwan Jih
 Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Chosun University, Gwangju, 

Republic of Korea

1-P-140 Prosthetic treatment customized for specific situations of disabled patients
 ○Mikyung Kim1）・Kee-Yeon Kum1，2）

 1）Seoul Dental Hospital for the Disabled, Republic of Korea
 2）Seoul National University School of Dentistry, Republic of Korea

1-P-141 Erroneous bispectral index under general anesthesia in Lennox-Gastaut syndrome patients
 ○Jieun Kim1）・Teo Jeon Shin2）

 1）National Dental Care Center for the Person with Special Needs, Republic of Korea
 2） Department of Pediatric Dentistry, Seoul National University Dental Hospital, Republic of 

Korea

1-P-142 Cerebro-costo-mandibular syndrome in an adult：A case report of clinical and radiologic 
features

 ○In-Woo Park1）・Jae-Jun Kim2）・Bong-Kuen Cha2）・Dong-Soon Choi2）・Insan Jang2）

 1） Department of Oral & Maxillofacial Radiology, College of Dentistry, Gangneung-Wonju 
National University, South Korea

 2） Department of Orthodontics, College of Dentistry, Gangneung-Wonju National 
University, South Korea

1-P-143 Dental management of patients on dialysis with congenital nephrotic syndrome
 ○Al Jaffar Eman1，2）・Ji-Soo Song1）・Teo Jeon Shin1）・Hong-Keun Hyun1）・ 

Jung-Wook Kim1）・ Sang-Hoon Lee1）・Ki-Taeg Jang1）・Young-Jae Kim1）

 1） Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, 
Republic of Korea

 2）Ministry of Health, Eastern Province, Saudi Arabia
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1-P-144 Dental treatment in a child with moyamoya disease
 ○Mohammad Mahmoud Alkeshan1，2）・Ji-Soo Song1）・Teo Jeon Shin1）・Hong-Keun Hyun1）・

Jung-Wook Kim1）・Sang-Hoon Lee1）・ Ki-Taeg Jang1）・Young-Jae Kim1）

 1） Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, 
Republic of Korea

 2）Ministry of Health, Makkah, Saudi Arabia

1-P-145 Dental management of gingival overgrowth in children on antiepileptic drug therapy：Case 
reports

 ○Mi So Lee・Yeon-Mi Yang・Jae-Gon Kim, Dae-woo Lee
 Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Chonbuk National University, Jeon-

ju, Korea

1-P-146 Effects site concentrations of propofol using target controlled infusion （TCI） in dental 
treatment under deep sedation between intellectual disability types

 ○Keyling Sthefani・Salinas Salmeron・Hyun Jeong Kim・Kwang-Suk Seo
 Department of Dental Anesthesiology, Seoul National University, Seoul, South Korea
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11 月 24 日（日）ポスター会場
2-P-001 核内レセプター Nr1i2 が骨芽細胞遺伝子を制御する
 ○佐伯 直哉・藤川 順司・赤松 由佳子・下田 麻央・笠川 あや・関根 伸一・秋山 茂久
 大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

2-P-002 転写抑制因子 Trps1 における歯・骨格形成発現制御エンハンサーの探索
 ○藤川 順司・佐伯 直哉・笠川 あや・下田 麻央・赤松 由佳子・安藤 早礎・和田 真美・ 

安田 美貴子・玉田 明英・秋山 茂久
 大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

2-P-003 障害者の歯周病リスク判定における歯周病菌検出装置の活用
 ○鬼頭 昭吉1）・関根 伸一2）・森田 剛敏1）・川原 康秀1）・岡 雅子1）・牧野 仁志1）・村上 旬平1）・ 

秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）大阪大学歯学部附属病院予防歯科

2-P-004 新規オートミックスタイプグラスアイオノマー充填材における唾液汚染による歯質接着性への
影響

 ○田中 宏冶
 株式会社ジーシー

2-P-005 本学における周術期口腔機能管理が食道がん患者の術後肺炎に与える影響についての実態調査
 ○白杉 迪洋1，2）・山本 俊郎1，2）・高松 美香1，2）・寺岡 友佳2）・藤川 由美2）・足立 圭司1，2）・ 

大迫 文重1，2）・金村 成智1，2）

 1）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
 2）京都府立医科大学附属病院歯科

2-P-006 近年当センター歯科診療部門において終診となった障害児における実態調査
 ○野島 靖子1）・関 愛子1）・森 貴幸1）・二萬 絢子1）・村田 尚道1）・山本 昌直1）・東 倫子1）・ 

劉 法相1，2）・前川 享子1，3）・小林 幸生1，4）・江草 正彦1）

 1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔・特別支援歯学分野
 3）プライムホスピタル玉島
 4）岡山赤十字病院

2-P-007 当センターにおける 20 年間の実態調査
 ○島崎 涼佳・石塚 あかね・水田 朋子・山地 知子・久保 英範・三浦 雅明・永尾 康
 埼玉県総合リハビリテーションセンター歯科診療部
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2-P-008 当センター障がい者歯科診療所における初診患者の実態調査
 ○橋本 岳英1）・林 哲次1）・各務 尚之1）・高田 陽司1）・川畑 仁克1）・奥田 孝1）・良盛 典夫1）・ 

西川 泉1）・渡邉 淳子1）・杉田 可奈子1）・椎名 麻里子2）・安田 順一3）・玄 景華3）・ 
阿部 義和1，3）

 1）岐阜県歯科医師会
 2）岐阜県歯科衛生士会
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-009 過去 12 年間における当科初診患者の動向
 ○中村 由貴子・登尾 優樹・中村 詩野・和氣坂 香織・田中 聡美・中村 恵子・米花 佳代子
 大阪発達総合療育センター南大阪小児リハビリテーション病院

2-P-010 当センターにおける外国出身患者の受診傾向の実態調査
 ○上村 美月1）・竹内 優佳1）・藤田 千紘1）・平山 若葉1）・谷戸 茜1）・川田 理絵1）・ 

武居 まゆみ1）・杉山 紀子2）・清水 政紀2）・今野 歩1）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会

2-P-011 一般歯科診療所における障害のある患者の 10 年間の動向
 ○森田 剛敏1）・河井 なつみ1）・小南 眞子1）・山野 視香子1）・西川 恵美子1）・佐伯 直也2）・ 

村上 旬平2）

 1）もりた歯科クリニック
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

2-P-012 当センターにおける医療機関分散の課題
 ○中西 由美1）・尾崎 健太郎1）・谷 仁史1）・橋本 昌治1）・西田 武仁1）・西連寺 央康1）・ 

山崎 容子1）・藤代 千晶1，2）・遠山 緑1，3）・秋山 茂久2）・森崎 市治郎4）

 1）一般社団法人滋賀県歯科医師会口腔衛生センター
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 3）大阪大学大学院歯学研究科統合機能口腔外科専攻高次脳口腔機能学講座
 4）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科

2-P-013 当院スペシャルニーズ外来における実態調査
 ○中岡 裕美1）・児玉 秀樹1）・東浦 正也1）・大郷 英里奈1）・岸田 修1）・鄭 信二1）・三木 貴子1）・ 

小原 理絵1）・小澤 正明2）

 1）ナチュラルスマイル西宮北口歯科
 2）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科

2-P-014 当院の初診患者について―10 年間の障害者の来院状況―
 ○長谷川 美穂・澤田 育子・石島 さやか・今野 めぐみ・高山 歩里・小島 真一
 小島歯科医院
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2-P-015 当診療所における医療連携―フレックスオープンシステムの取り組み―
 ○内田 博之1）・松浦 信幸2）・関戸 達哉1）・菊田 高行1）・新井 曄子1）・白井 弘三1）・ 

戸坂 清二1）・丸山 清孝1）・桜井 真理1）・横田 達哉1）・時田 英紀1）・櫻井 敦朗3）・ 
今井 裕樹3）・新谷 誠康3）・一戸 達也2）

 1）公益社団法人東京都八南歯科医師会
 2）東京歯科大学歯科麻酔学講座
 3）東京歯科大学小児歯科学講座

2-P-016 入院中の有病者に対する往診歯科治療 15 年の実態調査
 ○小柴 慶一1）・木賀 雄太2）・出浦 恵子1）・田中 入1）・萩原 勝雄3）・杉山 英雄3）・ 

矢尾 喜三郎3）・門脇 寿也3）・小林 雅人3）・小野 晃弘3）・陽野 載紀3）・阿部 有孝3）

 1）朝霞地区歯科医師会
 2）医療法人社団慶學会こしば歯科医院
 3）埼玉県歯科医師会

2-P-017 地域歯科医院への受診が困難であった新規来院患者の実態調査
 ○小坂 美樹・吉原 圭子・土方 深雪・萩原 麻美
 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院歯科

2-P-018 当センターの歯科衛生士における在宅医療に関する意識調査
 ○田島 理矢子・堀越 あゆみ・和田 鮎美・北川 愛華・福澤 美帆・大澤 佳代・ 

細久保 真理子・松永 奈津希・大村 元伸・岩崎 ひとみ・穂坂 一夫・糸山 暁・ 
伊藤 暖果・安藤 正晃

 一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋歯科保健医療センター

2-P-019 2 次障害者歯科診療所移転に伴う受診者へのアンケート―アンケートからの現状と課題につい
て―

 ○古田 裕一1）・有輪 理彦1）・中村 哲弥1）・原 崇1）・舛田 明徳1）・花岡 透1）・西崎 靖仁1）・ 
井上 宜生1）・宮田 利郎1）・平嶺 倫子1）・阿部 英子1）・西山 和彦1，2）・楊箸 明朗1）・ 
松本 好史1）・宮城 敦2）

 1）三浦半島地域障害者歯科診療所
 2）神奈川歯科大学

2-P-020 精神科病院における周術期口腔機能管理への取り組み
 ○小幡 浩子1）・金野 さおり1）・金野 真弓1）・成瀬 裕子1）・梅村 朱美2）・鈴木 鉄夫1）・ 

植村 順一1）

 1）東京都立松沢病院歯科
 2）東京都立松沢病院看護部

2-P-021 気管切開を伴う重症心身障害児・者における唾液アミラーゼ値の日内変動について
 ○渡辺 佳樹1）・関口 智子2）・安井 賢二3）

 1）国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育センター
 2）茨城県立あすなろの郷病院
 3）京都歯科サービスセンター
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2-P-022 障害者歯科におけるマンパワーに関わる因子についての統計学的検討
 ○加藤 喜久1，4）・寺本 平2）・長嶺 和希2）・水野 和子2）・真喜屋 睦子2，3）・勝連 義之2，5）・ 

砂川 恵2）・上原 由和2）・松本 早世2）・新垣 花絵2）・赤嶺 あきな2）・宮城 愛美2）・ 
知念 すみれ2）・柿木 保明4）

 1）医療法人福泉会みずほ内科・歯科クリニック
 2）沖縄県歯科医師会沖縄県口腔保健医療センター
 3）オアシス歯科医院
 4）九州歯科大学老年障害者歯科学講座
 5）那覇まかび歯科

2-P-023 障がい者の全身麻酔治療後の説明をよりわかりやすくするための試み―第 2 報―
 ○箱崎 麗子1）・福島 和美1）・宮嶋 唯1）・大橋 志保2）・渡邉 聡1）・神庭 一郎3）・佐藤 穏子3）・ 

佐々木 重夫1，3）

 1）奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科
 2）奥羽大学歯学部附属病院医療部看護科
 3）奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯内療法学分野

2-P-024 知的能力障害者の原因と抜歯症例との関連について
 ○森 貴幸・野島 靖子・関 愛子・田尻 絢子・村田 尚道・山本 昌直・東 倫子・高石 芽求・ 

劉 法相・沢 由紀・前川 享子・森田 幸介・後藤 拓朗・江草 正彦
 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター

2-P-025 介護福祉施設における要介護高齢者の口腔内状態
 ○渡邊 亮太・伊堂寺 良子・森崎 靖弘・横内 由美子・奥野 奈津子・松本 一代
 枚方療育園枚方総合発達医療センター

2-P-026 当科における訪問診療での周術期口腔機能管理の実態
 ○半沢 篤1）・大久保 真衣2）・三浦 慶奈2）・大多和 由美1）・石田 瞭2）・福田 謙一1）

 1）東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室
 2）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

2-P-027 最近 10 年間に当科を受診した精神疾患患者の歯科治療の実態調査
 ○清水 雄1）・芳沢 恒祐1）・關田 俊介2）・西村 康1）・小澤 正明1）

 1）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
 2）鶴見大学歯学部附属病院歯科麻酔学講座

2-P-028 施設入所精神発達遅滞者における有床義歯に関する 20 年前との比較調査
 ○岡本 由莉1，2）・財間 達也1）・藤代 千晶1）・松川 綾子1，3）・杉田 英之1）・村上 旬平1）・ 

村山 高章4）・磯 彰格5）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）医療法人リヒタント岡本歯科診療所
 3）静岡市障害者歯科保健センター
 4）宇治武田病院歯科・歯科口腔外科
 5）社会福祉法人南山城学園
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2-P-029 障害者歯科センターにおける抑制帯使用に関する付き添い者と医療従事者の意識調査
 ○久保 祐美子1，2）・道満 朝美1）・三浦 麻衣1）・大貫 智崇1）・藤田 琴美1）・柴田 真生1）・ 

赤松 明香1）・竹谷 史帆1）・高木 景子1）・定政 洋美1）・安藤 早礎3）・榊原 晶子4）・ 
杉村 智行1）・森崎 市治郎2）

 1）神戸市立こうべ市歯科センター
 2）梅花女子大学大学院看護保健学研究科口腔保健学専攻
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 4）神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科

2-P-030 当センターの障害者の歯科治療に静脈内鎮静法を導入して―患者介助者の視点から―
 ○名超 美登利1）・坂下 晴香1）・関戸 優子1）・尾関 弘子1）・黒川 光子1）・作 陽子1）・ 

小林 万里子1）・江口 美加子1）・酒井 美穂1）・吉川 志保1）・扇 照人1）・池田 幸一1）・ 
安藤 正憲1）・後藤 隆志2）・櫻井 学2）

 1）一宮市口腔衛生センター
 2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野

2-P-031 薬理学的アプローチ下で歯科治療を受けた歯科恐怖症患者に関する研究
 ○馬殿 里奈1）・田中 健司1，2）・柴田 麻未1）・北口 愛里1）・鶴身 綾子1）・寺田 奈緒1）・ 

堀口 真希1）・向井 千加子1，3）・廣瀬 陽介1）

 1）一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 3）大阪大学大学院歯学研究科統合機能口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座

2-P-032 当科最近 4 年間における静脈内鎮静法を併用した補綴治療の現状調査（第 2 報）
 ○西村 康1）・小澤 正明1）・石垣 孝司郎1）・本多 亮1）・清河 あゆみ1）・清水 政紀1）・徳江 藍2）・ 

花谷 重守3）

 1）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
 2）鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
 3）鶴見大学短期大学部歯科衛生科

2-P-033 本院障害者歯科で行った物理的コントロール併用意識下静脈内鎮静法管理症例に対する臨床統
計学的研究

 ○小田 綾1，2）・尾田 友紀3）・吉田 啓太4）・河内 貴弘1）・向井 友宏1）・好中 大雅5）・高橋 珠世5）・ 
大植 香菜5）・向井 明里1）・古谷 千昌1，3）・岡田 芳幸3）・入舩 正浩1）

 1）広島大学大学院医系科学研究科歯学専門プログラム歯科麻酔学研究室
 2）JA 広島総合病院麻酔科
 3）広島大学病院障害者歯科
 4）大阪歯科大学歯科麻酔学講座
 5）広島大学病院口腔再建外科（歯科麻酔科）

2-P-034 重症心身障害者病棟開設時におけるスタッフの口腔ケアに対する意識調査
 ○加藤 礼子1）・大岩 隆則1）・上出 清恵1）・太田 増子1）・原 憲史1，2）・伊藤 しのぶ1）

 1）愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科
 2）医療法人社団平成会藤枝平成記念病院歯科口腔外科
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2-P-035 某特別支援学校での歯科保健教室の取り組み
 ○鈴木 佐和子1）・清水 都子1）・森 篤志1，2）・浅野 敬太1，2）・大隅 省1，2）・三宅 洋彰1，2）・ 

安形 友良1，2）・村田 起一1，2）・森下 志穂1）・原田 恵理子1）・安田 順一3）・玄 景華3）

 1）豊橋市こども発達センター
 2）豊橋市歯科医師会
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-036 歯科診療所を備えた障害者施設利用者の 24 年間での口腔衛生状態の変化
 ○財間 達也1）・藤代 千晶1）・岡本 由莉1）・井上 香奈子1）・隅 希代子1）・山根 尚弥1）・ 

村上 旬平1）・村山 高章2）・磯 彰格3）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）宇治武田病院歯科・歯科口腔外科
 3）社会福祉法人南山城学園

2-P-037 肺炎発症ゼロの老健施設での口腔ケア体制―OHAT を利用した重症度分類―
 ○後藤 拓朗1，2）・高橋 弥生1）・森 貴幸2）・江草 正彦2）

 1）三豊総合病院企業団
 2）岡山大学病院

2-P-038 約 30 年にわたる障害児・者の訪問歯科診療についての実態調査
 ○齋藤 知子1，3）・深澤 映美1，3）・村内 光一1）・原口 由美子1）・村上 旬平3）・秋山 茂久3）・ 

森崎 市治郎2）

 1）村内歯科医院
 2）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

2-P-039 知的能力障害児のかかりつけ歯科医療機関の選択と齲蝕の状況
 ○中山 朋子1）・前濱　和佳奈1）・緒方 麻記1）・中嶋 真理子1）・水谷 慎介2，3）・小島 寛1）

 1）福岡歯科大学成長発達歯学障害者歯科学分野
 2）九州大学大学院歯学研究院付属 OBT 研究センター
 3）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座高齢者歯科学・全身管理歯科学分野

2-P-040 歯科診療室移設に伴う患者の変化
 ○元橋 功典1，2）・藏本 祐介1）・岸 裕子1）・菊池 栄子1）・奥山 順子1）・吉田 隆義1）・ 

小野 芳明1，4）・橋本 吉明4）・伊藤 志穂1）・黒岩 亜季1）・神野 成治1，2）・塚脇 香苗2，3）・ 
工藤 綾子1）・深山 治久2）

 1）東京都立東大和療育センター
 2）東京医科歯科大学医歯学総合研究科麻酔・生体管理学分野
 3）柏市医療公社医療センター歯科診療部
 4）東京医科歯科大学医歯学総合研究科小児歯科学分野

2-P-041 当科における受診患者の実態調査
 ○川口 潤・小崎 芳彦・前原 彩香・飯嶋 和斗・高野 恵実・高橋 香央里・萩原 綾乃・ 

松浦 信幸・一戸 達也
 東京歯科大学歯科麻酔学講座
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2-P-042 地域障害者歯科診療所開所後 24 年間における受診患者の実態について
 ○岩崎 槙1）・松葉 浩志1）・小木曽 周1）・大久保 和久1）・花岡 新八1）・下重 千恵子1）・ 

土生 健史1）・林 昭彦1）・村上 宜正1）・大崎 住江1）・野本 麻里子1）・大槻 祐子1）・ 
久保寺 友子1）・向井 美惠2）・池田 正一3）

 1）一般社団法人東京都中野区歯科医師会スマイル歯科診療所
 2）ムカイ口腔機能研究所
 3）神奈川歯科大学総合歯科学講座

2-P-043 当院を受診した結節性硬化症患者の口腔病変および口腔管理の状況について
 ○福永 暁子
 聖隷浜松病院歯科

2-P-044 自閉症スペクトラム児に対する歯科的介入時期とその後の対応に関する実態調査
 ○廣田 るり子1）・平山 展大2）・河野 孝栄1）・錦織 直哉1）・金子 亮1）・夏目 宗治1）・ 

高橋 美穂1）・河原 博3）・弘中 祥司4）・朝田 芳信2）

 1）小田原市歯科二次診療所
 2）鶴見大学歯学部小児歯科学講座
 3）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
 4）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座

2-P-045 日帰り全身麻酔下抜歯術に対し静脈穿刺トレーニングが有効であった自閉スペクトラム症患者
の 1 症例

 ○久木留 宏和1，2）・辻野 啓一郎2，3）・武者 篤4）・福島 圭子2）・鈴木 奈穂2）・布施 亜由美2）・ 
熊井 鈴子2）・佐藤 瑞樹2）・大串 圭太5）・神谷 清2）・小杉 謙介2，4）・横尾 聡4）・新谷 誠康3）・ 
一戸 達也1）

 1）東京歯科大学歯科麻酔学講座
 2）公益社団法人群馬県歯科医師会群馬県歯科総合衛生センター
 3）東京歯科大学小児歯科学講座
 4）群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座
 5）公益社団法人茨城県歯科医師会口腔センター土浦

2-P-046 地域連携による障害者の歯科治療全身麻酔症例―地区歯科医師会障害者歯科センターおよび地
区診療所との連携―

 ○佐藤 公彦1，2）・榊原 裕子1）・星野 周二1，3）・青柳 明夫1）・山脇 俊明1）・丸山 賢2）・ 
高田 典子1，2）・小林 尚美1）・合野 信子1）・野澤 美佐子4）・辻田 真希3）・福田 理5）

 1）一般社団法人豊川市歯科医師会
 2）医療法人桃源堂後藤病院歯科
 3）星野小児歯科医院
 4）独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
 5）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座

2-P-047 知的障がい者における特殊な全身麻酔導入方法の検討
 ○冨田 修・佐藤 璃奈・佐藤 光・今井 彩乃・木村 楽・小汲 大二郎・吉田 健司・川合 宏仁・

山崎 信也
 奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野
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2-P-048 先天性プロテイン S 欠乏症患者の周術期麻酔管理
 ○星島 宏1）・菊地 公治2）

 1）埼玉医科大学病院麻酔科
 2）医療法人文光会スペシャルニーズセンター

2-P-049 嚥下障害を伴う脳性麻痺患児の全身麻酔下歯科治療後食塊による窒息予防に嚥下機能評価が有
効であった 1 例

 ○向井 明里1）・好中 大雅2）・高橋 珠世2）・向井 友宏1）・小田 綾2）・菊池 友香2）・河内 貴弘1）・ 
今戸 瑛二2）・大植 香菜2）・吉田 充広2）・清水 千昌3）・尾田 友紀3）・岡田 芳幸3）・入舩 正浩1）

 1）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学研究室
 2）広島大学病院口腔再建外科（歯科麻酔科）
 3）広島大学病院口腔健康発育歯科（障害者歯科）

2-P-050 Mowat-Wilson 症候群患者の全身麻酔経験
 ○矢口 絵莉香1，2）・坂水 愛理1，2）・濱口 眞輔2，3）

 1）獨協医科大学医学部口腔外科学講座
 2）獨協医科大学病院麻酔部
 3）獨協医科大学医学部麻酔科学講座

2-P-051 同一の患者における累計 30 回を超える全身麻酔下歯科治療の 2 名
 ○吉田 健司・佐藤 璃奈・佐藤 光・今井 彩乃・木村 楽・小汲 大二郎・冨田 修・川合 宏仁・

山崎 信也
 奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野

2-P-052 横紋筋融解症の既往を有する障害者の歯科治療時の全身麻酔経験―ケタミン塩酸塩およびレミ
フェンタニルを用いた完全静脈麻酔―

 ○森本 佳成・小松 知子・重藤 良太・赤坂 徹・林 恵美・高城 大輔・飯田 貴俊・藤川 隆義・ 
宮城 敦

 神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座

2-P-053 拡張型心筋症を有する脳性麻痺患者の全身麻酔経験
 ○吉田 好紀・藤本 真智子・二川 美弥・中村 舞也・西原 千香・白子 美和・中尾 晶子
 洛和会音羽病院歯科麻酔科

2-P-054 障がい者歯科における麻酔下歯科治療での歯科衛生士の役割
 ○川田 理絵1）・竹内 優佳1）・上村 美月1）・藤田 千紘1）・平山 若葉1）・谷戸 茜1）・ 

武居 まゆみ1）・杉山 紀子2）・今野 歩1）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会
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2-P-055 先天性表皮水疱症の麻酔管理下歯科治療
 ○小林 克江1）・牧野 兼三1）・吉田 美香子2）・星野 倫範2）・上田 真里奈3）・原 真由美3）・ 

星島 宏4）・高木 沙央理5）・大野 由夏5）・小長谷 光5）

 1）明海大学歯学部社会健康科学講座障がい者歯科学
 2）明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学
 3）明海大学歯学部付属明海大学病院歯科衛生部
 4）埼玉医科大学病院麻酔科
 5）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学

2-P-056 在宅歯科医療から外来通院へ移行した医療的ケア児の 1 症例
 ○岩崎 ひとみ・二ノ倉 欣久・大村 元伸・丹羽 忍・北川 愛華・和田 鮎美・堀越 あゆみ・ 

田島 理矢子・穂坂 一夫・糸山 暁・伊藤 暖果・安藤 正晃
 一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋歯科保健医療センター

2-P-057 FOXG1 遺伝子に変異がみられた非典型的 Rett 症候群患児の口腔内所見
 ○鈴田 弓実1）・瓜生 和貴1）・伊藤 さと美1）・松原 礼子1）・黒田 亜美1）・岡部 靖子1）・ 

加古 まり1，2）・菱田 純代1，2）・趙 賢愛1）・松原 誠1，3）・糸山 暁1，4）・伊藤 暖果1，4）・安藤 正晃1，4）

 1）一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋歯科保健医療センター
 2） 名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科

学分野
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野
 4）一般社団法人名古屋市歯科医師会

2-P-058 睡眠時無呼吸症候群に対してマウスピース装着が奏功した統合失調症の 1 例
 ○芳沢 恒祐・清水 雄・石毛 碧・西村 康・小澤 正明
 鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科

2-P-059 静脈内鎮静による行動調整後に強い拒否が認められた一例～第二報～
 ○藤田 千紘1）・上村 美月1）・竹内 優佳1）・平山 若葉1）・谷戸 茜1）・川田 理絵1）・ 

武居 まゆみ1）・武藤 光央1，2）・杉山 紀子2）・今野 歩1）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会

2-P-060 全身麻酔下歯科治療前のトレーニングにより行動変容を成し得てその後の歯科受診に繋がった
症例

 ○平山 若葉1）・竹内 優佳1）・上村 美月1）・藤田 千紘1）・谷戸 茜1）・川田 理絵1）・ 
武居 まゆみ1）・杉山 紀子2）・鈴木 將之3）・今野 歩1）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会
 3）鶴見大学歯学部歯科麻酔科学講座
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2-P-061 聴覚過敏により建物内への入室に拒否を示した自閉スペクトラム症患者に対するアプローチ
 ○谷戸 茜1）・武居 まゆみ1）・川田 理絵1）・藤田 千紘1）・平山 若葉1）・上村 美月1）・ 

竹内 優佳1）・杉山 紀子2）・今野 歩1）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会

2-P-062 思春期以降に歯科受診への拒否を示した Down 症患者に行動変容を行い義歯装着に至った 1
例

 ○福島 圭子1）・佐藤 瑞樹1）・熊井 鈴子1）・鈴木 奈穂1）・久木留 宏和1，3）・小杉 謙介1，4）・ 
斉藤 崇1）・黒田 真右1）・辻野 啓一郎1，2）・横尾 聡4）・新谷 誠康2）・一戸 達也3）

 1）公益社団法人群馬県歯科医師会群馬県歯科総合衛生センター
 2）東京歯科大学小児歯科学講座
 3）東京歯科大学歯科麻酔学講座
 4）群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

2-P-063 歯科治療に起因する精神的ストレスにより胃出血を認めた一症例
 ○多田 千晶・高野 宏二・佐々木 隆子・清水 千代子・久保 弘子・大島 聡美・飯田 恵理・ 

遠藤 美咲・加藤 美佳・富田 早央里・河嶋 愛梨香・安達 吉嗣・阿部 有孝
 埼玉県歯科医師会口腔保健センター

2-P-064 自傷行為による舌裂傷の対応に苦慮した 1 例
 ○黒木 洋祐1）・那須 大介2）・三野 元崇3）・関野 麗子4）・高橋 康男5）・大久保 典子1）・ 

戸塚 梨菜1）・中嶋 智子1）・白川 哲夫6）・内田 淳1）

 1）埼玉県立嵐山郷医療部歯科
 2）埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科
 3）三野歯科医院
 4）日本大学歯学部歯科麻酔学講座
 5）埼玉県立小児医療センター歯科
 6）日本大学歯学部小児歯科学講座

2-P-065 体動抑制下での口腔ケアに対するトレーニングを行ったが静脈内鎮静法後にあと戻りを生じた
自閉スペクトラム症児の 1 例

 ○田井 ひとみ1）・浜田 尚香2）・大西 智之2）・金高 洋子1）・藤原 富江1）・苦木 優菜1）・ 
村上 真咲1）・久木 富美子2）・樂木 正実2）

 1）大阪急性期・総合医療センター医療技術部歯科衛生室
 2）大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科

2-P-066 歯科治療に協力困難な自閉スペクトラム症患者に対し，歯科衛生士が介入し接着ブリッジを装
着した一症例

 ○山田 千恵1）・高瀬 幸子1）・高野 知子1，2）・杉山 郁子1）・麻生 綾子1）・望月 美穂1）・ 
齋田 菜緒子3）・池田 正一1）

 1）神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児・障害者歯科
 2）神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座
 3）神奈川歯科大学附属横浜クリニック麻酔科・歯科麻酔科
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2-P-067 多くの合併症を伴った Brachmann-de Lange 症候群の全身麻酔下歯科治療経験
 ○鈴木 杏奈1）・高野 知子1，2）・杉田 武士2，3）・新倉 啓太1）・勝畑 妙江子1）・中小路 美緒1）・ 

内田 淳4）・有坂 博史2，3）・池田 正一1）

 1）神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児・障害者歯科
 2）神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座
 3）神奈川歯科大学附属横浜クリニック麻酔科・歯科麻酔科
 4）相模原市歯科医師会障害者歯科診療所

2-P-068 Campomelic dysplasia（湾曲肢異形成症）患児の歯科治療経験
 ○牧野 真也1）・櫻井 剛史2）・宇於崎 隆3）・田中 誠一2）・岡本 正志2）・加藤 宏明2）・ 

三谷 好江2）・渋谷 光広4）・夫 才成5）・村松 保子5）・木俣 敬子6）・貴船 真澄7）・ 
中村 恵理子7）・安田 順一8）・玄 景華8）

 1）医療法人社団スマイル歯科
 2）小笠掛川歯科医師会
 3）宇於崎歯科医院
 4）浜松市歯科医師会
 5）中東遠総合医療センター
 6）医療法人社団一穂会西山病院
 7）さくらい歯科医院
 8）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-069 重度オーラルディスキネジア患者の残存歯をすべて抜歯した症例
 ○田中 健司1，2）・向井 千加子1，3）・柴田 麻未1）・北口 愛里1）・鶴身 綾子1）・寺田 奈緒1）・ 

堀口 真希1）・馬殿 里奈1）・廣瀬 陽介1）

 1）一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 3）大阪大学大学院歯学研究科統合機能口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座

2-P-070 視覚資料と筆談が有効であった Rubinstein-Taybi 症候群の 1 例
 ○石橋 奈美・加川 千鶴世・島村 和宏・関野 貴大・神庭 優衣
 奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野

2-P-071 麻酔導入時の身体抑制回避のために外来受診時に前投薬トレーニングを頻回に行った自閉スペ
クトラム症患者の 1 症例

 ○道満 朝美・大黒 博司・荻田 雄紀・武市 寛司・高木 景子・三浦 麻衣・大貫 智崇・ 
藤田 琴美・久保 祐美子・柴田 真生・赤松 明香・竹谷 史帆・定政 洋美・杉村 智行

 神戸市立こうべ市歯科センター

2-P-072 9 番染色体異常患者の歯科治療の 1 例
 ○佐貫 千夏・榮 健臣・植木 泰光・二瓶 樹・内田 真美子・水津 美鶴・西村 康・小澤 正明
 鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科

2-P-073 Hallermann-Streiff 症候群の疑いがある患者の歯科治療経験
 ○石毛 碧・荒川 裕美・藤田 菜津子・正木 大介・高橋 利幸・西村 康・小澤 正明
 鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
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2-P-074 クレチン症を伴う重度知的障害患者に対する全身麻酔下での歯科治療
 ○青野 陽1）・宮本 順美1，2）・畑中 有希2）・杉本 有加1）・高崎 義人1，2）・旭 吉直1，2）・大道 士郎1，2）

 1）社会医療法人大道会ボバース記念病院
 2）社会医療法人大道会森之宮病院

2-P-075 家族歴から Marfan 症候群が疑われた患者の全身麻酔経験
 ○岸本 敏幸1）・中西 康典1）・名知 ひかる2）・棚橋 幹基3）・金城 舞3）・安田 順一3）・ 

後藤 隆志1）・櫻井 学1）

 1）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野
 2）朝日大学病院麻酔科
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-076 統合失調を有する Marfan 症候群患者に対し智歯抜歯をおこなった 1 例
 ○高松 美香・佐藤 良樹・足立 哲也・木下 竜太・足立 圭司・大迫 文重・山本 俊郎・ 

金村 成智
 京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学

2-P-077 歯科治療恐怖心を有するもやもや病患者の治療経験
 ○森岡 千恵子1）・木山 富早恵1）・足立 隆信2）・上田 恭史2）・中川 猛2）・平野 勝之2）・ 

宮原 岳史2）・吉川 伸2）・吉富 啓一2）

 1）寝屋川市立保健福祉センター歯科診療所
 2）（一社）寝屋川市歯科医師会

2-P-078 Cardio-facio-cutaneous 症候群の小児に歯科治療を行った一例
 ○松尾 恭子1）・新見 嘉邦1）・村松 健司1）・塩谷 伊毅2）・山本 麻貴2）・中嶋 智仁3）・ 

浜中 一将3）・田中 教順3）・端山 智弘3）

 1）日本歯科大学附属病院小児歯科
 2）日本歯科大学附属病院歯科麻酔・全身管理科
 3）公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会口腔衛生センター歯科診療所

2-P-079 静脈内鎮静法を併用している患者において SpO2 低下から心房中隔欠損症の発見に至った 1 症
例

 ○佐藤 裕美1，2）・浦田 千晶2）・横山 瑛里香2，3）・山口 武人2）・里見 ひとみ1，2）・岡 俊一1，2）

 1）日本大学歯学部歯科麻酔学講座
 2）埼玉県社会福祉事業団皆光園歯科診療所
 3）日本大学歯学部小児歯科学講座

2-P-080 自閉症患児の全身麻酔後に生じた肘窩掻破による皮膚壊死の 1 例
 ○佐藤 璃奈・小汲 大二郎・冨田 修・内藤 義久・川合 宏仁・山崎 信也
 奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野

2-P-081 重度 Eisenmenger 症候群を合併した Down 症患者の 8 年間 97 回の全身管理下歯科治療
 ○木村 楽1）・佐藤 璃奈1）・森山 光1）・今井 彩乃1）・吉田 健司1）・冨田 修1）・加川 千鶴世2）・ 

鈴木 史彦1）・川合 宏仁1）・島村 和宏2）・山崎 信也1）

 1）奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野
 2）奥羽大学歯学部小児歯科学分野
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2-P-082 長期間のブラッシング指導を行った結果自立磨きが改善した症例
 ○上西 加奈子
 医療法人セントパウロ光吉歯科医院

2-P-083 成人の重度知的能力障害者に突然生じた不適応行動が母子分離により消失した一例
 ○稲富 みぎわ1）・岩田 美由紀2）・秋山 悠一1）・氷室 秀高3）

 1）医療法人社団秀和会水巻歯科診療所
 2）医療法人社団秀和会小倉北歯科医院
 3）医療法人社団秀和会小倉南歯科医院

2-P-084 選択性緘黙を伴った知的能力障害患者への口腔ケア・ブラッシング指導の改善がみられた症例
 ○岩渕 晴美1）・外園 智唯1）・瀧澤 英子1）・井原 和恵1）・齋藤 祐一2）

 1）江戸川区口腔保健センターにこにこ歯科診療所
 2）社団法人東京都江戸川区歯科医師会

2-P-085 腎血管筋脂肪腫に対してエベロリムスを投与された結節性硬化症の口腔衛生管理の 1 例
 ○上原 みゆき・西中 菜々・池田 香織・寳亀 幸子・田中 瞳・佐々木 あやの・久保田 智彦
 社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園

2-P-086 知的能力障害者に対するインプラント治療の長期症例
 ○笠原 文夏1）・徳江 藍2）・長野 孝俊3）・花谷 重守4）・關田 俊介5）・中岡 裕美6）・西村 康6）・ 

小澤 正明6）

 1）鶴見大学歯学部附属病院歯科衛生士部
 2）鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
 3）鶴見大学歯学部歯周病学講座
 4）鶴見大学短期大学部歯科衛生科
 5）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
 6）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科

2-P-087 老老介護者に対する口腔ケアの取り組み
 ○米村 美奈子1）・池口 洋子1）・小山 璃子1）・廣松 滋幹1，2）・大場 庸助1，2）・野川 博孝1，2）・ 

箕浦 孝昭1，2）・進 健修1，2）・甲田 航1，2）・木村 亮一1，2）・梅澤 幸司3）・野本 たかと3）・ 
大多和 実1，2）

 1）北区障害者口腔保健センター
 2）東京都滝野川歯科医師会
 3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

2-P-088 リロケーションダメージで口腔ケア拒否が強く現れた症例での，歯科衛生士としての協働経験
 ○早川 里奈・中島 成香・出口 愛依・松田 匠・赤木 郁生・氷室 秀高
 医療法人社団秀和会小倉南歯科医院
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2-P-089 WEST 症候群患者における地域医療連携の 1 例
 ○竹内 陽平1）・今井 昭彦1）・外園 智唯2）・金栗 勝仁1）・清水畑 倫子1）・福田 喜則1）・ 

田村 純治1）・田村 朗1）・古川 隆彦1）・末吉 正幸1）・柵山 泰昭1）・滝田 和弘1）・中村 全宏3）・ 
齋藤 祐一1）

 1）公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会
 2）江戸川区口腔保健センター
 3）東京都立東部療育センター

2-P-090 地域訪問看護師との連携で継続している筋萎縮性側索硬化症患者に対する在宅訪問口腔ケアの
一例

 ○朝川 世津子1）・栗木 みゆき1）・細井 ゆかり1）・鈴木 知里1）・藤川 朋美1）・良盛 典夫2）・ 
水野 明広2）・渡辺 和也2）・櫻井 泰伸3）

 1）多治見口腔ケアグループはねっと
 2）一般社団法人多治見市歯科医師会
 3）岐阜県障がい者診療所診療委員

2-P-091 歯科受診を通じて引きこもりが改善した一症例
 ○竹内 優佳1）・上村 美月1）・藤田 千紘1）・平山 若葉1）・谷戸 茜1）・川田 理絵1）・ 

武居 まゆみ1）・杉山 紀子2）・加藤 一宏2）・篠原 健一郎3）・今野 歩1）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会
 3）日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座

2-P-092 転倒による外傷を機に受診した Coffin-Lowry 症候群の 1 例
 ○中川 誠仁1，2，4）・笠井 昌樹子1）・田辺 亜莉紗1）・高橋 明子1）・柿原 理奈2）・村上 旬平3）・ 

井関 富雄2）・秋山 茂久3）・菅原 正之4）・松田 哲一4）

 1）（公財）尼崎口腔衛生センター
 2）大阪歯科大学口腔外科学第一講座
 3）大阪大学附属病院障害者歯科治療部
 4）尼崎市歯科医師会

2-P-093 心因性と思われる異常絞扼反射を有する小児に対し系統的脱感作法を用いて異常絞扼反射の改
善を図った 1 例

 ○久保 尚也・樋山 めぐみ・岡本 佳明・西中村 亮・前川 友紀・塩津 由記子・沖原 朱美
 医療法人涌泉会ひまわり歯科

2-P-094 成人知的障害者における義歯誤飲の一症例―リスク回避の知見と考察―
 ○土田 和彦1）・花岡 新八1）・松葉 浩志1）・小林 香1）・前島 達也1）・西村 正美1）・小林 文隆1）・ 

金子 雅一1）・関谷 晴彦1）・山内 幸司1）・大槻 祐子1）・岩崎 槙1）・大崎 住江1）・ 
久保寺 友子1）・池田 正一2）

 1）一般社団法人東京都中野区歯科医師会スマイル歯科診療所
 2）神奈川歯科大学総合歯科学講座
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2-P-095 横紋筋肉腫の治療により歯の発育障害を来した二例
 ○神庭 優衣・石橋 奈美・関野 貴大・岡 琢弓・加川 千鶴世・島村 和宏
 奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野

2-P-096 著しい臼歯部開咬を呈する皮膚弛緩症の疑いのある摂食嚥下発達障害児の 1 例
 ○阿部 洋子・篠永 ゆかり・人見 さよ子・園本 美惠・有田 憲司
 大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座

2-P-097 口呼吸を伴う口唇閉鎖不全症の患者に対してボタンプルトレーニングを行った 1 症例
 ○板阪 深紀1）・笠原 文香1）・佐貫 千夏2）・黒瀬 由喜子1）・寒河江 明美1）・若松 春菜1）・ 

天野 理江3）・西村 康2）・小澤 正明2）

 1）鶴見大学歯学部附属病院歯科衛生士部
 2）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
 3）鶴見大学短期大学部歯科衛生科

2-P-098 Down 症候群患児の頬粘膜に発生した腫瘤状病変の切除前後に筋刺激訓練法を応用した一例
 ○中村 光希1）・梅津 糸由子1，2，3）・松尾 恭子1）・新見 嘉邦1，2，3）・荻原 栄和1）・白瀬 敏臣1，2）・ 

内川 喜盛1，2）

 1）日本歯科大学附属病院小児歯科
 2）日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科センター
 3）公益社団法人東京都足立区歯科医師会口腔保健センター

2-P-099 18 トリソミー症候群患者に対する摂食嚥下リハビリテーションの治療経験
 ○牧野 秀樹・栂安 秀樹
 医療法人社団秀和会つがやす歯科医院

2-P-100 口唇閉鎖困難と構音障害の訴えを契機に重症筋無力症と診断された 1 例（第 2 報）
 ○大久保 真衣1）・三浦 慶奈1）・杉山 哲也2）・石田 瞭1）・大多和 由美3）・福田 謙一3）

 1）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
 2）東京歯科大学千葉歯科医療センター摂食嚥下リハビリテーション科総合診療科
 3）東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室

2-P-101 小児病院を受診している Down 症候群の摂食状況
 ○松浦 芳子1）・宮原 晴香1）・渡邉 桂太1）・竹下 育男2）・加藤 光剛1）

 1）静岡県立こども病院
 2）医療法人弘遠会すずかけセントラル病院

2-P-102 摂食嚥下障害患者に対する副交感神経の検討
 ○小松 泰典1，2，3）・梅村 浩二郎2）・山家 尚仁2）・北條 健太郎2）・保田 穰2）・清野 晃孝1，2）・ 

川合 宏仁3）・山崎 信也3）

 1）奥羽大学大学院歯科学研究科総合診療歯科学
 2）奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科
 3）奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科
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2-P-103 摂食嚥下リハビリテーションを主体に行った居宅訪問歯科診療の実態調査
 ○田村 瞬至1）・蓜島 弘之1）・望月 慎恭1）・秋枝 俊江1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・ 

村上 康彦1）・山上 裕介1）・中川 直子2）・安東 信行3）・井沢 正行3）・河瀬 瑞穂3，4）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）松本歯科大学病院
 3）An Dental Office
 4）いしのまき訪問歯科クリニック

2-P-104 特別養護老人ホーム入所高齢者の口腔機能ならびに全身状態の調査
 ○中川 直子1）・望月 慎恭2）・秋枝 俊江2）・朝比奈 伯明2）・朝比奈 滉直2）・田村 瞬至2）・ 

村上 康彦2）・山上 裕介2）・塚田 久美子3）・渭東 淳行4）・川瀬 ゆか5）・蓜島 弘之2）

 1）松本歯科大学病院
 2）松本歯科大学病院地域連携歯科学講座
 3）塚田内科・歯科医院歯科
 4）いとう歯科（京都歯科サービスセンター北部診療所）
 5）千秋病院

2-P-105 嚥下内視鏡検査を受けた患者の栄養状態と栄養摂取方法に関する検討
 ○原田 真澄1）・平塚 正雄1）・二宮 静香1）・山口 喜一郎1）・中島 孝久2）

 1）福岡リハビリテーション病院歯科
 2）たかひさ歯科クリニック

2-P-106 当地域摂食機能支援相談事業の現状と課題―第 7 報　長期受診症例の検討―
 ○鈴木 聡行・山本 夏彦・永村 宗護・高橋 恭彦・小野田 奈穂子・鶴重 良太・菊地 幸信・ 

茂木 信道・小國 望・宮田 保之・秋本 覚・渡邊 奈美子・松川 純子・児玉 綾子・橋本 富美
 藤沢市歯科医師会

2-P-107 嚥下障害を呈する溺水後遺症児への摂食指導経験
 ○野村 美奈1）・三田村 佐智代1，2）・西連寺 寿恵1）・鈴木 伶菜1）・白戸 美香1）・村居 幸夫1）・ 

森永 和男1）・野本 たかと2）

 1）（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

2-P-108 先天性食道閉鎖症を伴う脳性麻痺患者に対する多職種連携で行った摂食嚥下支援
 ○中山 裕子1，2，3，4）・福井 智子1）・久保田 一見1，2）・嘉手納 未季3）・本間 敏道1，4）・加藤 真莉1）・ 

河村 木里子1）・飯島 裕之1，4）

 1）杉並区歯科保健医療センター
 2）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門
 3）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門
 4）一般社団法人東京都杉並区歯科医師会

2-P-109 偏食のある Stickler 症候群の一例
 ○三田村 佐智代1）・仁平 暢子1，2）・猪俣 英里1）・江口 采花1）・野本 たかと1）

 1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 2）（一社）栃木県歯科医師会とちぎ歯の健康センター
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2-P-110 当院緩和ケアにおける歯科の関わり―後方視的調査より―
 ○坂口 貴代美1）・金森 大輔2）・田中 紘子1）・坪井 寿典1）・竹腰 加奈子3）・田中 由貴3）

 1）藤田医科大学七栗記念病院歯科
 2）藤田医科大学医学部七栗歯科
 3）藤田医科大学七栗記念病院看護部

2-P-111 病棟看護師へ向けた口腔ケアに関する意識調査
 ○島津 陽子・信家 弘士・高橋 歩
 日本鋼管福山病院歯科

2-P-112 重症心身障害者（児）施設職員を対象とした口腔ケア実地指導後のアンケート
 ○大西 静子1）・中島 好明1，2）・田中 健司1，2）・廣瀬 陽介1）

 1）一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

2-P-113 障がい者における本人歯磨きに対する支援
 ○吉原 圭子・小坂 美樹・土方 深雪・西畑 愛・萩原 麻美
 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院歯科

2-P-114 感覚過敏を有する発達障害者に音波ブラシを使用して口腔衛生管理を行った 1 例
 ○竹谷 史帆1）・道満 朝美1）・三浦 麻衣1）・大貫 智崇1）・藤田 琴美1）・久保 祐美子1）・ 

柴田 真生1）・赤松 明香1）・荻田 雄紀1）・武市 寛司1）・丸橋 伸行1）・三島 信之1）・ 
杉村 智行1）・秋山 茂久2）

 1）神戸市立こうべ市歯科センター
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

2-P-115 ブラッシングにより QOL が向上した知的能力障がい患者の一例
 ○和田 鮎美・北川 愛華・堀越 あゆみ・田島 理矢子・大澤 佳代・丹羽 忍・大村 元伸・ 

岩崎 ひとみ・穂坂 一夫・糸山 暁・伊藤 暖果・安藤 正晃
 一般社団法人名古屋歯科医師会名古屋歯科保健医療センター

2-P-116 特別支援学級に通学する女児に対する口腔衛生の意識向上への取り組み
 ○木俣 敬子1）・櫻井 剛史2）・田中 誠一2）・岡本 正志2）・加藤 宏明2）・三谷 好江2）・ 

宇於崎 隆3）・牧野 真也3）・渋谷 光広4）・夫 才成5）・村松 保子5）・貴船 真澄6）・ 
中村 恵理子6）・安田 順一7）・玄 景華7）

 1）医療法人社団一穂会西山病院
 2）小笠掛川歯科医師会
 3）磐周歯科医師会
 4）浜松市歯科医師会
 5）中東遠総合医療センター歯科口腔外科
 6）さくらい歯科医院
 7）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
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2-P-117 特別支援学校における保護者に対する食事に関するアンケート
 ○杉山 知子1）・玄 景華2）

 1）杉山歯科医院
 2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-118 特別支援学校における学校歯科医による食事指導の取り組み
 ○杉山 知子1）・玄 景華2）

 1）杉山歯科医院
 2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-119 低年齢から管理している自閉スペクトラム症児の齲蝕罹患に関連する要因
 ○大西 智之・久木 富美子・浜田 尚香・金高 洋子・藤原 富江・田井 ひとみ・角谷 久美代・ 

畔柳 知恵子・前田 有加・苦木 優菜・村上 真咲・樂木 正実
 大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科

2-P-120 当院における障がい者施設への訪問口腔ケアの経験と課題
 ○大久保 美和・山腰 陽子・大埜間 勉
 おおのま歯科クリニック

2-P-121 口腔ケアを通して地域の食べる支援を 22 年間実施してきた歯科医師・訪問歯科衛生士の活動
報告～重症心身障害児から高齢者まで～

 ○栗木 みゆき1）・朝川 世津子1）・細井 ゆかり1）・鈴木 知里1）・藤川 朋美1）・良盛 典夫2）・ 
水野 明広2）・渡辺 和也2）・櫻井 泰伸3）

 1）多治見口腔ケアグループはねっと
 2）一般社団法人多治見歯科医師会
 3）岐阜県障がい者診療所診療委員

2-P-122 当地区における在宅歯科相談窓口の活用報告
 ○会沢 咲子1）・蛯谷 明希1）・佐藤 麻祐子1）・中島 陽州2）・高田 靖2）・北川 尚1）・中村 全宏1）

 1）豊島区歯科医師会あぜりあ歯科診療所
 2）豊島区歯科医師会

2-P-123 当センターにおける 20 年間の事業内容および運営方法についての検討
 ○高田 靖1）・中島 陽州1）・鯉沼 哉1）・会沢 咲子2）・蛯谷 明希2）・中村 全宏3）

 1）公益社団法人東京都豊島区歯科医師会
 2）豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所
 3）東京都立東部療育センター

2-P-124 当県における巡回歯科保健サービス事業への取り組み―第 2 報―
 ○田中 繁寿1）・黒田 晃司1）・渡邊 和也1）・各務 尚之1）・林 哲次1）・高田 陽司1）・加藤 哲1）・ 

川畑 仁克1）・奥田 孝1）・渡邉 淳子2）・椎名 麻里子2）・良盛 典夫1）・安田 順一3）・玄 景華3）・ 
阿部 義和1）

 1）岐阜県歯科医師会
 2）岐阜県歯科衛生士会
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
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2-P-125 平成 30 年度当県飛騨圏域における多職種人材育成研修会のアンケート結果についての考察
 ○成田 光利1）・黒田 晃司1）・渡邊 和也1）・各務 尚之1）・林 哲次1）・高田 陽司1）・加藤 哲1）・ 

川畑 仁克1）・奥田 孝1）・田中 繁寿1）・椎名 麻里子2）・良盛 典夫1）・安田 順一3）・玄 景華3）・ 
阿部 義和1）

 1）岐阜県歯科医師会
 2）岐阜県歯科衛生士会
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-126 当会「障害者（児）歯科口腔保健推進研修事業」について―研修会受講者のアンケート結果よ
り―

 ○朝比奈 義明・鈴木 雄一郎・小島 広臣・富田 喜美雄・中井 雅人・冨田 健嗣・外山 敦史・ 
南 全・籾山 正敬・武藤 直広・上野 智史・森 幹太

 一般社団法人愛知県歯科医師会

2-P-127 当会「障害者（児）歯科口腔保健推進研修事業」について―歯科衛生士による出張講習会―
 ○小島 広臣1）・中井 雅人1）・鈴木 雄一郎1）・冨田 健嗣1）・富田 喜美雄1）・上野 智史1）・ 

澤田 育子2）・榊原 裕子2）・清水 郁子2）・都築 裕代2）・名超 美登利2）・細久保 真理子2）・ 
松井 かおる2）・朝比奈 義明1）・森 幹太1）

 1）一般社団法人愛知県歯科医師会
 2）公益社団法人愛知県歯科衛生士会

2-P-128 地域における認知症高齢者の歯科対応
 ○岡田 尚則・中村 清志・足達 慶信・辻 耕造・水野 誠・平井 利弘
 京都市左京歯科医師会

2-P-129 某歯科医師会における障害者歯科診療トレーニング・セミナーへの取り組み　Part 6―地域医
療連携のために―

 ○江草 正彦1）・森 慎吾2）・福岡 隆治2）・船曵 洋司2）・上村 勝人2）・西木戸 博史2）・ 
橋本 真治2）・小川 えり2）・岡野 光真2）・小見山 信2）・伊藤 政之3）・柴田 恵子4）・ 
戸田 貴美子4）・半井 桜子1）・森 貴幸1）

 1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 2）一般社団法人倉敷歯科医師会
 3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 4）一般社団法人岡山県歯科衛生士会

2-P-130 当センター歯科における初診患者の実態調査　第 2 報―受診継続と中断の要因についての検
討―

 ○堀 雅彦・村田 麻美・齋藤 彩未・地森 由香里・高城 美恵子
 旭川荘療育・医療センター歯科
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2-P-131 担当患者制で行っている地域障害者歯科診療所での出務体制に関する検討―担当制と輪番制の
メリットとデメリット―

 ○吉田 耕平1）・木崎 正1）・高木 裕明1）・岩崎 晴彦1）・竹下 雅江1）・喜多 芳隆1）・山崎 浩志1）・ 
島添 貴志1）・田中 豊彦1）・宮本 敦子1）・中谷 恭子1）・宮城 千加1）・内山 由賀里1）・ 
辻本 真由美1）

 1）（一社）守口市歯科医師会あおば歯科診療所
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

2-P-132 地域基幹病院における治療参加型・障害者歯科研修の試み―第 2 報―
 ○村松 保子1）・夫 才成1）・櫻井 剛史2）・田中 誠一2）・加藤 宏明2）・岡本 正志2）・三谷 好江2）・ 

宇於崎 隆3）・牧野 真也3）・渋谷 光広4）・木俣 敬子5）・貴舩 真澄6）・中村 恵理子6）・ 
安田 順一7）・玄 景華7）

 1）中東遠総合医療センター歯科口腔外科
 2）小笠掛川歯科医師会
 3）磐周歯科医師会
 4）浜松市歯科医師会
 5）医療法人社団一穂会西山病院
 6）さくらい歯科医院
 7）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-133 一般開業医での衣服の着脱が可能な自閉スペクトラム症児への歯科治療時の抑制に関する意識
調査

 ○横田 誠1）・大藪 まどか1）・加納 彩女1）・岡田 雛子1）・広浜 さつき1）・小笠原 正2）

 1）横田歯科医院
 2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

2-P-134 摂食嚥下リハビリテーションを主体に行った居宅（施設）訪問診療の実態調査
 ○村上 康彦1）・望月 慎恭1）・秋枝 俊江1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・田村 瞬至1）・ 

山上 裕介1）・中川 直子2）・大槻 征久3）・大槻 真理子3）・三井 貴信4）・三井 理恵子4）・ 
高井 経之5）・蓜島 弘之1）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）松本歯科大学病院
 3）おおつき歯科医院
 4）かがやき歯科クリニック
 5）たかいデンタルクリニック

2-P-135 歯科訪問診療における認知症についての検討
 ○加藤 健悟1，2）・八木 美芙由1）・平井 都女1）

 1）医療法人社団八龍会すずき歯科医院
 2）日本大学歯学部口腔外科学講座
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2-P-136 重度発達障害者福祉施設患者における全麻下歯科治療後の口腔管理―施設，担当歯科医院，全
身麻酔下治療医療機関の地域連携―

 ○大庭 礼之1，2）・八十島 恵美2）・小濱 志織2）・鳥居 孝3）

 1）おおば歯科
 2）医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院歯科口腔外科
 3）鳥居歯科医院

2-P-137 地域の開業医における全身麻酔・静脈内鎮静を用いた歯科治療システムの構築とその実態調査
 ○樋山 めぐみ・西中村 亮・前川 友紀・久保 尚也・沖原 朱美・藤野 陽子・塩津 由紀子・ 

中本 陽子・岡本 佳明
 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科

2-P-138 当センターにおける口腔機能発達に対する歯科衛生士の取り組み
 ○鈴木 厚子1）・梅津 糸由子2）・鈴木 淳子1）・上田 豊1）・石渡 利幸1）・船田 淳子1）・毛利 徹1）・ 

前田 亮1）・市川 敬一1）・古庄 研策1）・横田 祐司1）・新見 嘉邦2）・猪俣 英理3）・ 
野本 たかと3）・湊 耕一1）

 1）東京都足立区歯科医師会口腔保健センター
 2）日本歯科大学附属病院小児歯科
 3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

2-P-139 小児の摂食機能療法が行える環境整備と患者動向について
 ○関 奈々子1）・山田 裕之1，2）・寺尾 香織1）・島根 恭代1）・井阪 在峰1）・小森 幸道1）・ 

谷 みのり1）・小林 和弘1）・中嶋 智仁1）・荒木 信清1）・田中 教順1）・端山 智弘1）

 1）世田谷区歯科医師会口腔衛生センター
 2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック

2-P-140 摂食嚥下障害患者へのアプローチに関するリカレント教育（DEMCOP）の取組み
 ○白石 裕介1，2）・藤井 航1，2，3）・弘中 早苗4）・木下 絵里香1，2）・大渡 凡人2，5，6）

 1）九州歯科大学地域包括歯科医療センター
 2）九州歯科大学口腔保健・健康長寿推進センター
 3）九州歯科大学多職種連携教育ユニット
 4）九州歯科大学老年障害者歯科学分野
 5）九州歯科大学歯科医療リスク管理センター
 6）九州歯科大学リスクマネジメント歯科学分野

2-P-141 歯科衛生士専門学校学生の障害者歯科に関する意識調査
 ○岡田 紗夜1）・大石 瑞希1）・沖野 恵梨1）・大杉 優実1）・濱 陽子1）・宮内 美和1）・新谷 宏規2）

 1）広島口腔保健センター
 2）一般社団法人広島県歯科医師会
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2-P-142 歯科診療に伴う食事栄養指導・栄養相談に関する意識調査について
 ○松波 由起子1）・大島 亜希子2）・野村 玲奈2）・中島 恵美子2）・長屋 優里奈2）・谷口 裕重3）・ 

安田 順一3）・玄 景華3）

 1）朝日大学病院栄養管理室
 2）朝日大学医科歯科医療センター歯科衛生部
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

2-P-143 「障害児早期歯科受診支援事業」への取り組み　その 3―本事業をきっかけに受診した患者の
実態調査と課題の検討―

 ○鐘ヶ江 稔1）・風間 敏禎1）・原 哲夫1）・石川 裕子2）・嘉手納 未季3）・船津 敬弘4）・芳賀 定5）・ 
濱中 大輔1）・吉田 敏英1）・小枝 義典1）

 1）公益社団法人東京都目黒区歯科医師会
 2）八雲あいアイ館歯科診療所（目黒区）
 3）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門
 4）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
 5）芳賀デンタルクリニック湘南

2-P-144 学校医，学校歯科医，学校薬剤師，養護教諭の連携による特別支援学校における医療情報共有
の試み

 ○川本 博也
 おりづる歯科医院

2-P-145 当科における歯科恐怖症患者の歯科実態調査
 ○岩崎 昭憲・芳地 祐理・田中 麻央・秦泉寺 紋子・中井 史・小川 尊明・大林 由美子・ 

三宅 実
 香川大学医学部歯科口腔外科

2-P-146 急性炎症を契機に行動調整法により歯科治療が可能となった歯科恐怖症の一例
 ○岩崎 昭憲・田中 麻央・中井 史・芳地 祐理・秦泉寺 紋子・大林 由美子・三宅 実
 香川大学医学部歯科口腔外科

2-P-147 障害者支援施設における 40 歳以上利用者の歯科疾患実態調査
 ○藤代 千晶1）・財間 達也1）・岡本 由莉1）・齋藤 知子1）・村上 旬平1）・村山 高章2）・磯 彰格3）・ 

秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）宇治武田病院歯科・口腔外科
 3）社会福祉法人南山城学園
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ポスター会場
・Quantitative evaluation and visualization of the tooth brushing skill to facilitate caregivers’ learning
　谷地 美貴
　宮城県立こども病院

・Distribution of trace elements in pre- and post-natal enamel of teeth in children with disabilities
　長沼 由泰
　東北大学病院障害者歯科治療部

・ Improved oral feeding function from sever dysphagia by multidisciplinary intensive feeding 
rehabilitation after oesophageal cancer surgery: a case report

　坂本 仁美
　藤田医科大学病院歯科・口腔外科
　＊iADH AWARD 受賞のため特別表彰

iADH研究奨励賞展示（第 24 回 iADH，ドバイ，UAE）
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特 別 講 演

市民公開講座

教 育 講 演

シンポジウム

教 育 講 座

宿題委託研究報告

歯科衛生士連携委員会企画集会

医療福祉連携委員会企画シンポジウム

倫理講習会

専門医制度の説明会

委員会企画ポスター展示

ランチョンセミナー
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特別講演 1

　9年前，妊娠中に息子の臍帯ヘルニアと心臓疾患がわかった．
　生まれた後も食道閉鎖症が見つかり，それが原因で気管軟化症となり，気管切開をして人工呼吸器をつけ
る手術を受けた．その他にも大きな手術を 10 回も受け，息子のいまがある．また呼吸が止まった時の脳梗
塞の後遺症から，右手・右足に麻痺があり，今でも自由に動かすことができない．
　医療技術の進歩のお蔭で命が救われ，重度の障がいを抱えながらも在宅生活ができる子どもが増えた．医
療的ケア児の数は 2016 年には 18,000 人となり，10 年前の人数から約 2倍に増えた．また，中・高度な医療
的ケアを必要としている重症児が増加傾向にあり，複数の障がいを抱えたケースも多く，病態もそれぞれ複
雑に影響している．
　沢山の障がいを抱える息子の母親となってから，私の政治への思いがガラリと変わった．「政治は弱者の
ためにある」と頭ではわかっていても，本当に理解ができていなかったことに気付かされた．「息子が生き
やすい世の中になれば，みんなも生きやすい国になる」と，どのような政策に携わる時でも，障がいを持っ
た息子を基準に考えるようになった．そして障がいを抱えた息子が生きていく中でぶち当たる様々な障壁を
取り除いていくこと．それが結果として，同じ立場にあるお子さんや親御さんの進む道を切り開くことに通
じる．そのような思いで取り組むようになった．
　医療技術の進歩のお蔭で命を救っていただいた息子だが，障がい児・者を育む空気がまだまだ整っていな
いこの国において，成長と共に迎える障壁は計り知れない．通園・通学に伴う受け入れ先や支援の問題等，
細やかな問題の解決のため，親がそれぞれの関係機関等に飛び回らなくてはならず，道を切り開いていくに
は時間と労力を要す．それらの改善のためにも医療的ケア児等コーディネーターの役割はとても大きい．
　また生活の場において多職種が包括的に関わり続けるインクルーシブ教育や，医療・保健・教育・福祉の
切れ目のない支援体制も重要であり，現在もそれらの構築に取り組んでいるところである．色々な問題を乗
り越え，今年の 4月から息子は特別支援学校から小学校の特別支援学級（軽度知的障害）に転校することが
できた．医療的ケアを必要とする子ども達が自宅から出られない状況を取り払うことや，同年代の子ども達
と触れ合う環境を整備することは，医療的ケア児の成長をより引き出す大切な環境であることを，今まさに
身をもって感じているところである．
　少子高齢化の日本において，摂食嚥下障害を抱える高齢者も増えている．人生 100 年時代と言われる昨
今，老後をいかに健康に過ごせるかが問われている．平成 28 年に新たに設置された認定資格に「摂食嚥下
リハビリテーション栄養専門管理栄養士」がある．これからますます増加する老人や障がい児（者）の摂
食・嚥下機能障害に，有資格者の需要が高まっていることは間違いない．
　医療的ケア児を子にもつ親の願いは，「親亡き後」子どもが自分の力でしっかりと生きていけるようにな
ることである．そのためにも，摂食嚥下リハビリテーションで，胃ろうではなく自分の口から食べられるよ
うになることは，「親亡き後」の息子の生命を繋ぐとても大切なことなのである．専門の先生方に助けて頂
きながら，今後も地道に命を繋ぐためのトレーニングを続けていく．

1960 年 9 月福岡県に生まれる．1983 年 3 月上智大学を卒業し，株式会社帝国ホテルに入
社．その後，1987 年 4 月岐阜県議会議員選挙に当選．
1993 年 7 月第 40 回衆議院議員選挙で初当選．1998 年 7 月郵政大臣，2012 年 12 月自由
民主党総務会長，2017 年 8 月総務大臣・女性活躍担当大臣・内閣府特命担当大臣を歴任
し，現在は 2018 年 10 月から衆議院予算委員長を務める．
2017 年 10 月第 48 回衆議院議員総選挙で当選 9期目．
国の未来をつくる子どもと女性の問題に取り組んでいる．
著　書：
「国民のみなさまにお伝えしたいこと―ホンネで語る政治学」（PHP研究所）1996 年
「だれが未来を奪うのか―少子化と闘う」（講談社）2005 年
「みらいを，つかめ―多様なみんなが活躍する時代に」（CCCメディアハウス）2018 年

� 座長：玄 　　景 華

「今，求められている医療的ケアとは」

衆議院議員
野 田　聖 子

特別講演Ⅰ
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特別講演 1

　当寄附講座は平成 26 年 4 月に岐阜県の寄附講座として，岐阜大学小児病態学教室を協力講座として開設
されました．目的は障がい児者医療に関わる医師の人材育成・確保，障がい児者医療の在り方の研究，障が
い児者医療の普及啓発であり，対象とする障がいは重症心身障がいおよび発達障がいです．その背景として
重症心身障がいではNICU，PICU，小児病棟などの長期入院児の在宅移行や，在宅児の加齢や疾患などに
よる重症化，在宅における医療的ケアを日常的に必要とする重症心身障がい児者が増加しており，その医療
に関わる人材育成，確保が求められています．また，当時，岐阜県では医療型入所施設である希望が丘学園
の再整備・増床や岐阜県総合医療センターにおける重症児病棟の新設を進めていましたが，障がい児者の診
療にあたる医師の確保が大きな課題となっていました．一方，発達障がいの場合，自閉スペクトラム症をは
じめとする発達障がい児の増加があり，初診までの待機期間が長いなど発達障がい児の診療において診断，
対応などを行う小児科医の数が十分とはいえないということがありました．県下では重症心身障がい，発達
障がいのいずれにおいても障がい児医療に携わる医師の不足がみられ，その育成が急務であったことが開設
の背景にありました．
　当日は当講座の取り組みから障がい児者医療に関わる人材育成に関する活動を取り上げてご紹介します．
特に重症心身障がい児医療については学生の頃から座学だけでなく，障がいを持つ方に直接会い，その尊厳
に触れ，地域における生活を知り，必要とされる医療の多様性を知ることが医師の育成において重要ではな
いかと考えて取り組んできました．重症心身障がい児者医療に関する医師の研修においては小児在宅医療実
技講習会の開催を中心に紹介します．発達障がいについての学生教育についてはチュートリアル教育の中で
取り上げ，クリニカルクラークシップや選択実習で研修の機会を持つようにしました．また発達障がいに関
心のある医師のグループ（岐阜こどもの発達研究会）を立ち上げ，発達障がいについて研修を行い，講演会
を開催してきました．この会は最近では岐阜市の教育委員会と発達障がいに関する連携協定を結び，教育と
の連携を行い，発達障がいをさらに医療の面から支援していこうとしています．以上のような取り組みを具
体的に提示し，ご紹介したいと考えています．このような取り組みは当事者の方々をはじめ，岐阜県で障が
い児者医療に関わる多職種の医療関係者の理解や協力により行われていることに謝意を述べたいと思いま
す．

昭和 56 年弘前大学医学部卒業，岐阜大学医学部小児科に入局．
昭和 58 年から 2年間，鳥取大学脳研神経小児科にて小児神経学を研修．
平成 4年 4月から平成 25 年 3 月まで岐阜県立希望が丘学園（現希望が丘こども医療福祉
センター）に勤務した．この間，平成 6年から希望が丘学園医療部長，平成 18 年から岐
阜県発達障がい者支援センター長を務めた．平成 25 年 4 月に岐阜地域児童発達支援セン
ターポッポの家診療所（常勤嘱託医）に勤務し，平成 26 年 4 月から現職．
これまで脳性麻痺（重症心身障害を含む）に関する診断あるいは発達評価，リハビリテー
ション，医療的ケア（希望が丘特別支援学校医療的ケア指導医）に関わり，最近では自
閉スペクトラム症を中心とする発達障害の診療に携わっている．
日本小児科学会専門医，日本小児神経学会専門医，日本リハビリテーション医学会専門
医，日本小児精神神経学会認定医，子どものこころ専門医，医学博士

� 座長：弘 中　祥 司

「当寄附講座における障がい児者医療に関する人材育成の取り組み」

岐阜大学大学院医学系研究科障がい児者医療学寄附講座特任准教授
西 村　悟 子

特別講演Ⅱ
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市民公開講座

　多くの人にとって「食べる」ことは，美味しいこと，楽しみなことでしょう．しかし一方で，あまり食事
をしたくない，美味しさを感じられない，という人もいます．「食べる」ことは，私たちにとってどういう
意味をもっているのでしょう？　「食べる」ことが当たり前のようにできる人たちにとっては，自分がどう
やって食べられるようになってきたかなど，あまり考えていないかもしれません．しかし「食べる」ことは
誰でも当然のようにできるわけではなく，こどもが生まれてからの発達する力や周囲の環境，養育者とのか
かわりの中で育まれてきた結果です．こども自身の力のみならず，周囲の環境が整っていないと，食べるこ
との育みがうまくいかないことがあります．こどもが上手に食べられなかったり，栄養が不足してしまう
と，保護者はものすごく悩んでしまうでしょう．そのため，子育て自体が楽しくないものとなってしまう可
能性もあります．
　食べる機能の発達の順番にはある程度の原則がありますが，全てのこどもが同じように発達していくわけ
ではなく，個人差があります．それは，口の動かし方，歯の生え方もひとそれぞれであり，さらには食べる
意欲や性格も千差万別だからです．こどもの食べる機能を育むためには，発達の順番を理解し，さらに「急
ぎすぎない」ことが大切です．同じ年齢や月齢でも，みんなが同じように食べられるわけではないからで
す．2019 年 3 月に厚生労働省から「授乳・離乳の支援ガイド」改定版が出されましたが，その中でも個別
に支援することの重要性が盛り込まれています．特に，早産や低出生体重のこどもでは，修正月齢を考慮し
て支援する必要性が記されています．
　それでは，どのようなことを最も大切に考えていくべきでしょうか．それは，こどもの「いま」ある機能
に合わせて，適切なかかわりをしながらしっかりと機能を獲得させていくことでしょう．目の前にいるこど
もをしっかりと見て，そのこどもに合わせた支援が大切ということです．また，もしこどもに障害や病気が
ある場合には，こども自身の持つ内部的な発達力が弱いことがあります．その場合には，専門家の力を借り
ながら，周りからのよりよい適切な刺激をたくさん与えていくことが重要です．
　本講演では，保護者や養育者がこどもの「食べる」ことで悩んだ時に，少しでも手助けになるようにお話
をさせていただこうと思います．多くのこどもたちと保護者の皆様にとって，「食べる」ことが楽しく美味
しいことになるよう願っています．

平成元年昭和大学歯学部卒業．同学部第三補綴学教室，口腔衛生学教室を経てアラバマ
大学歯学部補綴学生体材料学教室留学，日本歯科大学講師，准教授を経て 2013 年より教
授，現職
著書：「上手に食べるために 1（共著），2（単著），3（共著）」「Groher & Crary の嚥下
障害の臨床マネジメント（共訳）」「口から診える症候群・病気（共著）」「小児の摂食嚥
下リハビリテーション 第 2 版（共著）」「重症児のトータルケア 改訂第 2 版」「小児歯科
学 第 5 版」「子どもの歯科訪問診療実践ガイド（編著）」ほか

 座長：野本　たかと

「こどもの「食べる」を育むために 
―口腔機能からのアプローチ―」

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック教授
田 村　文 誉

市民公開講座
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「私が生まれてきたわけは…」
この言葉が繰り返される歌がある．

日々，赤ちゃんが産声をあげる姿を間近で見させていただいている．
日々，赤ちゃんが生きることと戦う姿を間近で見させていただいている．
日々，両親が我が子を慈しむ姿を間近で見させていただいている．
日々，障害とともに前を向いて歩む強い子供の姿を見させていただいている．
日々，子供によって育っていく両親の姿を見させていただいている．
そして時に，短い命を終えていく赤ちゃんや子供の側にいさせていただく．
そんな仕事をさせていただいている．

「赤ちゃんをみている医者としての君の目から見える障害者支援について，話してほしい」
発達障害支援を専門とする教育学部の教授から 2時間の講演依頼をいただいたのは，医者になって 6年目．
彼が代表を務める障害者支援に関する研究会が 20 周年を迎える．その記念講演を，ということだった．
話す内容を考える中で真っ先に浮かんだ言葉が「私が生まれてきたわけは…」だった．

障害とともに生きることの意味．
生まれてきてわずか数時間で終えるいのちの意味．
生まれる前に消えるいのちの意味．

僕たちはいつも，純粋無垢ないのちのすぐ側にいる．
だからこそ，
「ボクが生まれてきたわけはね…」とそっと語りかけてくれる，赤ちゃんの心の声を聞きたいと願う．
「私が生まれてきたわけは…」　あなたが生まれてきたわけは？
「私が生まれてきたわけは…」　あなたが今，ここの場にいるわけは？
「私が生まれてきたわけは…」　あなたがこれからも，生きていく意味は？

僕には正解なんて分からないけれど，
小さな体全体から教えてくれる熱いいのち，短くも輝き放った強いいのちたちの声を，
依頼された講演で代弁させていただいた．

私の，いのちの理由．
あなたの，いのちの理由．
あの人の，いのちの理由．
自らの心の中で感じていただく時間になれば．

2004 年　宮崎大学医学部医学科卒業
高山赤十字病院，岐阜大学医学部附属病院，岐阜県総合医療センター，厚生労働省を経
て現職
小児科専門医・指導医，周産期（新生児）専門医・暫定指導医
宮崎大学医学部非常勤講師，社会福祉法人いぶき福祉会いぶきファミリー理事
日本小児科学会をはじめ多くの学会での評議員・委員会役職多数
学生時代よりさだまさしさんと交友があり，彼の小説「眉山」「風に立つライオン」の医
学監修を務める
著書に「在宅医療が必要な子どものための図解ケアテキストQ&A（分担執筆）」（メディ
カ出版）など多数
弟の歯科主治医が，本学術大会大会長　玄　景華先生である

� 座長：八 若　保 孝

「いのちの理由　―コウノドリの現場から―」

国立病院機構長良医療センター新生児科医長
寺 澤　大 祐

教育講演Ⅰ
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　障害者に関わる歯科医師の先生は，特に「精神障害者」に対する診療が不安だと思われているのではない
でしょうか？　どのように精神障害者とどう関わればよいか分からないところが一番の原因だと思われま
す．
　そこで本講演においては，まず精神疾患の種類や症状など基本的医学知識を整理します．そして「障害
者」としての生活障害や地域での困り感を解説し，そこにどんな支援が必要か，また現在の日本国内におい
てどんな支援が実践されているか紹介させていただきます．精神障害者の生活について理解すること，よく
知ることが不安の解消につながると考えています．
　実は日本国内の精神障害者の方は，差別や偏見という社会的障壁のある中での生活を余儀なくされていま
す．差別や偏見の除去は，「知ること」から始まります．まずは受講を通じてよく知り，差別や偏見のない
地域づくりの知恵の一部にしていただきたいと考えています．
　基本的な知識の整理を経て，それではどのようにコミュニケーションをとるとよいのか，そのコツを現場
の実践からご報告させていただき，ノウハウの共有をしたいと考えています．
　精神障害者の多くは地域で社会的孤立の状態であることも多く，マスメディアでは引きこもりの問題など
とも一緒に話をされることも多くなってきました．歯科医師として先生方に社会の一部として，彼ら彼女ら
に繋がっていただけることが，支援の始まりであり，孤立の解消であり，精神障害者の地域生活の質の向上
に直結すると考えています．先生方の関わりについての不安を解消し，コミュニケーションを少しだけ積極
的にとっていただくことで，精神障害者も一緒に暮らせる地域共生社会づくりを一緒に取り組むきっかけに
なればと思います．丸ごと・我が事の地域共生社会において，歯科診療を通して果たしうる医療者，支援者
としての役割について一緒に考えてみましょう．

　翌日には，当学会の医療福祉連携委員会で企画されたシンポジウム「精神障害者の理解と支援」が開催さ
れます（11 月 24 日（日）10：30～12：00　C会場　都ホテル漣の間）．登壇者と概要は以下の通りです．
　・事例の供覧：大槻征久先生・池田実央先生（本学会医療福祉連携委員）
　・精神科医療と支援：寺田　修先生（溝口病院精神科医師）
　・「つなぎ」に果たす精神保健福祉士の役割：興津奈緒美氏（静岡県精神保健福祉士協会）
　当講演とも密接に関連する内容ですので，併せてお知らせ申し上げます．

平成 12 年 4 月　医療法人清仁会「美濃加茂病院」（現のぞみの丘ホスピタル）に就職
平成 15 年 8 月　医療法人清仁会地域支援部長に就任
平成 22 年 4 月　医療法人清仁会理事に就任
令和元年 6月 1日現在　医療法人清仁会地域支援部長
社会活動：
平成 19 年度～　岐阜県障害者相談支援体制整備特別アドバイザー
平成 20 年度～　岐阜県精神保健福祉士協会事務局長
平成 27 年度～　岐阜医療科学大学非常勤講師
平成 27 年度～　日本相談支援専門員協会政策委員会副委員長
平成 29 年度～　岐阜県相談支援事業者連絡協議会会長（岐阜県の相談支援専門員の協会）
平成 30 年度～　関市地域共生体制整備特別アドバイザー
平成 31 年度～　一般社団法人ぎふケアマネジメントネットワーク代表

� 座長：江 草　正 彦

「精神障害者の生活とコミュニケーションのコツ」

岐阜県精神保健福祉士協会事務局長
臼井　潤一郎

教育講演Ⅱ



障害者歯科　第 40 巻第 3号　2019　　251

　小児在宅歯科医療はまだまだ広がっていない．それはなぜなのかを問いたい．全国の先進的な実践報告を
通して，小児在宅歯科医療が広がることを期待したい．
　小児在宅医療といった場合，訪問診療はまだ少数で，実際は小児在宅医療を担っているのは通院する病院
や療育センターの医師である．それを含めて小児在宅医療の現状について三浦が話し，その後，小児在宅歯
科医療の現状について田村が概説する．
　その後，先進的に訪問歯科医療に取り組んでいる歯科医師 2人に話していただく．地域のネットワークで
小児科医らと連携して小児在宅歯科医療を実践されている松野先生，同じクリニックに属する在宅小児科医
師らと連携して小児在宅歯科医療を実践されている髙井先生にお話しいただく．また，地域でどのような
バックアップがあれば小児在宅歯科医療が広がるのか．バックアップ病院歯科医師の役割を小方先生に話し
ていただく．
　小児在宅歯科医療が広がるためには，歯科衛生士はどのような役割を果たすべきなのか，歯科衛生士 2人
に話していただく．最初に実際に訪問をされている歯科衛生士の吉本氏に話していただく．
　小児在宅歯科医療が広がらないなか，人工呼吸器を使用している子どもたちの口腔ケアはどうなっている
のだろうか．歯科にかかっていない可能性もあるが，歯科診療所がある療育センターにつながれば，療育に
通うついでに口腔ケア，歯科診療を受けることができる．療育センターにある歯科診療所の歯科衛生士によ
る人工呼吸器利用児への歯科医療支援について図師氏に報告してもらう．これも小児在宅歯科診療の 1つの
形になるだろう．

小児在宅医療における歯科の役割を考える　� コーディネーター：三 浦　清 邦�
� 田 村　文 誉

「シンポジウムのねらい」

愛知県医療療育総合センター中央病院副院長・小児神経科
三 浦　清 邦

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック教授
田 村　文 誉

シンポジウムⅠ
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シンポジウムⅠ

　小児在宅医療の対象者は，日常の生活で，人工呼吸器・気管切開・経管栄養（経鼻，胃瘻，腸瘻）・酸素
吸入・口鼻腔吸引・導尿等の医療的ケアを必要とする小児・障害児である．近年，国や各自治体，医師会や
医療機関も小児在宅に力を入れはじめている．2016 年 6 月の障害者総合支援法と児童福祉法の改正により，
「医療的ケアを要する障害児＝医療的ケア児」が法律や通知に記載され，自治体が医療的ケア児への支援の
努力義務を負うことになったことも後押ししている．
　小児在宅医療の対象者は，近年増加している．田村・奈倉らによると，在宅人工呼吸療法を受けている
20 歳未満児は 2005 年 264 人から 2017 年は 3,834 人と著増し，医療的ケア全体では，2005 年 9,987 人から
2017 年 18,951 人とほぼ倍増している．20 歳未満人口 1万人中，医療的ケア児 7.82 人，人工呼吸器使用児
1.39 人，医療的ケア児の中で人工呼吸器使用児は 18％である．さらに，全国各地の調査結果から，低年齢
で医療的ケア児の割合が高くなっている．また，以前は医療的ケア児といえば重症心身障害児（「身体障害
者手帳 1級・2級相当の座位までの重度肢体不自由」と「療育手帳A判定相当の IQ35 以下の重度知的障害」
を重複する障害）であった．しかし，最近は医療の進歩で，肢体不自由や知的障害の程度が重症心身障害に
相当しないが「医療的ケアは必要とする児」が増えている．田村・奈倉の調査でも，医療的ケア児の 6割が
重症心身障害で 3割は移動可能であった．
　小児在宅医療といった場合，一般の在宅医療とは異なり，必ずしも医師による自宅への訪問診療を意味す
るとは限らず，開業医，中核病院・大学病院・こども病院や，障害専門医療機関（療育機関など）へ通院し
て，医師から在宅医療指導管理を受ける形が多いのが特徴である．しかし，人工呼吸器使用児はいうまでも
なく，特に体調不良時には医療的ケア児を連れて医療機関を受診するのは，本人にも家族にも負担である．
訪問診療を提供する在宅医が，定期訪問・往診・電話対応などで，日常の健康管理を担えるようになること
が望ましいことは間違いない．ただし，小児・障害児は病状が変わりやすいこと，入院の頻度も高いこと，
継続的なリハビリや療育が必要なことなどから，在宅医と病院・療育機関医師との日頃からの連携が非常に
重要である．
　さらに，在宅医は対象児が成人となっても診療は継続されるし，病院の内科系医師との連携も取りやすい
ことから，小児期発症疾患の移行期医療（トランジッション）の問題の解決にもつながる．
　小児在宅医療・医療的ケア児支援の発展は，小児期発症の重症心身障害児者に関わる医療関係者の充実に
つながる．今後，小児在宅医療・医療的ケア児支援，重症心身障害児者支援が一体となって発展し，ライフ
ステージ全般で在宅障害児者への支援が全国で可能となることが期待される．

昭和 59 年 3 月　名古屋大学医学部卒業
昭和 59 年 6 月　厚生連安城更生病院で研修医・小児科医師
昭和 62 年 4 月～平成 3 年 3 月　名古屋大学医学部小児科大学院
平成 3 年 4 月　愛知県心身障害者コロニー中央病院小児神経科
平成 19 年 4 月　豊田市こども発達センター小児神経科
平成 23 年 11 月　名古屋大学大学院医学系研究科障害児（者）医療学寄附講座教授
平成 27 年 4 月　豊田市こども発達センターセンター長
平成 31 年 1 月　愛知県心身障害者コロニー中央病院副院長兼こばと学園副園長
平成 31 年 3 月　愛知県医療療育総合センター中央病院副院長
役職等：
日本小児神経学会評議員，社会活動・広報委員会副委員長
日本小児科学会代議員，重症心身障害児（者）・在宅医療委員会副委員長

小児在宅医療における歯科の役割を考える　� 座長：三 浦　清 邦�
� 田 村　文 誉

「小児在宅医療の現状（医療的ケア児，重症心身障害児医療）」

愛知県医療療育総合センター中央病院副院長・小児神経科
三 浦　清 邦



障害者歯科　第 40 巻第 3号　2019　　253

シンポジウムⅠ

　在宅で療養している小児（医療的ケア児，有病児，障害児）では，全身状態が不良，モニターなどの機器
が多く移動が大変，といった理由で外出が困難なことが多くあります．そのため，口腔内に何らかの気にな
ることがあっても歯科を受診することができず，歯科医療に出会う時期が遅れてしまう傾向にありました．
1 歳半健診や 3歳児健診を受けられていないこともほとんどです．さらには，どこの歯科医院が診てくれる
かの情報がない，あるいは命に係わることではないから後回しになってしまう，といったこともあります．
その結果，年長になって多数歯う蝕や重度歯周病を発症し，抑制治療や全身麻酔など，大がかりな診療体制
で治療を受けざるをえないことになります．重症児を診てくれる医療機関は限られているため，予約の順番
待ちが数か月も先となることもあります．また，長期間口腔へのアプローチがなされなかった結果，口腔内
外は過敏性が残存し，歯科治療はおろか，日常の歯磨きすらも困難という悪循環に陥ることも少なくありま
せん．
　これまでの歯科医療では，高齢者への訪問歯科診療の充実がなされてきました．一方，小児への訪問診療
を行っている地域歯科医師の数は，高齢者に比して圧倒的に少ない状況です．しかし前述したように，在宅
療養児への歯科治療の必要性は明らかであり，それに気づいた全国の歯科医師，歯科衛生士による取り組み
が始まっています．2018 年 10 月には，小児在宅歯科医療研究会の第 1回が東京で開催となり，また今秋に
は第 2回が千葉の幕張で予定されています．現在，小児在宅歯科医療研究会には，北海道から鹿児島まで，
歯科医師 186 名，歯科衛生士 24 名，その他合わせて 214 名が参加登録しています．地域により取り組みの
方法はさまざまになりますが，その地域の特性に合わせたシステムを構築し，有機的な活動をしていくこと
が大切です．医療は多（他）職種連携が重要とされますが，そのためにも，まずは私たち自身が小児在宅歯
科医療について理解し，協力者を増やし，歯科歯科連携の充実を図ることを目指さなくてはなりません．
　歯科医療から遠く離れたところに居る在宅療養児を，これ以上放っておいてはならないと考えます．在宅
歯科医療の役割は，直接在宅療養児を訪問することだけではなく，後方支援や側方支援など，さまざまな立
ち位置で，こどもたちの口腔を支えていくことにあります．日本障害者歯科学会では現在，日本小児歯科学
会と連携し，「小児在宅歯科診療の手引き」を作成しています．それぞれの立場で関わり方が異なるのは当
然ですが，学会会員としての専門性はベースとなります．そのうえで，求められる支援への応え方を模索す
る必要があるでしょう．

平成元年昭和大学歯学部卒業．同学部第三補綴学教室，口腔衛生学教室を経てアラバマ
大学歯学部補綴学生体材料学教室留学，日本歯科大学講師，准教授を経て 2013 年より教
授，現職
著書：「上手に食べるために 1（共著），2（単著），3（共著）」「Groher�&�Crary の嚥下
障害の臨床マネジメント（共訳）」「口から診える症候群・病気（共著）」「小児の摂食嚥
下リハビリテーション 第 2版（共著）」「重症児のトータルケア 改訂第 2版」「小児歯科
学 第 5版」「子どもの歯科訪問診療実践ガイド（編著）」ほか

小児在宅医療における歯科の役割を考える　� 座長：三 浦　清 邦�
� 田 村　文 誉

「小児在宅の現状」

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック教授
田 村　文 誉
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小児在宅医療における歯科の役割を考える　� 座長：三 浦　清 邦�
� 田 村　文 誉

「小児在宅歯科医療の実際　―地域でのネットワーク作り―」

医療法人メディエフ寺嶋歯科医院副院長
歯と口の機能支援センターみのお（TOCみのお）センター長

松 野　頌 平

　訪問歯科診療がアップデートの時期を迎えている．直近の四半世紀を振り返ると，超高齢社会の進展というキー
ワードのもと，高齢者の訪問歯科診療にかかわる歯科医療従事者が増加したことは既知の事実である．そして，地
域包括ケアシステムの構築という国の政策を達成するために，地域における多職種連携の重要性が叫ばれている昨
今である．一方で，訪問歯科診療にイノベーションをもたらすと考えられている分野がある．それが，「小児在宅歯
科医療」である．
　周産期医療の進歩により，新生児救命率や周産期救命率が向上していることに加え，周産期以降の呼吸器，循環
器，消化器，神経系などの合併症に対する医療の発展も顕著である．これらの変化のなかで，医療的ケア児（NICU
等に長期入院した後，引き続き人工呼吸器や胃瘻等を使用し，痰の吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な障害児
のこと）の数が増加しており，今後さらなる増加が見込まれている．それに伴い，小児在宅医療を普及させるため
のシステム整備が進んでいるものの，この時代の潮流に歯科が十分に乗れていない現状がある．
　小児在宅医療の対象となるのは，重症心身障害児や医療的ケア児である．医療的ケアが必要な子どもには，医療・
福祉・教育・保健など，様々な分野の専門職がかかわっているものの，それぞれの職種間の連携体制，ならびに在
宅での子どもや家族への生活支援体制が，地域社会において十分整備されているわけではないという状況がある．
地域において医療，福祉，教育，保健をつなぐ仕組みが圧倒的に不足しているという現状に対して，多職種が自発
的に集う場を構築することにより，地域ネットワークを活性化することを目的として，CLASS（Children’s�Local�
Across-the-board�Support�Seminar；医療的ケア児を地域で支える多職種勉強会）を設立したので，本シンポジウ
ムにて活動の経過を報告する．
　CLASS は 2017 年 8 月に，小児科医師，歯科医師，看護師，臨床心理士の 4名をコアメンバーとして設立したグ
ループである．主な活動内容は，定期的に開催する勉強会である．この勉強会を通して，重症心身障害児，医療的
ケア児に関する様々な視点からの情報提供を行うだけでなく，参加者どうしの意見交換，顔の見える関係作りを実
践している．CLASS 参加者の職種内訳は，医師（大学，病院，診療所），歯科医師，看護師（大学，病院，診療所，
訪問看護ステーション，重症児デイサービス），助産師，臨床心理士，歯科衛生士，管理栄養士，保健師，介護福祉
士，ソーシャルワーカー，大学院生など，多岐にわたる．多分野の方々と重症心身障害児，医療的ケア児について
語ることのできる貴重な場となっている．そして，CLASS で構築されたネットワークは，その場限りのものではな
く，小児在宅医療の実践の中で様々な形で還元されており，特に，潜在的な小児在宅歯科医療のニーズに対応する
ための重要な懸け橋となっている．
　重症心身障害児，医療的ケア児を取り巻く社会制度は変わりつつあるものの，制度改革の恩恵を現場が享受でき
るにはまだ時間がかかる可能性がある．だからこそ，今現場に求められているのは，地域における小児包括支援体
制の構築である．多職種連携や情報共有を円滑にすることにより，重症心身障害児，医療的ケア児にかかわる医療，
福祉，教育，保健の人材育成も推進できると考えている．今後も CLASS を通して，地域で暮らす子どもを支える
チーム作りのノウハウを蓄積していきたいと思う．

大阪大学卒業．歯学博士
2009 年から大阪大学歯学部附属病院勤務．食道がん治療チームや脳卒中治療チームと連
携し，急性期・回復期の嚥下障害マネジメントに従事．2014 年から重症心身障害児者施
設四天王寺和らぎ苑歯科科長．嚥下チームリーダーとして，施設における嚥下障害マネ
ジメントに従事．2017 年から現職．病院，施設，学校，在宅等，様々なステージでの食
支援を実践しており，特に小児在宅訪問歯科医療に力を入れている．CLASS 等の研修を
通して，地域での食支援を普及させるための啓発活動も行っている．
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小児在宅医療における歯科の役割を考える　� 座長：三 浦　清 邦�
� 田 村　文 誉

「訪問歯科診療の実際　―多職種協働チームによる取り組み―」

医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ歯科科長
髙 井　理 人

　当院は障害児（者）に対する在宅医療を専門とする医科歯科併設の診療所です．患者の約 9割が在宅人工
呼吸器を使用しており，特に医療依存度の高い小児患者（医療的ケア児）が多いことが特徴です．小児科医
師，歯科医師，看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，歯科衛生士，管理栄養士，社会福祉士，介
護福祉士，保育士など，70 名を超える多職種が協働して小児在宅医療に取り組んでいます．法人内には小
児専門の訪問看護ステーション，居宅介護事業所，短期入所事業所，相談室を併設しており，在宅医療を必
要とする小児を多方面から支援しています．当院では小児在宅医療を行う多職種協働チームの一員として歯
科を位置づけ，小児患者に対する訪問歯科診療を実践しています．
　在宅医療を必要とする小児には，その成長過程で様々な変化が起こっています．「人工呼吸器の設定変更
が必要だ」「喉頭気管分離を行った方が今よりも楽に在宅生活を送ることができるのではないか？」「急変時
のコードは？」「訪問リハの時に痰が多かったので往診になるかもしれない」「退院直後でお母さんの介護負
担が大きいので，訪問看護でこまめにフォローした方がよい」など，医学的に大きなイベントから日常的な
体調の変化，家庭の状況に至るまで，当院では患児に関するあらゆる情報が毎日多職種によってやりとりさ
れています．このような情報を得ることは，訪問歯科診療を行う上でとても重要です．また，在宅小児科医
師は，発熱や呼吸状態の悪化などの突発的な体調変化に対して，電話相談や往診を昼夜問わず行い，時には
患児を在宅で看取ることもあります．
　小児在宅歯科医療での主な対応は，口腔ケアと摂食嚥下リハビリテーションに関するものですが，在宅で
の治療範囲は，人員や設備といった医療機関ごとの診療体制によって，また患児の全身状態によっても変
わってきます．訪問歯科診療の対象となる患児は病態が複雑であり，呼吸不全や嚥下障害，てんかん等の合
併症を有することが多いです．医師と連携して全身状態を評価し，在宅でどこまでの対応が可能なのかを見
極めなければなりません．在宅で実施できない検査や治療については，後方支援の役割を担う病院と連携す
る必要があります．多職種での情報共有や病院との連携は，小児在宅歯科医療を行う上では欠かせません．
　ひとりの患児に対して多職種が様々な角度から関わる小児在宅医療の現場で，歯科がすべきことは何で
しょうか？　本シンポジウムでは，多職種協働で行う小児在宅歯科医療について，当院での取り組みを中心
にお話しさせていただきます．

2013 年　　　　北海道大学歯学部卒業
2014 年　　　　北海道大学大学院歯学研究科小児・障害者歯科学教室入局
2014 年～現在　医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ
2018 年　　　　北海道大学大学院歯学研究科博士課程修了
　　　　　　　�「医療的ケアを必要とする重症心身障害児に対する訪問歯科診療につい

ての研究」
2018 年～現在　北海道大学病院小児・障害者歯科非常勤医員
2019 年～　　　現職
日本障害者歯科学会認定医
日本障害者歯科学会診療ガイドライン作成委員会外部委員

シンポジウムⅠ
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小児在宅医療における歯科の役割を考える　� 座長：三 浦　清 邦�
� 田 村　文 誉

「訪問歯科医師との連携　―後方支援病院の歯科医師の役割―」

東京都立小児総合医療センター小児歯科医長
小 方　清 和

　これまで高次医療機関歯科と地域歯科医院とは口腔外科的な医療連携がほとんどであったと思います．障
害児に対する歯科治療はどうでしょうか．障害児の歯科治療のニーズが増え，歯科医師会として，口腔保健
センターを開設し，歯科医師会会員による障害児歯科診療が頻繁に行われるようになりました．これまでな
かなか地域の歯科医院では受け入れが困難であった障害児にとっては大変ありがたいシステムです．ただ
し，医療的ケアが必要でない発達障害児や軽度の肢体不自由児が主な対象で，重症児への対応はいまだ困難
です．歯科はまだまだ医療連携が十分でない印象を私は持っています．医療的ケアが必要な重症児は多職種
が関わって初めて行える医療です．そのためにも我々が今行おうとしている小児在宅歯科医療連携を通して
病院歯科と地域の歯科医院との連携が一層強固になり，重症児の在宅歯科医療を安心して受け入れることが
できるシステム作りを構築していく必要があります．
　小児専門病院での歯科医師として勤務する中で，入院中の患児に対し，「在宅医療への移行に先立ち，口
腔ケア方法をご家族に指導いただきたい」と小児科医から依頼を受けることがあります．しかし，病院の規
模に比べ，大多数の小児病院は歯科医師や歯科衛生士のメンバーが少なく，病院内のすべての子どもたちの
口腔ケアを実施し，退院までに指導することは極めて困難であるばかりでなく，退院後の歯科受診はどうす
べきかと悩むところでもあります．退院前に気管内吸引，経管栄養，人工呼吸器などの説明をするのと同じ
ように，口腔内のケア方法について，病院歯科がご家族に説明することが良いことだと私は当初考えており
ました．しかし，むしろ病院歯科が退院前に指導するよりも，ご家庭に訪問する歯科医師や歯科衛生士が，
その家庭に合った口腔内のケア方法をご家族と一緒に考えることに意味があると気づきました．また，子ど
もの成長発達に応じた変更を加えていくという極めて重要な診察が可能であるのは在宅医療の利点であり，
訪問した歯科医療従事者（歯科医師・歯科衛生士）でなければできないことでもあります．病院歯科と地域
で活躍されている歯科診療所との連携をより強化する必要があると私は感じておりました．
　そこで，東京都多摩地区に住む在宅重症児（者）に対する口腔管理と摂食嚥下機能を支援することを目的
に，多摩地区の重症児（者）歯科治療が可能な基幹病院と，東京都多摩地区の 20 歯科医師会に所属の歯科
医師の先生方に呼び掛けて，2015 年 1 月に「多摩小児在宅歯科医療連携ネット」（たましょう歯ネット）を
立ち上げました．
　「障害児の診療を行った経験がない中，重症児の訪問診療を行うことはとてもできない，考えたこともな
い」と，受け入れない歯科医療従事者が大多数です．「たましょう歯ネット」は，このような発想を打開し，
小児歯科や障害者歯科が専門ではない歯科医療従事者を対象に，地域の在宅小児患者への在宅歯科医療の準
備と実践を推進し，患児，さらにはご家族のQOL向上を促す一助となる情報を提供し，多職種との連携を
サポートすることを目標としています．今回はその活動内容についてお話しいたします．

1988 年　日本歯科大学歯学部卒業
1993 年　日本歯科大学歯学部大学院歯学研究科博士課程修了
� 日本歯科大学歯学部小児歯科学教室助手
2002 年　日本歯科大学歯学部小児歯科学講座講師
2007 年　日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座准教授
2010 年　東京都立小児総合医療センター小児歯科医長，現在に至る
多摩小児在宅歯科医療連携ネット代表
日本小児歯科学会専門医指導医
日本障害者歯科学会認定医
日本歯科大学附属病院小児歯科臨床教授
日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座非常勤講師
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「医療的ケアの必要な子どもたちに出会い，気づいた歯科衛生士の役割」

京都府歯科医師会口腔サポートセンター所員
吉 本　美 枝

　近年，日々の生活を送るために医療的援助を要するいわゆる医療的ケア児の増加が注目されています．単
に医療的ケア児といっても，毎日学校に通うことのできる子どもから，一日中在宅での療養を必要とする子
どもまで，その状態は様々です．そのなかでも，在宅で人工呼吸器を使用している子どもの増加は顕著で
す．
　平成 27 年に，「京都府歯科医師会口腔サポートセンター」が開設されました．京都府歯科医師会口腔サ
ポートセンターは，地域の訪問歯科診療の支援を目的に，京都府に 18 カ所ある郡市区歯科医師会の口腔サ
ポートセンター（地域連携窓口）の統括センターとして，京都府歯科医師会の地域保健部に設置されまし
た．演者も設置当初より所員歯科衛生士として参画し，実際の業務も行っています．主な業務は，①要介護
者食支援 ICT事業，②在宅歯科診療人材養成事業，③要介護者口腔支援拠点事業です．開設当初，要介護
高齢者への歯科対応を主な業務としていましたが，高齢者だけでなく，若年層からも数多くの依頼が寄せら
れました．乳幼児から若年者においても医療的ケアを必要とする患者さんが自宅に戻られるケースが増加し
ており，口腔管理を必要とするお子さんが多くおられる現状でした．
　在宅医療において多職種連携が重要であることはどの年代においても同様です．しかしながら，発育・発
達がともなう小児の場合，在宅医療では小児を対象とする専門職は少なく，困難な場合が多いのが現状であ
り，特に在宅医療を担う医師・歯科医師はまだまだ少ないのが現状です．
　これらを背景に，現在，京都府歯科医師会口腔サポートセンターでは歯科医師会と訪問看護ステーション
が連携を取ることで，在宅小児患者への口腔のケアの取り組みが継続的に行えるようになりました．特に歯
科領域では，摂食嚥下障害への対応，歯の萌出・交換期の管理，むし歯予防などについて保護者の心配ごと
に寄り添い，安全に配慮した管理が実施可能となっています．
　設立後約 4年が経過し，自宅で暮らす医療的ケアを必要とする子どもたちも成長とともに，放課後デイ
サービスや保育園，支援学校など社会生活を経験するようになり，その際の給食など食事についての周辺事
項の相談も寄せられるようになりました．
　今回，京都府歯科医師会口腔サポートセンターでの歯科衛生士の役割とその活動を通して従事することに
なった医療的ケアを必要とする在宅小児患者への口腔ケアの取り組み，ご家族との関係づくり，多職種連携
の実際の取り組みなど，事例を通してお話しさせていただきます．

大阪産業大学附属歯科衛生学院専門学校（現：なにわ歯科衛生専門学校）卒業後
株式会社松風（勤務）・京都市保健センター（嘱託）を経て
2008 年　上野歯科医院（介護老人福祉施設）
2015 年　京都府歯科医師会口腔サポートセンター所員
2015 年　医療法人純康会徳地歯科医院（小児・障害者在宅）
2016 年　桝歯科医院（障害者在宅）
2017 年　澤田歯科医院（小児在宅）
2018 年　学校法人平成医療学園なにわ歯科衛生専門学校（非常勤講師）
2018 年　大阪歯科大学大学院医療保健学研究科入学
現在に至る
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「児童発達支援センターにおける歯科衛生士の役割」

豊田市こども発達センターのぞみ診療所小児歯科
図 師　良 枝

　私が勤務する豊田市こども発達センターは相談・外来療育部門・診療所部門・通園部門からなる．通園部
門には 3つの児童発達支援センターがある．「児童発達支援センター」として通所利用障がい児への療育と
家族支援，障がい児地域支援として専門機能を活かした地域障がい児と家族への相談支援，障がい児が利用
する施設への援助，助言を行うことなど，地域の中核的な支援施設である．その中のひとつに，医療的ケア
が必要なこどもたちが通園している「たんぽぽ」（肢体不自由児，家族通園）がある．新生児医療の進歩に
より重症児の生存が可能となり，人工呼吸管理など高度な医療を必要とする医療的ケア児が増加してきてい
る．たんぽぽでは気管切開や経管栄養の必要な医療的ケア児を受け入れており，平成 28 年度からは人工呼
吸器利用児の受け入れも行うようになった．人工呼吸器を使用している利用児の最大の課題は体調管理であ
る．家族は，利用児の体調具合を考慮しながら，療育に参加するため児童発達支援センターまで通園してく
る．療育現場では，保育士，看護師，作業療法士など様々な職種が利用児の医療的ケアはもちろん，家族
（主に母親）の心身の体調も支援しながら関わっている．また療育に参加するためには，家から自家用車で
通園する場合がほとんどで，道中の揺れる車内で蛇腹が外れないか，呼吸や心拍は落ち着いているか，喀痰
吸引は大丈夫か，など不安要素が多くあり，母親一人では到底児童発達支援センターまで来ることは困難で
ある．そのため通園時の道中は職員が 1名付き添いをし，�休憩を入れながら，やっと療育に参加することが
可能となる．このように家からの移動もかなり大変であるため，診療所での訓練や歯科受診は療育に参加で
きた日に合わせて，実施することがほとんどである．このことから人工呼吸器利用児が病院や療育に参加す
るために，保護者の不安と心労は大変大きい．
　現在，のぞみ診療所小児歯科には人工呼吸器を使用している利用児が来院している．今回人工呼吸器利用
児のご家族に在宅医療に関するアンケート調査を行った．当センター小児歯科を受診するきっかけは様々で
あるが，療育卒園後や今後人工呼吸器利用児が成長していく過程の中で，生涯を通して歯科支援を充実させ
ていくためには在宅歯科医療は大変重要である．しかし，小児在宅歯科医療については情報が非常に少な
く，ご家族にさえあまり周知されていない実状がわかった．また訪問をしてくれる歯科診療所もまだ少ない
現状がある．
　シンポジウムでは児童発達支援センターでの歯科衛生士の取り組みとアンケート調査からの報告を通し，
小児在宅歯科医療が必要な子どもとご家族のために皆さんと共に考える機会になればと思う．

1988 年　愛知学院大学歯科衛生専門学校卒業
� 診療所勤務
2007 年　豊田市こども発達センターのぞみ診療所小児歯科勤務　現在に至る
2010 年　日本歯科衛生士会認定歯科衛生士（摂食嚥下リハビリテーション）
所属学会：日本障害者歯科学会，日本小児歯科学会
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地域包括ケアシステムにおける障害者歯科医療を考える　�コーディネーター：平 塚　正 雄�
� 久保田　智彦

「シンポジウムのねらい」

医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科部長
平 塚　正 雄

社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園歯科部長
久保田　智彦

　私たち歯科医療従事者が地域に生活している障害者への歯科医療を行う上で，地域包括ケアシステムとの
関わりはさらに大切になると考えています．今回のシンポジウムは，地域包括ケアシステムにおける障害者
歯科医療の方向性をどのように考え，どのように関わるべきかを考える内容としました．
　地域包括ケアシステムにおける障害者歯科医療を考える前に，障害者歯科医療の地域格差について考える
必要があります．本学会ではスペシャルニーズのある人たちの多様な歯科ニーズに対応するために，地域の
大学病院や歯科口腔保健センターを歯科医療機関の中核として，地域病院歯科や歯科診療所と連携した医療
システムの構築を推進してきました．しかし，地方では障害者歯科に取り組んでいる歯科口腔保健センター
などの施設がない地域やその医療資源が十分機能していない地域が存在しています．また本学会指導医や認
定医，指導歯科衛生士および認定歯科衛生士などが不在の地域も多く，障害者歯科医療に地域格差がみられ
ます．本学会の地域医療推進委員会では，障害者歯科の地域格差を解消する目的で，2015 年度より地域の
歯科医師会との共催による「障害者歯科セミナー（出前講座）」を企画してきました．さらに，当委員会で
は歯科口腔保健法に基づく基本的事項の目標にある「障害者・障害児の定期的な歯科検診・歯科医療の推
進」などに寄与することを目的に「障害児・者歯科検診マニュアル」を作成し，本学会HPに掲載して広く
活用できるようにしました．
　今回のシンポジウムでは，障害者歯科セミナーで行ったアンケート結果を基に，地域の「かかりつけ歯科
医院」が障害者歯科に取り組む上での課題や問題点を提示し，5 人のシンポジストから地域包括ケアシステ
ムにおける障害者歯科医療の現状と展望について話していただきます．そして，全国一律ではなく各地域の
実情や特性に合った体制で行われる歯科口腔保健法の推進に携わる「かかりつけ歯科医院」の役割である障
害者歯科医療について考えてみたいと思います．
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「地域が求める障害者の地域包括ケア 
―障害者歯科セミナーのアンケート結果から考える―」

社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園歯科部長
久保田　智彦

　現在，高齢者に対する地域包括ケアシステムが推進されています．高齢者が住み慣れた地域で生活できる
ように医療，介護，福祉サービス等が提供される制度です．この中では，地域の歯科医院は高齢患者の受診
や訪問診療を行う等のかかりつけ歯科としての役割があります．将来，高齢者と同様に地域で生活している
障害児・者も高齢者と同じように地域包括ケアの対象となり，地域の歯科医師がかかりつけ歯科医となるこ
とが理想です．
　日本障害者歯科学会は地域医療推進委員会の活動を通して，これまでに地域の歯科医師会と協働して障害
者歯科セミナーを開催してきました．その目的は，地域で生活している障害者の受け皿となる歯科医師，歯
科衛生士への障害者歯科の啓発と研修を行い，障害者がいつでもどこでも質の高い歯科医療を受けられるた
めの支援活動をすることです．このセミナーを受講した歯科医師や歯科衛生士に対して，地域における障害
者歯科をどのように感じ，どのように考えているかについて事前アンケートを行い，今回結果をまとめまし
た．
　このアンケートの結果から，回答した歯科医師または歯科衛生士の約 9割が障害者の歯科治療を経験して
おり，約 3割が歯科相談を受け入れることができる，約 5割が場合によって相談を受け入れることができる
と答えていました．障害者の歯科治療はリスクがあると思うが自院で障害者の対応ができる，センターで
行った方がよいとの回答は 4割程度でした．また，自院での診療については障害の種類にかかわらず 3割が
受け入れることができる，5 割が場合によって受け入れることができると歯科相談と同様な割合でした．予
防やブラッシングの受け入れは，約半数ができると回答していました．
　これらのことから課題として，障害者歯科の地域包括ケアにおける最前線となる 1次医療機関の歯科医師
や歯科衛生士が，もっと障害者を受け入れようとする意識を持つことだと考えられます．そして，何の支障
もなく障害者を受け入れることができる歯科医院の数を増やすことが必要と考えられます．そのための準備
として病気や対応法等の医療面だけでなく，地域にどのような障害を持った方々が住んでいるのか等の情報
や福祉の知識も必要となります．また，システムとして 1次医療機関をサポートする 2次・3次医療機関の
整備，1 次医療機関は簡単な治療や予防を担当して高次医療機関は高度な治療を行う等の役割分担，各医療
機関から他の機関への情報発信と情報の共有を行い，連携の充実を行わなければなりません．そして高次医
療機関で診療が終わった患者は 1次医療機関に戻して自宅や生活の場に近い場所で診療できるシステムにす
ることも考えなければなりません．さらに地域で行う障害者歯科の臨床では，歯科医師だけではなく歯科衛
生士の力は大きく，障害者歯科に取り組む歯科衛生士を育成，活躍できる場を広げる必要があると思いま
す．
　以上から，障害者の地域包括ケアは障害を理解している歯科医師と歯科衛生士，年齢に関係なく障害者が
相談や通院できる近所の歯科医院を現状よりも増やすことが目標と考えられます．このシンポジウムで参加
者の皆さんと意見交換ができると幸いです．

1989 年　福岡歯科大学卒業
1989 年　福岡歯科大学麻酔学講座入局
1991 年　福岡歯科大学附属病院歯科麻酔科医員
1992 年　福岡歯科大学歯科麻酔学講座助手
1994 年　医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院勤務
1996 年　福岡歯科大学高齢・障害者歯科学講座助手
2001 年　福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野助教
2013 年　療育医療センター若楠療育園勤務
2013 年　療育医療センター若楠療育園（臨床研修施設登録）指導医
日本障害者歯科学会専門医・指導医・認定医，代議員，地域医療推進委員会委員
日本歯科麻酔学会認定医，代議員
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「障がい児・者歯科診療が作る地域包括ケア」
石巻市雄勝歯科診療所所長

石巻市歯科医師会障がい児・者歯科診療所
河瀬　聡一朗

　高齢化の進行している日本において，高齢者が人生の最期まで住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるため
に必要な支援体制を作り上げるシステムが，厚生労働省の進める地域包括ケアシステムです．この地域包括ケアシ
ステムは地域によって取り組みの状況が様々で，適当に活用されていない地域も少なくありません．
　障がい児・者も高齢者と同じく，地域で支える必要がある者も多く居ますが，ようやく地域包括ケアシステムが
全国的に考えられ始めてきたという現状です．
　宮城県石巻市は 2011 年 3 月に発生した東日本大震災の津波で甚大な被害を受けました．それにより家屋の被災，
人口の流出により，震災前の地域で支え合うという環境が稀薄となりました．そこで石巻市も 2013 年 8 月に地域包
括ケアセンターを開所し，システムの構築を急ぎました．しかし，障がい児・者に対するシステム構築にまでは追
いついていない状況でした．
　その状況下で，石巻市歯科医師会障がい児・者歯科診療所が 2017 年 12 月に石巻市，隣接する女川町，東松島市
からの委託事業として開所しました．当診療所にも様々な背景を持つ患者が受診します．被ネグレクト，不登校，
引きこもり，極度の肥満の障がい児・者も少なくありません．そのような患者に対して多職種と連携し，どのよう
に歯科が関わっていくべきかを検討し，然るべき機関との連携を図っています．
　また 2018 年からは宮城県歯科医師会と連携し，県内各地で障がい児・者を診られる歯科環境整備を目的に，歯科
医師，歯科衛生士を対象とした県独自の障がい児・者歯科認定歯科医師・歯科衛生士養成コースを 3カ年計画で開
始しました．
　2018 年度の講習会では，障がい児・者の理解から始め，障がい児・者の口腔内の特徴，障がい児・者歯科診療に
ついて，緊急時の対応等を実習を交えて講義を行いました．また障がい児・者歯科についての理解と同時に患者の
背景について見る目を持つことを伝えてきました．
　講師は歯科関係者だけではなく障がい児・者に関わる多くの職種に協力をしてもらいました．例えば東北福祉大
学の福祉心理学科教授からは障がい児・者本人，親の心理について学びました．石巻社会福祉協議会職員からは，
麻痺のある患者の誘導方法や車いすやストレッチャーから診療台への移乗について，石巻赤十字病院の看護師から
は，心電図モニターの装着方法や静脈確保の方法について学びました．
　石巻では障がい児・者歯科を通じて多職種との連携を図り始めてまだ間もない状況にありますが，今後も上記の
取り組みを継続し，障がい児・者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるために必要な支援体制をより多く
の職種と作り上げていきたいと思っています．
　今回の貴重な機会に，石巻での取り組みを紹介させていただくと共に，皆様の地域での取り組みなどを教えてい
ただき，本国の障がい児・者に対する地域包括ケアシステムについて一緒に考えていければと思っています．

2003 年　松本歯科大学卒業
2004 年　松本歯科大学障害者歯科学講座入局
2006 年　松本歯科大学大学院入学
2008 年　松本歯科大学障害者歯科学講座医局長
2010 年　松本歯科大学大学院卒業　学位取得
2012 年　松本歯科大学障害者歯科学講座講師退職
2012 年　石巻市雄勝歯科診療所所長
2017 年　石巻市歯科医師会障がい児・者歯科診療所指導医（兼任）
日本障害者歯科学会代議員，地域医療推進委員会副委員長，大規模災害支援委員会委員
日本障害者歯科学会指導医，専門医，認定医
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
歯科臨床研修医指導医
石巻圏摂食嚥下研究会会長
男の介護教室代表
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地域包括ケアシステムにおける障害者歯科医療を考える　� 座長：江 面　陽 子�
� 二 宮　静 香

「地域包括ケアにおいて歯科衛生士が担う役割と関わり」
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック

有友　たかね

　介護保険法改正のなかで，「地域包括ケアシステム」という用語が初めて使用された 2005 年（平成 17 年）
から，今年で 14 年目を迎える．近年では，それぞれの自治体で盛んに地域連携が取り組まれている．地域
医療連携が推進される中，歯科が求められることの多くは，生命をつなぐ「食べる」ことに関連した口腔機
能の回復や感染予防を目的とした「口腔ケア」における口腔衛生改善などの口腔健康管理である．私たち歯
科衛生士は，患者の生活機能を維持するために重要な口腔機能をリハビリテーションや口腔衛生管理を通じ
てサポートすることとなる．しかしながら，歯科からの支援だけでは，患者のQOLを維持向上させるには
十分ではない．私たちは，他の職種と連携を図ることにより，支援の充実を構築することができる．そのた
めには，医療職，介護福祉職，リハ職などの多職種とチームの仲間となり，transdisciplinary�team�model
のように，他の職種の役割を理解し，情報を共有する方法やお互いに補い合えるような関係性を地域で育ん
でいかなければならない．そのなかで，歯科衛生士は歯科の立場から患者やその家族に寄り添える身近な存
在として，口腔衛生改善のみならず，口腔に関する訴えはもちろんのこと，患者のバイタルサインの変化や
介護する側の介護負担の軽減を意識した支援の方法を検討し，患者のQOLの維持向上を見据えた口腔健康
管理の実施が責務であると考える．
　また若年層の患者に対して，この地域包括ケアで培った地域連携を活かすためにも，患者を中心に関わる
多職種を把握し，連携においてのキーパーソンは誰なのか，情報共有の方法などをその都度，検討する必要
があると考える．
　平成 24 年に「食べる」支援を目的として開設された当クリニックでは，食とコミュニケーションのリハ
ビリテーションとスペシャルニーズデンティストリーを主軸とし，東京都多摩地区において地域支援を行っ
ている．また，地域包括ケアシステムの一環で行われる小地域ケア会議や認知症等の地域連携会議に参加
し，その一環を担っている．
　今回は地域包括ケアにおける歯科衛生士が担う役割とその関わりを演者が経験した症例を交えて紹介す
る．地域医療において，支援の形はさまざまであるが，患者やその家族に寄り添い，健やかな口腔環境を構
築できる生活支援を実現するために，歯科衛生士の立場から行える支援を報告する．

1994 年　　順正短期大学保健科歯科衛生専攻卒業
1994 年　　医療法人森田会平和通り歯科クリニック勤務
1997 年　　障害者歯科おりづる歯科医院勤務　主任歯科衛生士
2004 年　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科医歯科学専攻修士課程修了
2006 年　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科創生医科学専攻博士課程修了
2009 年　　日本歯科衛生士会認定歯科衛生士（障害者歯科分野）取得
2009 年　　日本障害者歯科学会指導歯科衛生士取得
2011 年　　平成 23 年度厚生労働科学研究　研究補助員
2011 年　　日本歯科衛生士会認定歯科衛生士（老年歯科分野）取得
2013 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勤務
2017 年　　日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士取得
日本障害者歯科学会代議員
日本障害者歯科学会教育検討委員会歯科衛生士養成部会委員
日本障害者歯科学会歯科衛生士連携委員会委員
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地域包括ケアシステムにおける障害者歯科医療を考える　� 座長：江 面　陽 子�
� 二 宮　静 香

「地域で関わる脳卒中患者のオーラルマネジメント」
医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科部長

平 塚　正 雄

　超高齢社会を迎えたわが国は，医療および介護に依存せずに生きられる健康寿命の延伸が喫緊の課題と
なっている．健康寿命が著しく損なわれる脳卒中は，わが国における死因の第 3～4位を占め，要介護の原
因疾患として大きな割合を占めている．脳卒中の発症予防と医療の充実は，わが国で最重要課題に位置付け
られており，平成 30 年 12 月 14 日には健康寿命の延伸等を図るための「脳卒中・循環器病対策基本法」が
公布され，その条文には歯科の役割も明記されている．脳卒中の後遺症が重度になると日常生活動作
（ADL；Activities�of�Daily�Living）は制限され，生活の質（QOL；Quality�of� life）が低下し，健康寿命を
損なうことになる．しかし，脳卒中医療の質の向上は健康寿命の延伸に直結するため，脳卒中医療は治療時
間軸に沿って，急性期，回復期および維持期の各ステージに機能分化されている．各ステージで担当する医
療機関は地域連携クリティカルパスを用いて，それぞれの医療機関と情報共有を図り，地域の実情に合わせ
たご当地ニーズの地域完結型診療体制を整備しつつある．急性期では救命を含めた「疾病」の治療および廃
用症候群予防のためのリハビリテーションを行い，回復期では摂食嚥下，移動，セルフケア，コミュニケー
ションおよび認知などの複数領域に残存した「障害」に対して，ADLの自立向上や自宅復帰支援に繋がる
ADLアプローチを行う．維持期では全身状態の安定した慢性期の患者が中心となり，回復期で獲得した
ADLを維持・向上させるための「生活」再建に向けたQOLアプローチを行うことになる . このような脳卒
中医療では，回復期が「医療から生活への架け橋」として重要なステージになり，回復期におけるADL獲
得は，その後の維持期における生活復帰能力を左右する大きな要因になる．脳卒中発症後のADL帰結は重
症度により異なるが，多くの場合，発症後 3カ月程度でADLの回復がプラトーに達する．そのため脳卒中
地域連携パスでは脳卒中発症後の転帰予測に基づいた適切なゴール設定を回復期で評価し，検討することに
なる．
　地域における脳卒中患者への歯科の関わり方は，回復期で獲得したADL能力や日常生活に関する情報を
院内多職種や地域内多職種で共有することが大切になる．当院で転院または退院予定の脳卒中患者の歯磨き
自立度を調査したところ，7 割の患者が歯磨き介助を必要とするADLレベルであった．このような状況に
ある脳卒中患者では，治療や処置のみで終わるのではなく，口から食べることを多職種協働で支え，将来に
わたる口腔の保健，健康プランを提示していくためのオーラルマネジメントが必要になる．
　本シンポジウムでは，脳卒中患者の様々な環境のなかでの「自立（その人らしい生活）」を目標とした
「生活モデル」に視点をおいた，治し支える「生活支援型」の歯科医療について，地域歯科医師会の取り組
みを交え，リハビリテーション病院歯科の立場から述べてみたい．

1987 年　　　　福岡歯科大学歯学部卒業
1991 年　　　　福岡歯科大学歯科麻酔学講座助手
1992 年　　　　福岡歯科大学高齢・障害者歯科助手
1998 年　　　　歯学博士
1999 年　　　　医療法人大乗会福岡リハビリテーション病院障害者歯科部長
2002 年　　　　沖縄県口腔衛生センター歯科診療所診療部長
2004 年～現在　医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科部長
日本障害者歯科学会理事，代議員，専門医指導医，専門医，認定医，地域医療推進委員
会委員長，専門医委員会副委員長
日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医，認定医
日本老年歯科医学会指導医，専門医，認定医，摂食機能療法専門歯科医師
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
福岡歯科大学診断・全身管理学講座麻酔管理学分野非常勤講師
福岡市歯科医師会地域連携室副室長
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「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて」
埼玉県本庄保健所長

遠 藤　浩 正

　私は平成 9（1997）年，埼玉県庁に入庁した行政歯科医師です．入庁してしばらくは障害者歯科診療を行
う「埼玉県歯科医師会口腔保健センター」の開設準備事務や，県内の障害者歯科診療施設や，地域の歯科医
療機関で障害者の歯科保健医療にあたっていただく「埼玉県障害者歯科相談医」の普及など，障害のある方
の歯科保健医療の体制整備に努めてきました．もともと行政に入ったのも，地域の在宅障害者が歯科診療を
受けられずに困っている姿をみて，「地域住民と歯科をつなぐ役割が必要なのではないか」と思ったことが
きっかけだったので，いくつかの困難はありましたが，多くの方々のご協力を頂きながら取り組むことがで
きました．
　平成 15（2003）年，埼玉県所沢保健所（当時）に異動になり，歯科保健と併せて精神保健担当を所掌す
ることになってから 6年間，2 つの保健所で精神保健業務に取り組みました．
　学生時代，隣接医学としての「精神医学」を学んだことのない私にとって，最初は戸惑うこともありまし
たが，着任して 2日目に関わった，統合失調症の青年との出会いが大きな転機となりました．精神科病院へ
同行受診する際，車の中で大きな声を上げたりする彼の姿をみて，私は当初「とんでもない仕事を担当する
ことになった…」と頭を抱えました．「この仕事をやっていけるのだろうか…」と．しかし病院に着く直前，
急に静かになった彼の顔を覗くと，ほんとうに辛そうな表情をしていたのです．その時，「ああ，精神障害
者の方って，辛い思いをしているんだな」と，これは直感的に感じ取りました．それを契機に，変な言い方
ですが精神保健の仕事が「好き」になり，精神保健福祉士や保健師とチームを組んで様々なケースに取り組
みました．入院の調整に手間取って帰宅が深夜になることも一度や二度ではなく，また，今でいう「ゴミ屋
敷」の中をかき分けて入っていったり，休日，子どもを連れて遊びに出かけたら緊急の電話が入り，また家
に引き返したり…．地域の方々に囲まれて「保健所は何をやっているんだ」と叱責を受けたこともありまし
た．それでも嫌にならなかったのは，仲間の助けと上司の理解があったからだと思います．そして，今こう
して歯科医師の保健所長として，曲がりなりにも仕事をしていけるのは，あの当時の様々な経験を通して，
地域保健の現場にどっぷり浸かっていられたおかげだと思っています．
　あの当時は患者さんを医療につなげることに汲々としていましたが，精神科病院は決して「終の棲家」で
はありません．地域包括ケアシステムが目指すものは「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続け
ること」であり，それはどのような条件を背負っていても，すべての方が等しく享受できるシステムである
ことが求められています．平成 29 年 2 月の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書」
では「地域生活中心」という理念を基軸としながら，精神障害者が，地域の一員として，安心して自分らし
い暮らしができるよう，医療，障害福祉・介護，社会参加，住まい，地域の助け合い，教育が包括的に確保
された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築をめざすことを新たな理念として明確にしま
した．
　シンポジウムでは，精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの必要性やその目指す姿，また地域での
取り組み実践例についてご紹介する予定です．歯科との関連については，あまり触れることはないかも知れ
ませんが，この機会に，障害者歯科学会会員の皆さまに，改めて精神保健に対する理解を深めていただく
きっかけとしていただければ，私にとって望外の幸せです．

1990 年　明海大学歯学部歯学科卒業
1994 年　明海大学大学院歯学研究科修了
1994 年　明海大学歯学部助手（口腔衛生学講座）
1997 年　埼玉県衛生部健康増進課医員
2012 年　埼玉県熊谷保健所医幹（広域調整担当）
2014 年　埼玉県保健医療部健康長寿課副課長
2016 年　埼玉県東松山保健所長
2019 年　埼玉県本庄保健所長
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人生の最終段階における医療への歯科の関わり　� コーディネーター：藤 井 　　航

「シンポジウムのねらい」

九州歯科大学歯学部口腔保健学科多職種連携教育ユニット教授
藤 井 　　航

　内閣府が発表している令和元（2019）年版高齢社会白書によると，我が国の総人口は 1億 2,644 万人，高
齢化率は 28.1％，3,558 万人となっています（平成 30（2018）年 10 月現在）．将来推計人口でみると，我が
国の総人口は長期の人口減少過程に入っており，令和 35（2053）年に 1億人を割った後も減少を続け，令
和 47（2065）年には 8,808 万人になると推察されています．一方，65 歳以上人口は「団塊の世代」が 75 歳
以上となる令和 7（2025）年には 3,677 万人に達すると見込まれています．その後も増加傾向が続き，令和
24（2042）年には 3,935 万人でピークを迎えると推計されています．このように，高齢者人口は増加を続け
ていることとはうらはらに．人口は減少の一途をたどっています．これは，出生数の減少ももちろんではあ
りますが，高齢者を含め「人生の最終段階（死）」を迎える人口も増えることを示唆しています．
　もともと，開業医主体で発展してきた「歯科」は，一部の歯科口腔外科を除けば「人生の最終段階（死）」
とは距離をおいた存在でした．しかし，緩和ケア病棟やホスピスの増床，周術期等口腔機能管理における緩
和ケアへの対応開始，さらには「治療中心型」から「治療・管理・連携型」への変換など，これからの歯科
治療において「人生の最終段階（死）」を迎えている患者への対応は必要不可欠になっていくと考えます．
　そこで，本シンポジウムでは，「人生の最終段階（死）」にいち早く携わっている 4名の高名な講師に登壇
して頂きます．歯科医師，歯科衛生士からは，「人生の最終段階（死）」に対して歯科として何ができるのか
などを，病院勤務の看護師，訪問看護ステーション勤務の看護師からは，歯科に何を期待するのかなどにつ
いて実際の症例を交えながらご講演頂きます．その後，各講師に参加して頂き，会場とともに討論を行いた
いと考えています．
　本シンポジウムが，参加者の臨床の一助になり，1 人でも多くの患者さんが安らかな「人生の最終段階
（死）」を迎えて頂ければ幸いです．

1998 年 3 月　　愛知学院大学歯学部歯学科卒業
2004 年 3 月　　藤田保健衛生大学大学院修了　博士（医学）取得
2004 年 4 月　　藤田保健衛生大学医学部歯科口腔外科助手
2007 年 4 月　　藤田保健衛生大学歯科口腔外科助教　七栗サナトリウム歯科勤務
2013 年 1 月　　藤田保健衛生大学歯科講師
2013 年 8 月　　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム歯科講師
2015 年 4 月　　九州歯科大学歯学部歯学科老年障害者歯科学分野准教授
2018 年 1 月　　九州歯科大学歯学部口腔保健学科地域・多職種連携教育ユニット教授
2019 年 4 月〜　現職
日本障害者歯科学会認定医・指導医
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人生の最終段階における医療への歯科の関わり　� 座長：藤 井 　　航

「終末期を支える歯科医療」

浜松市リハビリテーション病院歯科部長／えんげと声のセンター副センター長
大 野　友 久

　文字通りたべることの入り口である口腔は，狭い空間であるが非常に複雑な構造をしており，出現する症
状やその原因も多彩である．特に，終末期の患者は口腔内になんらかの問題を抱えやすい．認知症や神経疾
患，いわゆる非がんの終末期においては，徐々に全身の機能が低下し口腔清掃状態が不良となりやすい．そ
の結果，う蝕や歯周炎などの歯性感染症が発症し，さらには誤嚥性肺炎など全身への影響も示唆されてい
る．がんの終末期においては，がんの進行に伴う全身状態の悪化や，薬剤投与などの治療の影響で，口腔乾
燥，口内炎，口腔カンジダ症，義歯の不適合といった口腔内の症状が出現しやすい．また自立度が低下し
て，口腔内の管理が自己でできなくなることも口腔内環境の悪化に拍車をかけることとなる．これらの問題
に対応するには，適切な口腔の管理が必要である．
　非がんの場合は徐々に機能が低下し，終末期が長いこともある．一方，がんの終末期は比較的短期間と認
識されている．がんの終末期は全身状態が短期間に悪化して死に至るため，死期に近い時期まで経口摂取が
可能な者も多い．しかし，適切な口腔管理がなされず口腔内環境が悪化していると，終末期の残り少ない経
口摂取機会において，十分な経口摂取ができないまま死に至ってしまう可能性がある．QOLの観点からも，
また残される家族の心情的にも，よりよい経口摂取が可能となるように最期まで支えることが望ましい．そ
れには適切な摂食嚥下リハビリテーションを実施することが必要であり，我々歯科医療従事者は歯科治療お
よび口腔ケアでも貢献できる．
　終末期患者に歯科が関わる際，健常者を対象にしている時にはあまり意識しない情報に注意が必要とな
る．それは「今後この患者さんがどうなっていくのか」，つまり予後であり，時間軸を意識することである．
非がん患者の場合は，徐々に低下していく認知や嚥下など様々な機能の変化を予測しつつ，その時々の状況
に合わせた適切な支えが必要である．がん終末期の場合は生命予後が短いため，より時間軸を意識した関わ
りが必要とされる．状況の変化が大きいためタイムリーな支えが必要であり，また亡くなった後の審美性な
ども意識した関わりが必要とされる場合もある．がん，非がん，いずれにせよ終末期になってから初めて関
わるのではなく，もっと前から時間軸を意識して関わり，終末期に備えて口腔内環境を把握し，整えておく
ことが理想である．
　終末期を支えるために，歯科が終末期患者に積極的に関わっていくことがまず必要であるが，医師，看護
師，言語聴覚士らの歯科への理解も必要であると考える．それには，より一層の相互理解・医療連携が必要
であろう．

平成 10 年 3 月　　東京医科歯科大学歯学部卒業
平成 10 年 4 月　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科入学
平成 13 年 8 月　　聖隷三方原病院リハビリテーション科歯科採用
平成 14 年 3 月　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科卒業　学位取得
平成 20 年 4 月　　聖隷三方原病院リハビリテーション科歯科医長
平成 25 年 4 月　　聖隷三方原病院歯科部長
平成 27 年 1 月　　聖隷三方原病院歯科辞職
平成 27 年 2 月　　国立長寿医療研究センター先端診療部歯科口腔外科採用
平成 29 年 4 月　　�国立研究開発法人国立長寿医療研究センター歯科先進医療開発セン

ター歯科口腔先端診療開発部在宅・口腔ケア開発室室長
令和元年 9月〜　�浜松市リハビリテーション病院歯科部長�

えんげと声のセンター副センター長
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人生の最終段階における医療への歯科の関わり　� 座長：藤 井 　　航

「人生の最終段階における歯科の関わり：歯科衛生士の立場から」

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
医療法人静心会桶狭間病院藤田こころケアセンター歯科

渡 邉　理 沙

　日本は 2025 年を目前に高齢多死社会を迎えている．われわれ歯科医療者の臨床は，診療室内での対応か
ら訪問診療における対応へ多岐にわたり変換されてきた．臨床環境の変化は，患者のライフステージや，疾
患のある方であれば病期の幅広さに反映されており，歯科衛生士が人生の最終段階を迎えた患者に対応する
機会も増えてきている．
　昨年，人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインが改訂され，ACP（ア
ドバンス・ケア・プランニング/人生会議）という言葉が普及してきた．これは，命の危機が迫った状態に
なると約 70%の方が，医療・ケアなどを自分自身で決定できなくなり，望みを人に伝えることができなく
なると言われていることから，前もって自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて，医療・ケ
アチーム等とともに繰り返し話し合い，希望を共有する取り組みである．
　歯科衛生士も医療・ケアチームの一員であると捉えると，ACP を念頭に，人生の最終段階を迎える以前
より，患者・家族等に，われわれの専門性から言える情報提供や説明を行い，最期を迎えるまでの方針を多
専門職種と共有することが増えるものと予想される．
　人生の最終段階における患者の口腔，口腔周囲，摂食嚥下関連器官は，全身状態の悪化とともに乾燥，疼
痛，易出血，機能低下などの苦痛を伴う諸症状が出現することはすでに知られている．それらの症状は「食」
という人間らしく生きるための生理的欲求を阻害する要因となり，人生の最期を迎える人のQOLに著しい
低下を及ぼす．
　それを最低限に抑えるために，予測される症状や状態をあらかじめ情報提供し，症状が出現した際に，患
者本人がどのような対応を希望するかを多職種を交えて相談することが必要であり，歯科衛生士がその皮切
りになることも現実的にはありうると考えている．また，食事に関しては，口から味わうことを，どの状態
になるまで希望するかを事前に確認することで，経口摂取が持続できる方法を検討し，提案することも可能
である．それらを患者に関わる医療・ケアチームで共有することで，患者本人が過ごしたいように過ごしな
がら最期を迎えることが現実的に叶うと想定している．
　本シンポジウムでは，在宅で最期を迎えることを希望している患者に対してACPの概念を導入しながら
介入した例を提示し，人生の最終段階における医療に関わる歯科衛生士の役割や実際の関わり方について，
参加者と共有する時間にしたいと考えている．

2003 年 4 月 1 日〜 2006 年 3 月 31 日　専門学校宮城高等歯科衛生士学院
2006 年 4 月 1 日〜 2017 年 3 月 31 日　�藤田保健衛生大学病院（現�藤田医科大学病院）歯

科口腔外科
2017 年 4 月 1 日〜　東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野
2017 年 4 月 1 日〜　県内 2箇所のクリニックから訪問診療に従事
2019 年 4 月 1 日〜　医療法人静心会桶狭間病院藤田こころケアセンター歯科
2019 年 4 月 1 日〜　朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野非常勤助教
日本歯科衛生士会認定分野B日本障害者歯科学会認定歯科衛生士
日本障害者歯科学会指導歯科衛生士
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人生の最終段階における医療への歯科の関わり　� 座長：藤 井 　　航

「病院看護師の立場から」

藤田医科大学七栗記念病院
竹腰　加奈子

　がんの罹患数と死亡数は人口の高齢化が要因となりともに増加し続けており，終末期の対応は近々の医療
課題である．がん終末期においては様々な症状が出現し患者のQOL低下をまねく．死亡前 1か月頃から食
欲不振が増加すること（恒藤，1996）や，飲食時の嚥下困難を感じている患者が多く（高橋，2011），終末
期がん患者では口腔内症状の発生頻度が高く，口腔乾燥は死期が近づくにつれ発現率は増加する（岩崎，
2012）．
　当院の調査においても，死亡前 4週間より口腔乾燥や舌苔が悪化し，嚥下機能が低下していた．また，日
常生活動作が低下する中で，口腔ケアも自己にて行えなくなる患者も多く，口腔内環境の悪化はセルフケア
や嚥下機能低下のサインと考えることができる．
　そのため，常に口腔内を観察し専門的に関わっている歯科・歯科衛生士の情報は，口腔内の変化に早期に
気づくことができ，嚥下機能低下の早期発見につながる．それらの情報を多職種で共有し，口腔内トラブル
による苦痛の緩和に努めることが緩和ケア病棟においては重要となる．
　また，緩和ケア病棟において，臨死期が近づくにつれて嚥下機能は低下し，経口摂取ができなくなる半面
で，“好きなものを食べたい”という患者の思いや，“食べさせてあげたい”という家族の希望が聞かれる場
合が多い．より長く経口摂取を継続してもらうために，多職種で誤嚥予防に向けて取り組み，より安全に摂
取してもらう必要がある．
　終末期がん患者において，患者の病状は予後によって大きく変化し，それに伴い患者・家族の思いも変化
するため，経口摂取に対する介入方法も変化する．嚥下機能や口腔内環境を観察するだけでなく，患者の病
状の変化を把握し，患者の希望や嗜好品，食事に対する考え方など患者や家族の思いを汲み取り，最期に患
者らしく過ごせるようQOLの視点で食べることへの支援をすることが重要である．
【参考文献】
・国立がんセンターがん情報サービス（2019）．最新がん統計
・岩崎静乃，大野友久，森田達也，他（2012）．終末期がん患者の口腔合併症の前向き観察研究．緩和ケア，
22（4），369-373．�
・高橋由希子（2011）．終末期がん患者における口腔関連QOLとそれに影響を与える因子．日本歯科衛生
学会雑誌，5（2），23-37．

・恒藤暁，池永昌之，細井順，他（1996）．末期がん患者の現状に関する研究．ターミナルケア，6（6），
482-490．

1998 年 3 月　四日市市立四日市高等看護学院卒業
1998 年 4 月　�藤田保健衛生大学七栗サナトリウム就職�

（2018 年より藤田医科大学七栗記念病院へ名称変更）
2007 年 7 月　日本看護協会認定看護師「摂食・嚥下障害看護」取得
2015 年 3 月　三重大学大学院医学系研究科看護学専攻実践看護学領域がん看護分野修了
日本摂食嚥下リハビリテーション学会（学会認定士）
日本静脈経腸栄養学会（代議員）
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人生の最終段階における医療への歯科の関わり　� 座長：藤 井 　　航

「在宅看護の立場から」

みんなのかかりつけ訪問看護ステーション緑所長
吉 村　元 輝

　人生の最終段階の療養場所に約 6割の人が在宅を希望し，国は社会保障システムを維持しつつ，療養場所
の希望を叶えるために在宅療養支援を進めている．在宅で最期まで生ききるためにも人生の最終段階に生じ
る全人的苦痛への支援が必要となる．全人的苦痛には身体・精神・社会・スピリチュアル面と 4側面が存在
し，それらの苦痛に対応し，生きる希望を抱き続けられる関わりが人生の最終段階には必要な支援となる．
　いよいよ最期が近づくと疾患に関わらず多くの患者が身体的な自立を奪われていく．この時期の身体症状
としては食欲不振や全身倦怠感が生じることが多いとされている．食欲不振によって経口摂取量が減少すれ
ば唾液分泌が低下し，口腔乾燥から口臭が発生し，言葉を奪い家族や友人との会話が減っていく．身体の自
由を奪われ，さらに家族や友人との会話を奪われることでの孤独感は精神的苦痛となり，また外部との交流
減少で社会との繋がりがなくなることは社会的苦痛やスピリチュアルペインとなる．これらの苦痛を緩和
し，最期までその人らしく生きることを可能にするためにも口腔内の衛生環境を整えることは重要な支援と
なる．また，在宅療養中の患者や家族から「食べてないから歯磨きはいらないでしょ」という言葉をきくこ
とがある．この認識により口腔内の衛生環境はますます悪化し，食事摂取ができなくなる．しかし，口腔ケ
アにより，口腔衛生環境が整うことで食事を味わえることが可能になる例もある．あるがん末期の患者は，
栄養管理と口腔ケア後に「たくさんは食べられないんですが，味わえるということが嬉しくて」と少量の経
口摂取を楽しむことに喜びを訴えた．また当然，口腔衛生環境を整え，肺炎を予防することは人生の最終段
階で不必要な苦痛を与えず，最期まで在宅で自分らしく生ききるためには重要な支援である．
　これまで在宅で支援した患者には，高齢独居の筋萎縮性側索硬化症や寝たきり独居の多発性硬化症など神
経難病の患者，老老介護の脳梗塞後遺症の患者，当然がん末期や認知症などで人生の最終段階を迎えている
患者もいる．神経難病の患者は，人工呼吸器やその他医療機器が生活に必要となり，日頃の口腔ケアだけで
なく歯列矯正などの介入も必要となる．簡単に歯科医院の受診ができないからこそ，在宅への訪問歯科診療
介入が重要な支援となる．またその他疾患であっても人生の最終段階が近づけば嚥下機能が悪化し，誤嚥性
肺炎のリスクを上げ，何より好きなものを美味しく味わう機会を奪うことにつながる．またサルコペニアや
悪液質が進行し，義歯も合わず装着時の痛みがストレスとなり食事摂取もしなくなる高齢患者もいる．義歯
調整を在宅で実施できることも患者・家族から非常に喜ばれる支援となる．人生最期まで自分らしく生き，
味わい，人との交流を楽しむための歯科医師，歯科衛生士の介入は全人的支援の一つとなるといえる．
　このように訪問歯科介入は最期まで自分らしく生ききることにつながる支援の一つであると認識してい
る．しかし，現状では在宅医療関係者の中にも歯科介入の知識や連携が十分ではなく，患者・家族への必要
性の説明が十分にできず，介入の障壁となっている可能性も考えられ，それらの障壁を改善する連携が必要
となってくる．このシンポジウムでは在宅で人生の最終段階を過ごしている患者への訪問歯科介入の必要性
認識と連携強化について，症例を通して考える機会としたい．

2005 年　�看護師国家資格取得�
藤田保健衛生大学病院（現藤田医科大学病院）勤務

2012 年　日本看護協会認定緩和ケア認定看護師資格取得
2015 年　日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士資格取得
2018 年　みんなのかかりつけ訪問看護ステーション名古屋
2019 年　みんなのかかりつけ訪問看護ステーション緑所長
藤田保健衛生大学医学部非常勤講師
名城大学薬学部非常勤講師
朝日大学歯学部非常勤教員
その他研修会講師多数歴任

シンポジウムⅢ
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　聴覚障害は，外からは分かりづらい障害のため，他の人が当事者の状況を想像したり理解したりすること
には，とても困難を伴います．医療現場では，知らず知らずのうちに当事者の意に沿わない対応がなされた
り，情報提供やコミュニケーションが十分でないまま治療が進んだりすることもあります．不十分な対応で
当事者が心を痛めることがないよう，歯科治療のときには，適切な情報収集，環境設定，情報・コミュニ
ケーション保障そして言語文化的アプローチなどをすることが必要です．
　診療前の情報収集として，患者さんのきこえとコミュニケーション方法について知ることは必須です．ま
た失聴時期や左右の耳の聴力，耳鳴りの有無，成育歴や学校歴，人工内耳の装着時期と耳鼻科主治医などを
知っておくと診療の際の対応に役立ちます．
　環境設定として，筆談や手話に応じることを明記し表示する，筆談用具を用意する，電話以外の連絡手段
（FAX，メール，コミュニケーションアプリなど）を用意することなどで，聴覚障害のある患者さんが受診
前からバリアなく医療機関にアプローチできます．またその医療機関に配慮があることが分かり，患者さん
の緊張や不安は緩和されやすくなります．
　情報・コミュニケーション保障とは，聞こえる人に提供している情報と同じ量を提供することと，患者さ
ん本人に一番分かりやすいコミュニケーション方法を組み合わせることで確実に意思疎通を図ることです．
聴覚障害のある人が使用するコミュニケーション方法には，筆談（音声認識技術を含む），口話（読話や発
語），手話（日本手話や日本語に対応した手話），指文字，大きな声，サインや身振りなどがあります．また
補聴器や人工内耳といった補聴機器を使用する人もいます．聴覚障害のある人には，日本語の読み書きが苦
手な人がいたり，手話の通じない人がいたり，補聴器を装用していても音声の理解が困難な人がいたりする
ことなどから，聴覚障害のある人すべてに対応できる万能なコミュニケーション方法は存在しません．その
ため，個々人に合わせさまざまな方法を組み合わせる必要があります．また補助的に模型，絵，写真や動画
などの視覚的な素材を使うことは，情報を伝えるうえで特に有用です．
　聴覚障害のある人の中でも，「ろう者」と呼ばれるグループがあります．日本手話と呼ばれる独自の文法
をもつ視覚言語を母語とする人々です．独自の言語による文化（ろう文化）をもつことが知られています．
ろう者に対しては，文化の違いがあることを理解し，手話（手話通訳を含む）コミュニケーションを行う言
語文化的アプローチが重要です．
　本講座では，聴覚障害のある方々の多様なきこえの世界，歯科治療上の配慮やコミュニケーション方法な
どについて，これまでの経験をもとにお話ししたいと思います．

1998 年 3 月　　大阪大学歯学部卒業
2002 年 3 月　　大阪大学大学院歯学研究科修了
2002 年 4 月　　大阪大学歯学部附属病院医員
2003 年 3 月　　同助手
2007 年 4 月　　同助教
2008 年 7 月～　同外来医長
2016 年 4 月～　同講師
2018 年 9 月　　コペンハーゲン大学歯学部客員研究員
　　　　　　　現在に至る
日本障害者歯科学会代議員，指導医，認定医，専門医指導医，専門医
聴障・医ネット幹事

� 座長：遠 藤　眞 美

「聴覚障害者への歯科的対応」

大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部講師
村 上　旬 平

教育講座Ⅰ
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　昭和 22～24 年生まれの団塊世代が 65 歳以上になった平成 24 年以降，日本は世界でも類を見ない高齢社
会に突入した．歯科医院に来院される患者も基礎疾患を持たない患者がむしろ珍しい時代の到来である．そ
のため，これからの歯科臨床では，現在臨床に携わっているDr．達が学生時代に散々勉強した神経原性
ショックやアナフィラキシーショック，局所麻酔中毒等，健康人でも起こりうる全身的偶発症への対応だけ
でなく，高血圧や狭心症，脳卒中など基礎疾患の急性増悪への対処が必須である．
　このため，歯科保険点数においても「歯科治療時医療管理加算」が設定され，特定の全身疾患に罹患して
いる患者さんに対し，全身状態の把握，管理等に必要な機器，機材等が整備されている保険医療機関では歯
科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため，患者の血圧，脈拍，経皮的動脈血酸素飽和度を
経時的に監視し，必要な医療管理を行った場合に 45 点が算定できることになった．このため血圧・脈拍・
経皮的酸素飽和度計を実臨床で使用する機会も増えたことと思われる．また，装置の小型化に伴い，在宅往
診など施設外でも重宝されているに違いない．
　しかし，モニターの画面に表示されるのはあくまでその患者の全身状態の一部を反映しているにすぎな
い．また現状モニターにはAI のような自己判断機能は装備されていないので，正しくない操作では，正し
くない結果しか表示されない．このような事態を避けるためには，やはりモニターに表示される数字，波形
について，その測定原理，数値とその意義，エラーの要素とその対処法を理解しておくことが大事となる．
　今回の教育講座では近年多用されるようになった血圧，脈拍，経皮的酸素飽和度計，四肢誘導心電図が表
示されるマルチモニターについて，Data の取り方，読み取り方，特に機器の特徴と臨床での勘所について
解説・講義する予定である．拙い講義ながら，会員諸兄の臨床の一助となれば幸いである．

平成 2年 3月� 日本歯科大学新潟歯学部卒業
平成 8年 3月� 日本歯科大学大学院新潟歯学研究科修了　博士（歯学）
平成 9年 8月� 日本歯科麻酔学会認定医取得
平成 11 年 4 月� 日本歯科大学講師（新潟歯学部歯科麻酔学講座）
平成 16 年 6 月� 日本障害者歯科学会認定医取得
平成 18 年 10 月　日本歯科大学准教授（新潟病院・歯科麻酔・全身管理科）
平成 19 年 4 月� 日本歯科大学新潟病院障害者歯科センター長併任（21 年 3 月迄）
平成 19 年 5 月� 日本歯科麻酔学会専門医取得
平成 20 年 8 月� 日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科長就任
� 日本歯科大学新潟病院歯科鎮静・リラックス外来医長併任
� 日本歯科麻酔学会歯科麻酔学指導施設指導医

� 座長：重 枝　昭 広

「マルチモニターを使ってバイタルサインを読み取る」

日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科長・准教授
大 橋 　　誠

教育講座Ⅱ



272

教育講座

　歯の形成不全は歯科関係者がよく遭遇する先天異常です．エナメル質によく起こりますが，象牙質やセメ
ント質に起こる場合もあります．歯の形成不全は患者さんにとっては現在だけでなく，将来の咬合や歯科疾
患の発生に大きな影響を及ぼすことが多いため，現在を断片的で捉えるのではなく，成長発達変化の経過点
と考えた小児期からの管理と加療が必要です．このような疾患は過去の発育異常の記録であり，骨のような
リモデリングのない組織である歯の組織に刻み込まれるため，しばしば全身的な疾患の一症状として表れる
という認識が大切です．様々な全身疾患の随伴症状としてエナメル質を中心とした歯の形成不全が挙げられ
ているのはその証と言えるでしょう．これらの異常は口腔という環境に起こるため，歯科関係者だけが異常
を早期に発見できるのです．
　歯の形成不全のなかで最も多いエナメル質形成不全の原因を大別すると遺伝するものと遺伝しないもの
（全身的，局所的原因）に分かれます．前者は遺伝性エナメル質形成不全症であり，すべての歯が罹患し，
血族内で遺伝します．遺伝しないもののうち全身的な原因としては，乳幼児期の発熱性疾患や感染症，過剰
なフッ化物摂取などが挙げられます．また，局所的な原因としては乳歯の外傷や根尖性歯周炎がよく知られ
るところです．
　以上が従来エナメル質形成不全とされていたものですが，近年，Molar�Incisor�Hypomineralization�（MIH）
と称されるエナメル質形成不全の存在が明らかになってきました．MIHは第一大臼歯と切歯に限局して発
症するエナメル質形成不全です．発症した歯に認められる症状は，変色や実質欠損が主であり，その重症度
は左右非対称です．また，萌出直後は実質欠損のない変色歯であったものがその後に歯冠破折を起こすこと
もあり，著しい知覚過敏を示すこともあります．重症なものはエナメル質だけではなく，形成障害がしばし
ば象牙質に及びます．諸外国の調査では，MIHの罹患率は 2.8～40.3％となっています．また，日本国内で
は，我々が千葉県八千代市で行った調査で 11.9％，その後に日本小児歯科学会が行った全国調査によると罹
患者率は 19.8％でした．もちろん軽症のものから重症のものまでを含めたデータですが，この疾患は日本で
の患者は予想以上に多いにもかかわらず，その認知度はまだ低いと言わざるをえません．
　形成不全に罹患した歯の自覚症状は変色や実質欠損，著しい知覚過敏などであり，これらの症状に対応す
るためには歯冠修復を行うことが必須となります．成長発達過程にある小児の幼若永久歯への歯冠修復は
「歯列周長や咬合高径，咬合位の回復および安定につとめ，将来補綴処置を行うまでこれを維持する」ため
の暫間修復を行うことが原則です．つまり，この時期の治療は将来の最終治療へのつなぎに徹することが大
切であり，そのためには定期検診を中心とした長期管理が必要となります．
　今回の講演では歯の形成不全の概要とMIHを中心とした診断，管理に関してお話しする予定です．

平成 4年 3月� 大阪大学大学院博士課程歯学研究科臨床系専攻修了
平成 4年 4月� 大阪大学歯学部附属病院小児歯科医員
平成 7年 4月� 大阪大学歯学部小児歯科学講座助手
平成 10 年 1 月� ドイツ・マックス-プランク生物学研究所免疫遺伝部門ポスドク
平成 12 年 4 月� 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室助手
平成 14 年 11 月　大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室助教授（准教授）
平成 20 年 4 月� 東京歯科大学小児歯科学講座主任教授
現在に至る
日本障害者歯科学会認定医
Pediatric�Dentistry�of�Association�of�Asia�（PDAA）�President
日本小児歯科学会副理事長，専門医指導医
日本小児口腔外科学会理事，認定医指導医
日本歯科医学会評議員　ほか

� 座長：山口　さやか

「歯の形成不全の最近の実情と対応」

東京歯科大学小児歯科学講座教授
新 谷　誠 康

教育講座Ⅲ
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　ダウン症候群（ダウン症）は，筋の低緊張，顔面・口腔の形態異常の他に，循環器や消化器系の合併症を
伴うなどの特徴があります．また，近年では医療技術の進歩により，ダウン症の平均寿命は約 60 歳にも達
しています．若年期からダウン症は退行様症状が出現することを考慮すれば，早期より食事に関する対応が
必要なのではないでしょうか．
　摂食指導を行う中で，ダウン症の保護者からの主訴として上位にくるのが，「噛まずに丸のみしている」
「口が開いている」「舌が出ている」です．
　通常，定型発達児であれば，生後 6カ月頃から咀嚼の前段階となるマンチングが出現し，生後 9～11 カ月
頃になると舌が左右に動き始め食べ物を左右に移動させて左右の歯槽堤で食物をすり潰す動きへと変化して
いきます．
　しかし，これは定型発達児の場合でありダウン症児ではどうかというと多くの場合，粗大運動能の遅れ，
筋の低緊張や舌のコントロール不良などさまざまな要因により，ダウン症の咀嚼機能の獲得を阻害している
ことが多く見られます．諸外国の報告では，ルーチンにダウン症に対して嚥下造影検査（VF検査）を行っ
た結果，かなりの割合で誤嚥（サイレントアスピレーションも含む）をしている者が存在していたとしてい
ます．さらに，不十分な咀嚼は窒息の原因にもつながることがあり，適切な時期に咀嚼機能を獲得するため
の指導が必要と考えられます．また，ダウン症は重度の障害者に比較して，就労など社会参加の可能性が高
い疾患です．しかし，ダウン症の中には，給食の形態が食べられない，食べこぼしや流涎が多いなど食事の
問題だけで近隣の学校に通えない，希望の就労につけないということも少なくありません．
　ダウン症児の摂食機能の獲得は，これまでに報告されている定型発達児の獲得段階の順に獲得しないケー
スが多く，捕食や口唇閉鎖が不十分だが咀嚼機能は獲得している，押し潰し機能は獲得しているが口唇で食
物を摂りこむ（捕食機能）ことができない，というように獲得段階の順序に沿った指導は当てはまらない
ケースもあります．また，摂食嚥下機能の獲得を阻害している要因が単に機能の問題ではなく，ダウン症特
有のこだわりや感覚の異常によって引き起こされている可能性も見落としてはいけません．さらに，ダウン
症によくみられる口唇閉鎖不全や舌突出が習癖化しないための早期からのかかわりも重要です．
　咀嚼機能を獲得するための指導・訓練には，さまざまな方法があると思いますが，今回は私のこれまでの
経験を踏まえ，できるだけエビデンスに基づいたダウン症に対する評価，指導，訓練を通して，咀嚼機能の
獲得の多様性や考え方について触れてみたいと思います．

1986 年　日本女子衛生短期大学（現 神奈川歯科大学短期大学部）卒業
1986 年　東京女子医科大学歯科口腔外科入局
1992 年　昭和大学歯学部口腔衛生学教室入局
2004 年　東京都立東大和療育センター勤務
2012 年　日本歯科大学附属病院勤務
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
2015 年　�徳島大学口腔科学教育部口腔保健学専攻（修士課程）口腔機能管理学分野修了
2015 年　徳島大学口腔科学教育部口腔保健学専攻博士後期課程入学

� 座長：石川　健太郎

「ダウン症候群の子どもの咀嚼機能の獲得を目指すには」

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
水 上　美 樹

教育講座Ⅳ
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　交通事故などの頭部外傷によって生じた重度脳損傷による後遺症により，周囲とのコミュニケーションが
ほとんど不可能になった状態を遷延性意識障害という．遷延性意識障害とは，1）自力移動不可能．2）自力
摂食不可能．3）屎尿失禁状態．4）意味のある発語は不可能．5）「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命
令には応ずることもあるが，それ以上の意思の疎通は不可能．6）眼球で物を追っても認識できない．以上
の 6 項目を満たす状態が，いかなる医療の介入によってもほとんど改善することなく，3 か月以上経過した
場合である（日本脳神経外科学会，1972）．本邦の遷延性意識障害患者は約 55,000 人と推定されているが，
全国的な調査はなされておらず実態はよくわかっていない．このような状態の患者に対する口腔機能や口腔
内状態を系統的に調査した研究は少ない．
　独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）では , 千葉，仙台，岡山，岐阜の 4 か所に「療護センター」
計 230 床と，全国 6 か所に委託病床計 70 床が開設されている．これらは，自動車の交通事故による脳損傷
で重度の後遺障害者に対する専門病院として開設したものである．本研究では，遷延性意識障害者の社会復
帰の可能性を追求しながら，適切な診療と看護を行うことを目的として，療護センター入院中の頭部外傷後
の遷延性意識障害者の口腔内状況を把握し，地域歯科医療機関を主体とした口腔機能向上の効果の有用性を
調査した （朝日大学歯学部倫理委員会承認番号：28022）．
　主に中部療護センター（岐阜）に入院している頭部外傷後の遷延性意識障害者の口腔内状況を把握するた
め，歯・歯周組織と摂食状況，口腔乾燥，唾液の性状，唾液中の細菌および真菌，開口量について調査し
た．入院中の遷延性意識障害患者の口腔ケアは，看護師等の日常業務に組み込まれて実施されており，良好
に保たれている者が多かったが，う蝕歯や口腔乾燥もみられたため，口腔機能向上のため地域の歯科医療機
関との連携した専門的口腔ケアによる口腔機能向上の有用性について考察する予定である．

1990 年　朝日大学歯学部卒業
1994 年　朝日大学大学院歯学研究科修了
　 　　　朝日大学歯学部非常勤講師
　 　　　国立名古屋病院（現名古屋医療センター）歯科口腔外科勤務
1997 年　朝日大学歯学部歯周病学講座助手（障害者歯科学担当）
2004 年　朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野講師
2016 年　朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野准教授
2017 年　朝日大学歯学部附属病院（現朝日大学医科歯科医療センター）臨床教授
日本障害者歯科学会代議員，広報委員，教育検討委員，専門医指導医
日本老年歯科医学会代議員，指導医
東海障害者歯科臨床研究会幹事

 座長：柿 木　保 明

「頭部外傷後の遷延性意識障害者の現状と口腔機能向上 
―口腔内状況と地域医療機関の連携について―」

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野准教授
安 田　順 一

宿題委託研究報告
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歯科衛生士連携委員会企画集会

　歯科衛生士連携委員会では，障がい児・者に関わる歯科衛生士の人材育成とネットワーク作りを目的とし
て 2015 年から毎年，学術大会にて「歯科衛生士ミート・ザ・メンター」を企画してまいりました．
　ミート・ザ・メンターとは，普段直接話せない，身近に接する機会のない方々と気軽にお話をしていただ
き，そのなかで全国の歯科衛生士と親睦を深め連携していただくための企画です．
　5回目を迎える歯科衛生士連携委員会企画は，これまで行ってきた歯科衛生士同士の横のつながりを作る
という目的に加えて，職場での指導や育成をテーマとしてワークショップを行う予定です．
　2018 年度，ミート・ザ・メンター終了後のアンケートより，あらかじめテーマを提示して欲しいとの意
見があり，今回は「歯科衛生士の指導や育成」をテーマに挙げました．
　それぞれ違った職形態や職場環境の中で普段どのように後輩育成を行っているか，メンターからお話しし
ていただきグループワークを行っていただく予定です．また，指導する側からだけではなく，指導を受ける
側もどのように指導されたいかなど気軽にお話し合いができる場にしたいと考えておりますので，是非ご参
加下さい．
　会の進行にあたり，職場体系別にグループワークを行っていただく予定ですが，途中参加，途中退出や中
抜けも問題ありません．お一人でも気軽にご参加いただいて，全国の歯科衛生士と顔の見えるつながりを築
いていただけると幸いです．
　参加の際には，名刺をご持参下さい．

「歯科衛生士ミート・ザ・メンター 
―新人教育・後輩育成どのようにしていますか？―」

日本障害者歯科学会歯科衛生士連携委員会
委員長　梶　 美 奈 子
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ランチョンセミナー1医療福祉連携委員会企画シンポジウム

　本学会医療福祉連携委員会は，本学術大会で委員会企画のシンポジウム「精神障害者の理解と支援」を開
催します（11 月 24 日（日）10：30～12：00　C会場　都ホテル漣の間）．
　障害者福祉に携わる方々が用いる「三障害」という言葉をご存知でしょうか？　「知的，精神，身体」そ
れぞれの障害は，2015 年障害者総合福祉法施行から包括的に捉えられるようになりました．
　これまで 3年にわたって，私たち医療福祉連携委員会は障害者歯科に「権利擁護」の視点，福祉との連携
協働の考え方を導く企画を示してきました．障害と暮らす方々の日常生活の理解（2018 年，中野），差別解
消法と合理的配慮（2017 年，福岡），そして障害者の意思決定支援と権利擁護（2016 年，大宮）です．そし
て本年は，これまであまり正面から捉えられてこなかった「精神障害者の理解と支援」をテーマに据えま
す．
　ひとときにせよ，長い時間にせよ，こころを病んだひとびとはどのような日常を送っているものなので
しょうか？　私たちは精神障害者の病態は学んでいても，かれらがどのような境遇に置かれ，どのような差
別や偏見，権利侵害に苦しんでいるかを知ることは殆どありません．さまざまな経緯を経て歯科医師の目の
前に座るかれらの日常は，どのような支援にささえられているのでしょうか？　そうして，私たち障害者歯
科医がかれらの歯科診療を通して果たしうる医療者，支援者としての役割はいったいどこにあるのでしょう
か？
　今回の企画でもシンポジウム形式を採用します．予定演者は下記の方々です．
・事例の供覧
　大槻征久先生，池田実央先生（本学会医療福祉連携委員）
・精神科医療と支援
　寺田　修先生（溝口病院精神科医師）
・「つなぎ」に果たす精神保健福祉士の役割
　興津奈緒美氏（静岡県精神保健福祉士協会）

　まず医療福祉連携委員が，精神障害者のあるべき診療，支援につまづいた事例の数々を早回しで次々と供
覧します．続いて権利擁護の視点に富んだ精神科医師，寺田先生から，これらの残念な事例への対処を含め
た精神障害者の理解と支援，歯科医師に望むことをお話しいただきます．そして最後に登場する精神保健福
祉士の興津さんが，精神科医療，精神疾患の患者さんへの歯科医療と彼らを支える福祉の連携協働につい
て，自らの日常と役割を振り返りながら話します．その後フロアを交えての活発な討論につなげます．
　本年もひっそりと，中身のある企画を目指して委員一同奮闘中です．大会 2日目の日曜日午前中，会員の
先生方のご来場と討論へのご参加を心からお待ちいたします．
　なお，本学術大会では当委員会企画の前日に，精神保健福祉士の臼井潤一郎先生による教育講演 II「精神
障害者の生活とコミュニケーションのコツ」が予定されています（11 月 23 日（土）15：10～16：10　B会
場　都ホテルボールルームA･B）．当企画とも密接に関連する内容です．併せてお知らせ申し上げます．

「精神障害者の理解と支援」

日本障害者歯科学会医療福祉連携委員会
委員長　江 草　正 彦
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倫理講習会

　平成 27 年 4 月 1 日施行の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」では，臨床研究を実施される
方又は携わる方は，研究の実施に先立ち，臨床研究に関する倫理などの必要な知識についての教育の受講が
義務化されました．本学会では，人（試料・データを含む）を対象として行われる医学系研究を行う全ての
研究者が研究倫理講習会を受講できるように，本学術大会期間中に倫理講習会を企画いたしました．今回
は，国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の栗原千絵子先生をお招きして，これからの障害者歯科医
療に必要な倫理的配慮について，お話をいただきます．
　受講には，事前登録が必要ですので，学会ホームページよりお申し込みください．
　来年度より，認定医制度の申請および更新の際，「倫理講習会受講」が必要（学会主催以外の e-learning
等でも可）となる予定ですので，是非この機会に受講してください．

これからの障害者歯科医療に必要な倫理を知る

日本障害者歯科学会倫理委員会
委員長　小 松　知 子
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倫理講習会

　2017 年には個人情報保護法改正を受けた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「ヒトゲノム・
遺伝子解析研究に関する倫理指針」改正（以下「倫理指針」という）が施行され，人体試料や個人情報を扱
う研究に関する体制が整備された．
　一方，「臨床研究法」が 2018 年 4 月より施行されている．同法の適用範囲は，医薬品・医療機器等の有効
性・安全性を明らかにしようとする臨床研究であり，そのうち未承認医薬品・適応外医薬品についての臨床
研究，及び研究対象となる医薬品等の製造販売業者である企業等から資金提供を受ける臨床研究は「特定臨
床研究」とされ，「認定倫理審査委員会」の承認を受けて，規制当局へ届出を行い，公開データベースに研
究の情報を登録することが必須となっている．
　これまでの倫理指針の運用においても，歯科領域では，リスク・ミニマムの口腔内サンプルを使う場合
や，試料・情報のみを用いる研究などの場合に，倫理審査が必要なのか否か，必ずしも明らかでない・わか
りにくい等の声を聴くことがあった．さらに，「臨床研究法」施行から 1年が経過し，歯科領域で用いられ
ている材料，デバイス，薬剤などが，臨床研究法の適用対象となる「医薬品・医療機器等」を用いる研究に
該当するのか否か，判断が難しいケースもある．
　こうした新たな研究環境の中で，障害者歯科医療においては，インフォームド・コンセントを行う判断能
力が十分でない患者，重篤な疾患を抱えて医師・患者関係において脆弱な患者などを対象とする研究を進め
ることによって，これらの患者の医療・保健上のニーズに対応していかなければならない．
　本講演では，倫理指針や臨床研究法など，近年刷新された制度について概説し，歯科領域で特に注意すべ
き事項を明らかにした上，障害者歯科医療において特に配慮が必要な事項について課題提起し，議論・検討
の契機としたい．

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子医学・医療部門信頼性保証・監査室主
任研究員
神奈川歯科大学特任教授
1978 年　東京都立九段高等学校卒業
1983 年　早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
主な学術・委員活動：
A member of the Task Group TG 109 - “Ethics in Radiological Protection for Medical 
Diagnosis and Treatment”, International Commission on Radiological Protection （ICRP）
（国際放射線防護委員会「診断・治療における放射線防護に関する倫理」作業部会委員）
A member  of  the  International  Federation  of Associations  of  Pharmaceutical 
Physicians & Pharmaceutical Medicine （IFAPP） Working Group on 2nd version of 
Ethics Framework（国際製薬医学会倫理枠組第 2版作業部会委員）
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構臨床研究審査委員会副委員長
日本精神神経学会倫理委員会，利益相反委員会委員
日本医学放射線学会倫理委員会，教育委員会委員
日本核医学会倫理委員会委員

これからの障害者歯科医療に必要な倫理を知る

「研究倫理・規制の最新動向と障害者歯科医療に必要な倫理的配慮」

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 
量子医学・医療部門信頼性保証・監査室

栗原　千絵子
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専門医制度の説明会

　3年間の暫定専門医制度が終わり，次年度から日本歯科専門医機構を見据えた専門医制度を始めます．障
害者歯科診療を担う大学病院をはじめ口腔保健センター，病院歯科，認定医研修施設の代表，これから専門
医取得をめざす方，認定医指導医，認定医の方達に集まって頂き，専門医制度のための研修と専門医育成へ
のご協力を賜りますようお願い申し上げます．
　さて，専門医は「神の手を持つ医師」や「スーパードクター」を意味するのではなく，「それぞれの診療
領域における適切な教育を受けて十分な知識・経験を持ち，患者から信頼される標準的な医療を提供できる
医師」（厚労省　専門医の在り方に関する検討会　報告書，平成 25 年）と定義され，患者視点の専門医で
す．
　専門医制度改革の基本理念（厚労省 2017 年）は，以下の通りです．
　・専門医の質を担保できる制度
　・患者に信頼され，受診の良い指針になる制度
　・専門医が「公の資格」として国民に広く認知されて評価される制度
　・医師が誇りと責任を持ち，患者の視点に立ち，自律的に運営する制度
　・リサーチマインドの育成
　上記内容を実現するためには，専門医研修施設における指導医と研修プログラム統括責任者に重要な役割
が求められます．そのための手続きは，以下の流れになります．
　Ⅰ．専門医研修施設の認定
　　　�（専門医研修の責任医の経歴・業績，施設内容説明書，研修カリキュラム，プログラムチェックシー

ト）
　Ⅱ．専門医研修カリキュラムの実施
　　　�（障害者歯科専門研修の目標（専門研修後の成果），障害者歯科専門研修の到達目標，専門技能と手

技，経験すべき疾患，臨床経験症例，学会参加や学会発表・論文発表の記録，臨床現場での評価，診
察手技・能力の評価）

　Ⅲ．専門医申請
　Ⅳ．専門医試験
　現在，歯科麻酔に従事されている先生，摂食嚥下を主に行っている先生方におかれましても専門医取得の
機会があります．是非ともご出席頂き，専門医制度に向けての準備に必要な情報をご理解頂き，日本障害者
歯科学会専門医研修と専門医育成にご協力を賜り，日本の障害者歯科医療の発展に寄与して頂きますようお
願い申し上げます．

「暫定期間後の専門医制度」

日本障害者歯科学会専門医委員会
委員長　小笠原　正
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ランチョンセミナー1災害支援委員会企画ポスター展示

　日本障害者歯科学会災害支援委員会は，前期の理事長諮問委員会である大災害時対応検討委員会からの引
継ぎを受け，2018 年から常設委員会として新たに発足した委員会です．昨年は，委員会発足最初の年でし
たが，大阪府北部地震・平成 30 年 7 月豪雨災害・北海道胆振東部地震に対して，情報収集，窓口提示など
を行ってまいりました．昨年の学術大会では，委員会企画シンポジウムを開催し，障害者の歯科診療を行っ
ている口腔保健（歯科）センター（以下センター）に実施したアンケート調査の結果を公表し，これらの災
害への対応について検証を行いました．
　このなかで，センターを大規模災害時に障害者歯科医療・保健の拠点として期待できることがわかりまし
たが，防災対策や地域への支援計画などの準備が不足していることも示唆されました．
　委員会としてセンターの防災対策の一環として，災害時の障害者歯科医療・保健の拠点として活動できる
ために必要な施設の備蓄リスト案を現在，作成しております．
　今回の学術大会では，センターへ実施したアンケート結果をポスター展示し，備蓄リスト案を公開する予
定です．ぜひ，ポスター会場の災害委員会企画ブースにお立ち寄りいただき，皆さまが関係するセンターや
診療室における災害への備えの参考にしていただければ幸いです．
　多くの方のご来訪をお待ちいたします．

「障害者歯科医療機関がすべき災害への備え 
―センターへ実施した実態調査を踏まえて―」

日本障害者歯科学会災害支援委員会
委員長　服 部 　　清
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歯科衛生士連携委員会企画ポスター展示

【目的】
　歯科衛生士連携委員会では，障がい児・者に関わる歯科衛生士の人材育成とネットワーク作りを目的とし
て 2015 年から「歯科衛生士ミート・ザ・メンター」を企画してきた．2018 年には，開業医勤務，施設勤務
など就労施設別にグループワークを行った．翌年以降の企画を更に充実させるため参加した方々の思いや意
見などをアンケートによって収集したので結果を報告する．
【方法と対象】
　第 35 回日本障害者歯科学会総会および学術大会期間中，「歯科衛生士ミート・ザ・メンター」参加者に対
してアンケートを行った．アンケート回答者は 48 名であった．
【結果】
　アンケート内容は，会に参加した感想や翌年度のミート・ザ・メンター企画の継続について歯科衛生士連
携委員会に期待することなど 13 項目であった．回答者の 88％が「とても良かった」あるいは「まあまあ良
かった」と回答し，83％が翌年度以降のミート・ザ・メンター企画の継続を望んだ．また，歯科衛生士連携
委員会に期待することとして「長い継続を希望する」や「歯科衛生士の困りごとをピックアップしてくれ
た」など良好な意見がみられたが，一方具体的な要望として「スキルに繋がる具体的なことの情報も横のつ
ながりで得られるとよい」「教育カリキュラムや業務のマニュアル化について」，その他感想では，会のテー
マを事前に知りたい旨の回答があった．
【考察】
　アンケートの結果からミート・ザ・メンターを 5年間継続して全国に広がる歯科衛生士たちのネットワー
クを作るという点では，貢献できているように思うが，スキルにつながる情報や後輩の指導・育成など現場
で働く歯科衛生士たちの現在の問題点や困りごとが浮き彫りになったと考えられた．
【結論】
　以上の結果から，今大会では「後輩育成・指導」をテーマとした歯科衛生士ミート・ザ・メンターを開催
することとした．

「歯科衛生士連携委員会報告 
―2018 年ミート・ザ・メンターアンケート結果―」

日本障害者歯科学会歯科衛生士連携委員会
梶　美奈子，有友たかね，岩 沼 智 美，寺田ハルカ
前 原 朝 子，南　菜穂子，谷 地 美 貴，米花佳代子
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　約 4 人に 1人が 65 歳以上という超高齢社会の日本において，歯の健康は生活の質（QOL）を確保するた
めの重要な要素である．近年，予防意識の高まりもあり，高齢者の残存歯数は増加傾向にあるが，高齢にな
るほど補綴物装着割合は上昇し，70 代以降ではデンチャーの使用割合が最も高くなる．すなわち，高齢世
代の歯の健康を保つには，デンチャーケアに関する適切な指導や情報提供が不可欠である．しかし，デン
チャーの清掃方法についての聞き取りを行うと，水洗いのみであったり，研磨剤入りの歯磨剤を使用してい
たりと，適切な清掃方法が周知されていない状況が窺える．そこで，本セミナーの前半では，デンチャープ
ラークの及ぼす為害性やデンチャーケアの重要性について述べるとともに，推奨される義歯洗浄剤の使用方
法について，エビデンスや新たなガイドラインを交えてご紹介したい．
　一方で，義歯安定剤は，デンチャー使用者のQOL向上をサポートするためのホーム（セルフ）ケア製品
として 1世紀近く前に海外で開発され，日本でも 1970 年より発売されてきた．義歯安定剤は，デンチャー
装着者における咬合力の低下，デンチャーのずれによる不安感，義歯床下への食片圧入による不快感などを
軽減する一定の役割を果たしてきたと考えられるが，歯科医療従事者における認知度は必ずしも高くなかっ
た．近年になって，義歯安定剤に関するいくつかのエビデンスが明らかになるとともに，義歯安定剤の有用
性に関する認知度も高まってきており，使用に関するガイドラインも徐々に整備されてきた．そこで，本セ
ミナーの後半では，現在市販されている義歯安定剤全般についての解説とともに，有効な活用方法や使用上
の注意点について，エビデンスやガイドラインを交えながらご紹介したい．

1995 年　京都大学農学部卒業，食品関連企業
2005 年　�大阪大学歯学部卒業，歯科医師免許取得�

名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科
2011 年　�名古屋大学大学院医学系研究科医学博士取得�

スウェーデン・ウプサラ大学短期留学（客員研究員）
2012 年　京都大学医学部附属病院歯科口腔外科
2015 年　再生医療関連企業
2016 年　�グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

メディカル・安全性

� 共催：グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

「デンチャー使用時の義歯洗浄剤と義歯安定剤の有効活用」

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
池�野　正�幸

ランチョンセミナー1
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　口腔には 700 種を超す菌が棲み付いており，日常的な口腔ケアが実施されている場合にはこれらの菌は複
雑な相互作用でバランスを保ちつつ口腔常在菌叢を形成しています．しかし，この口腔ケアが欠如するとバ
ランスが崩れ，口腔内菌数の増加や菌叢の遷移が生じます．その結果，齲蝕や歯周病などの口腔内疾患の発
症のみならず，口腔内疾患との関連性が報告されている肺炎，糖尿病や感染性心内膜炎などの全身疾患の発
症に繋がります．特に，免疫機能や体力の低下などが見られる高齢者や障害者では自らの口腔ケア実施が困
難なことも重なり口腔常在菌数や叢が変化しやすく，口腔内外疾患の発症率は高くなります．したがって，
障害者の健康を維持するために口腔常在菌叢をコントロールすることは非常に重要です．現在，歯磨きなど
の物理的な口腔清掃の補助にはさまざまな消毒剤や抗菌剤が添加されている口腔ケア剤が用いられています
が，長期使用による菌交代症や耐性菌の出現が懸念されています．これらの背景から，消毒剤や抗菌剤など
と一線を画する副作用のない新しい口腔ケア用材料の開発が急務となっています．
　S-PRG フィラーは 6種類のイオンを徐放することにより，細菌の付着およびプラーク形成抑制作用，酸
中和作用および歯質強化による耐酸性の向上などのバイオアクティブ効果を発現し，イオンのリチャージが
可能な新素材です．効果を発揮する徐放されたイオンは消毒剤や抗菌薬と異なり，耐性菌の出現リスクが少
ないうえに長期にわたって効果が持続するため，障害者の口腔内外疾患の発症抑制に有効と考えられます．
　本セミナーでは，S-PRG フィラーが口腔常在菌叢を構成する微生物に及ぼす抗菌効果と共に，PMTCを
目的に開発された S-PRG フィラー含有の PRGプロケアジェルの臨床応用，すなわち，口腔内疾患の予防
と治療の可能性についてお話しします．

1986 年 3 月　　日本大学歯学部卒業
1990 年 3 月　　日本大学大学院歯学研究科博士課程修了
1991 年 4 月～　日本大学歯学部細菌学講座助手
1995 年 7 月～　日本大学海外派遣研究員（UBC）
2007 年 4 月～　日本大学歯学部細菌学講座助教
2015 年 4 月～　日本大学歯学部細菌学講座准教授

S-PRGフィラーのバイオアクティブ効果とそれを応用した製品群
「Giomer」による障害者治療への新たな提案

「S-PRG フィラーの口腔微生物に及ぼす抗菌効果と 
臨床応用の可能性について」

日本大学歯学部細菌学講座准教授
田�村　宗�明

ランチョンセミナー2
� 共催：株式会社松風
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ランチョンセミナー2
S-PRGフィラーのバイオアクティブ効果とそれを応用した製品群
「Giomer」による障害者治療への新たな提案

「一歩進んだ予防を考えませんか？　歯科衛生士の視点」

北海道医療大学病院歯科衛生部
梶　 美 奈 子

1987 年　東日本学園大学歯学部附属歯科衛生士専門学校卒業
1987 年　東日本学園大学歯学部附属病院
1999 年　佛教大学社会学部（通信教育学部）卒業
2003 年　北海道医療大学病院
日本障害者歯科学会認定歯科衛生士
日本障害者歯科学会指導歯科衛生士
日本小児歯科学会認定歯科衛生士

　障害者歯科の場面では，歯磨きの拒否や，食べ物，飲み物へのこだわり，歯列不正など様々な要因から患
者本人やその介助者の努力だけでは，う蝕の罹患を抑えることは困難です．こういった場合，患者さんの背
景などの情報収集とそれら問題行動への対応は不可欠ですが，歯科衛生士ができることとしてもう一歩進ん
だう蝕予防が必要だと考えます．
� �従来から，う蝕予防法として歯磨き指導，フッ化物の応用，シーラントなどが行われてきました．それぞ
れに効果はあり，実際の臨床の場でも行っている治療行為です．
　日常の臨床の中で，私たち歯科衛生士は一歩進んだ予防を行うために材料の特徴や性質を理解しなければ
なりません．
　最近では 6種類のマルチイオンを徐放する S-PRG フィラーの有用性は広く認知され，コンポジットレジ
ンやシーラント材，歯面研磨剤など様々な材料に使用されています．その効果は，細菌に対する共凝集，プ
ラーク形成の抑制効果，歯質に対するエナメル質強化および脱灰を抑制する効果もあります．さらにフッ素
イオンのリリースとリチャージ，殺菌作用なども有し，口腔内の環境を健全な状態に導く効果が期待されま
す．歯科衛生士にとってシーラント材，歯面コート材および歯面研磨材は日常臨床の中で使用する機会が多
い予防関連歯科材料です．
　このような材料を，日常の臨床の中で演者がどのように応用しているか，ご紹介いたします．
　例えば，強くくいしばることで歯肉が退縮し歯根が露出している脳性麻痺の患者さんには，根面う蝕や知
覚過敏を予防するために PRGバリアコートを用います．PRG バリアコートは，コーティング剤として使用
が可能でありフッ素など様々なイオンの徐放を認めることから歯質強化およびう蝕予防にも有効です．他に
も様々な場面で使用可能なGiomer 製品の臨床応用例をご紹介いたします．

共催：株式会社松風
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　昨年（2018 年）4月の診療報酬改定で「口腔機能低下症」が保険収載されたことは周知の事実かと思いま
す．この改定で口腔機能管理料，検査料が算定可能となったことは，年々増加している高齢者に対して，
我々歯科医療者が�“歯科治療に留まらず口腔機能を管理すべきである”という責務を与えられたように感じ
ます．この管理が地域歯科診療所で実践されることによって，各地域で課題となっている要介護・要支援高
齢者の減少に繋がり，介護保険料削減に寄与することも期待できます．
　では，この口腔機能低下症に対し，どれほどの歯科医院が対応できているのでしょうか．現状ではまだ，
実際の臨床ではなかなか“積極的な口腔機能管理に踏み切れない”といった声をよく耳にします．その理由
を歯科医院に聞き取ったところ，「対象患者（患者の選定基準）がわからない」が最も多く，「知識がない」
「評価するための器材を持っていない」，さらには「評価後にどのように管理したらいいか分からない」とい
う意見が挙がりました．
　本セミナーでは，誰がどのように評価・管理するのか，どのような患者が対象となるのかなど，上記問題
を解決し，実際の臨床に口腔機能低下症を導入するための一案をご紹介したいと思います．

2004 年　愛知学院大学歯学部卒業
2008 年　新潟大学医歯学総合研究科博士課程修了
2008 年　新潟大学医歯学総合研究科摂食・嚥下リハビリテーション学分野助教
2010 年　新潟大学医歯学総合病院摂食・嚥下機能回復部講師
2012 年　�Johns� Hopkins� University,� Department� of� Physical� Medicine� and�

Rehabilitation�Medicine,�Post-Doctoral�Fellow
2015 年　藤田保健衛生大学（現 藤田医科大学）医学部歯科講師
2018 年　朝日大学障害者歯科学分野准教授
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
日本老年歯科医学会摂食機能療法専門歯科医師/専門医/認定医
日本静脈経腸栄養学会認定歯科医
日本障害者歯科学会認定医
日本嚥下医学会
日本口腔リハビリテーション学会
日本顎口腔機能学会

� 共催：株式会社クリニコ
「「口腔機能低下症」の問題点とその対応」

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野准教授
谷�口　裕�重

ランチョンセミナー3
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　歯科医療従事者が適応すべきエポックメイキングな変化が目前に迫ってきている．この過程にかかわる医
療的・社会的因子として挙げられるのが，「超高齢社会の進展」と「周産期医療の進展」である．
　2025 年問題で論じられている後期高齢者の急増，障害者やその介護者の高齢化などの影響により，これ
までは通院可能であった患者層が通院困難となり，高齢者における訪問診療の需要が増大することが予想さ
れている．一方，医療の進歩により，医療的ケア児（NICU等に長期入院した後，引き続き人工呼吸器や胃
瘻等を使用し，痰の吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な障害児のこと）の数が 10 年間で約 2倍に増加
しており，訪問診療を必要とする子どもも今後さらに多くなることは明白である．このような時代の変遷の
なかで，子どもから高齢者まで，障害児者の幅広いニーズに対応した訪問歯科診療を実践できる体制の構築
が期待されている．
　訪問歯科診療の重要なミッションのひとつは，障害児者の日常生活を支えることであり，その要素とし
て，①生命の安全，②健康の維持，③社会生活の保障，が必要である．これらを達成するために，歯科医療
従事者が実践すべきNext�stage は，障害児者の嚥下障害マネジメントである．嚥下障害に対応するために
は，地域の多職種が連携して様々な課題に取り組んでいくことが求められる．障害児者の嚥下障害は病態に
よって重症度が左右されることに加え，経年的変化の個人差が大きいことから，一般的には対応が困難とさ
れている．この嚥下障害に対する歯科の役割として，口腔の形態的・機能的変化，嚥下機能の変化を適切に
把握することが重要となる．このランチョンセミナーが，新時代の歯科医療におけるメインテーマのひとつ
である食支援へと一歩踏み出すきっかけとなれば幸いである．

大阪大学卒業．歯学博士．
2009 年から大阪大学歯学部附属病院勤務．食道がん治療チームや脳卒中治療チームと連
携し，急性期・回復期の嚥下障害マネジメントに従事．2014 年から重症心身障害児者施
設四天王寺和らぎ苑歯科科長．嚥下チームリーダーとして，施設における嚥下障害マネ
ジメントに従事．2017 年から現職．病院，施設，学校，在宅等，様々なステージでの食
支援を実践しており，特に小児在宅訪問歯科診療に力を入れている．CLASS 等の研修を
通して，地域での食支援を普及させるための啓発活動も行っている．

� 共催：長田電機工業株式会社
� 座長：谷�口　裕�重

「障害児者への訪問歯科診療の Next stage 
―子どもから高齢者まで幅広いニーズに対応するために―」

医療法人メディエフ寺嶋歯科医院副院長
歯と口の機能支援センターみのお（TOCみのお）センター長

松�野　頌�平

ランチョンセミナー4
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　障害のある人の歯科治療や歯科保健をすすめるときに，ご本人やご家族が安心できる診療環境を整えるこ
とは，とても重要です．環境の設定が歯科診療の安全性の確保や，治療の成功にも深く関わっているからで
す．障害者歯科ではこれまでも，安全確保はもちろん，不快な身体感覚を緩和したり，恐怖心や不安感など
の心理的問題に対処したりするために環境を整備する取り組みが行われてきました．例えば室内の光や音の
調整，さまざまな構造化，痛みを生じさせず体幹を安定させるための工夫，情報・コミュニケーション保
障，不安を生じさせにくい話し方など，多くの実践が報告されています．
　不快な感覚により落ち着きがなくなったり不安感が増幅したりすることは経験的にもよく知られた現象で
す．このような身体感覚と情動についての研究は古くから行われており，脳科学の進歩とともに徐々にその
メカニズムも明らかになってきています．これを臨床的に応用したものに，重量のあるブランケットがあり
ます．これは，不眠症の改善に有効であったり，自閉スペクトラム症，注意欠如多動症などの人で心を落ち
着かせリラックスさせる効果があったりすることが報告されています．また歯科治療時の不安を軽減させる
ことも示されています．チェーンブランケットは重量のあるブランケットのひとつであり，スウェーデンに
おいて睡眠障害や多動の改善を目的に開発されたものです．障害者歯科における環境ツールのひとつとして
さまざまに活用できる可能性があると考えています．
　本セミナーでは，障害のある人の歯科診療における環境設定についてお話をし，そのなかで実際にチェー
ンブランケットを活用した症例をご紹介したいと思います．

1998 年 3 月　　大阪大学歯学部卒業
2002 年 3 月　　大阪大学大学院歯学研究科修了
2002 年 4 月　　大阪大学歯学部附属病院医員
2003 年 3 月　　同助手
2007 年 4 月　　同助教
2008 年 7 月～　同外来医長
2016 年 4 月～　同講師
2018 年 9 月　　コペンハーゲン大学歯学部客員研究員
　　　　　　　現在に至る
日本障害者歯科学会代議員，指導医，認定医，専門医指導医，専門医
聴障・医ネット幹事

� 共催：ラーゴム・ジャパン株式会社
� 座長：加 藤　　 篤

「障害者歯科における環境設定 
―チェーンブランケットの活用―」

大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部講師
村�上　旬�平

ランチョンセミナー5
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　口腔内の衛生環境が全身の健康に及ぼす影響について様々な研究と報告がなされています．口腔内は，人
の体の中でも特に多くの細菌が生息していることが知られており，その種類は 700 種類以上に及び，デンタ
ルプラーク 1�mg 当たり 1億～ 10 億ともいわれています．さらに口腔ケアの関連では，口腔ケアが行きと
どいた人で約 2,000 億，口腔ケアが十分でない人ではその 2～ 3倍の細菌が生息しているといわれています．
　このような口腔の衛生環境を改善し，さらに継続的に維持することは，狭義的に口腔の 2大疾患である齲
蝕，歯周病を予防することにとどまらず，広義的に生活習慣病や誤嚥に伴った併発疾患の予防にも繋がると
考えられています．一般に口腔衛生を保つための清掃法では，大きく歯科医院で行われるプロフェッショナ
ルケアと各個人が日常行うセルフケアがあります．特にセルフケアでは，各個人の意識，知識，さらに技量
（テクニック）が大きく関与し，清掃効果にも差が生じることが考えられます．
　一方，電動歯ブラシは，1960 年頃に手の障害，高齢などの理由で適切なセルフケアが行えない方のため
に開発され，その後，口腔ケアの意識の向上から，歯ブラシヘッドの運動様式を中心により清掃効率の高い
器具の開発が進み，現在は一般に普及してきています．特に音波振動を応用したソニッケアーは，毎分
30,000 回以上の高速振動と，歯ブラシヘッドの幅広い振幅の組み合わせで口腔内の唾液水分等を応用した液
体流動により，粘着性の高いバイオフィルムの除去に優れていることを特徴としています．
　本講演では，障害，または高齢により口腔ケアに問題のある方への音波歯ブラシを応用した効果的な方法
について紹介したいと思います．

1987 年　日本歯科大学新潟歯学部卒業
1991 年　日本歯科大学大学院歯学研究科博士課程修了
1991 年　日本歯科大学歯学部歯周病学教室助手
1993 年　日本歯科大学歯学部歯周病学教室講師
2003 年　日本歯科大学歯学部歯周病学講座助教授
2005 年　日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座教授
2011 年　�日本歯科大学新潟生命歯学部先端研究センター再生医療学教授併任　
� 現在に至る
日本口腔インプラント学会専門医・指導医
日本歯周病学会専門医・指導医
日本歯科保存学会専門医・指導医

� 共催：株式会社フィリップス・ジャパン

「音波歯ブラシが可能にする障害者が快適な口腔ケア」

日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座教授
佐�藤　　�聡

ランチョンセミナー6



抄　　録

11 月 23 日（土）B会場：1-B-1～1-B-5

	 D 会場：1-D-1～1-D-11

11 月 24 日（日）B会場：2-B-6～2-B-18

	 D 会場：2-D-12～2-D-20

一 般 演 題
（口 演 発 表）
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1-B-1　当歯科衛生センターにおける 35 年の診療動態

○大澤  将也・安部  佐織・川畑  仁克・阿蘇  崇之・柴田  康博・東野  智洋・中嶌  誠治・木方  多加志・青木  雅敏・山田  武志
一般社団法人岐阜市歯科医師会
Analysis of the visiting dental check-ups for elderly people in need of long-term care at home
○OSAWA YUKINARI，Gifu City Dental Association, Gifu, Japan

○三澤  壮太郎1）・大谷  良1）・佐々木  淳1）・町田  貴敏1）・鎌田  弘明2）・巻  竜也2）・佐野  裕士1）・小林  顕1）・金子  治1）・白瀬  敏臣2）・
内川  喜盛2）

1）公益社団法人東京都板橋区歯科医師会，2）日本歯科大学附属病院小児歯科
35 years of dental care dynamics at our dental hygiene center
○MISAWA SOTARO，Itabashi Dental Association

1-B-2　在宅要介護高齢者に対する訪問歯科健診結果に関する検討

【緒言】演者らが所属する歯科医師会で運営している区歯科衛生
センターでは，昭和 59 年の障害者歯科診療開始から 35 年経過し
た．そこで，患者の更なるニーズに応えるサービスを提供できる
よう，今後の歯科診療形態を考え，実施する目的で，診療開始か
ら現在までのセンター内障害者歯科診療の動態を調査したので報
告する．

【対象および方法】昭和 59 年 ６ 月から平成 31 年 3 月までの 35 年
間に，当歯科衛生センターで障害者歯科診療を受診した患者の動
態を，診療録を主体に調査集計し統計的に検討した．尚，データ
は匿名化されている情報を用いた．

【結果】初診患者数は，開設から前期 15 年は年間平均 53.9 人で
あったが，その後 20 年間は平均 20.4 人と前期と比較して少ない
数で推移していた．年度毎の延べ受診患者数は，当初 15 年間は
増加から減少という変化が認められたが，その後 20 年間は増加
し，安定していた．来院患者が有する主疾患は，脳性麻痺，知的

能力障害（ID），脳血管障害（CD），自閉スペクトラム症（ASD）
などであった．主疾患の割合は，開設当初 10 年間は CD が最も
多く，ついで ID の順であったが，その後は ID が最も多く，次
いで ASD となっていた．

【考察】最近 20 年は，初診患者が減少傾向を示したにもかかわら
ず，延べ受診患者数は増加傾向から安定し，推移していた．これ
は当センターが進めている定期診査および定期的予防処置が機能
している結果と考えた．受診患者の主疾患のうち当初 10 年間は
CD が最も高い割合を示したが，その後は ID，ASD となり，そ
の割合は上昇を示した．これは，発達年齢が低く，対応の困難な
患者の受け入れ施設が少なく，当センターが受け入れ機関として
機能していることが考えられた．

【結論】今後さらに医療連携を推進し，患者のニーズに対応でき
る診療形態を構築していきたいと考えている．

【緒言】国の事業として「高齢者の低栄養防止や口腔，服薬，生
活習慣病等に対する重症化予防等の推進」が導入され，寝たきり
等の在宅の要介護者の中で通院による受診が困難で健診や指導を
受けられない人に対して，平成 28～30 年度，岐阜市歯科医師会
は委託を受けて在宅要介護者等への訪問歯科健診事業を行った．
今回健診から得られた知見について報告する．

【対象および方法】平成 28～30 年度，岐阜市に在宅の要介護 3～
5 の要介護高齢者のうち，申請があり歯科治療や居宅療養管理指
導を受けていない 5６ 名に対して歯科医師と歯科衛生士が訪問歯
科健診と歯科保健指導を行った．健診結果のデータは匿名化され
ている情報を用いた．統計学的分析は要介護度，現在歯数，臼歯
部咬合関係，口腔機能評価（咀嚼筋触診，挺舌，せき払い，空ぶ
くぶくうがい，RSST）の各項目の関連性をスピアマンの順位相

関係数により求めた．統計学的有意水準は 5％とした．
【結果および考察】受診者 5６ 名中，要介護 3 が 30％，4 が 29％，
5 が 41％，平均現在歯数は 15.６ 本であった．要介護度，口腔機
能評価ともに現在歯数との相関は認めなかった．臼歯部咬合関係
はせき払い（r＝0.50）と RSST（r＝0.40）に有意な相関を認め
たが要介護度とは相関を認めなかった．要介護度は空ぶくぶくう
がい（r＝0.47）と RSST（r＝0.45）に有意な相関を認めた．要
介護度，口腔機能評価ともに現在歯数と相関を認めなかったの
は，現在歯に残根が含まれている事が考えられる．臼歯部咬合関
係と口腔機能評価の分析結果より不十分な咬合状態が口腔機能低
下に繋がる事から，臼歯の維持や義歯での咬合回復が口腔機能低
下を予防する事が示唆された．また要介護度の進行により口腔機
能が低下する事も示唆された．
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【緒言】医療的ケア児は，日常生活の中でも病院以外の場所での
医療的援助を必要とし，歯科医療を提供する際にも様々な配慮を
必要とする．今回，当センター受診患者の医療的ケア児の受診状
況について調査したので報告する．

【対象と方法】平成 29 年 1 月～平成 31 年 3 月までに当センター
を受診した患者 814 名のうち，初診時年齢 18 歳未満の児童を対
象とし，診療録をもとに調査した．なお，調査にあたり診療録の
閲覧は診療室内で行いデータは匿名化されている情報を用いて匿
名性の確保に配慮した．

【結果】初診時年齢 18 歳未満の患者は 247 名（全体の 30.3％），
その中で身体障害者手帳保持者は 42 名（17.0％），医療的ケア

（経管栄養，気管切開，酸素投与）を施行している患者は 9 名
（3.６％）であった．医療的ケア児の背景は，男児 3 名・女児 ６ 名，
平均年齢 5.６±2.4 歳（2～10 歳），障害は脳性麻痺 4 名・知的能

力障害 3 名・内部障害 1 名，実施している医療的ケアは経管栄養
7 名・気管切開 3 名・酸素投与 2 名（重複あり）であった．受療
動機は医療機関からの紹介 4 名・知人などからの紹介 3 名・パン
フレットをみて 2 名，主訴はむし歯がある 4 名・口腔ケアをして
ほしい 4 名・乳歯がぬけそう 1 名，実施した行動調整は全身麻酔
1 名・鎮静 1 名・抑制 5 名・トレーニング 2 名であった．

【考察と結論】受診患者全体からみて医療的ケア児の受診は少な
かった．しかし，歯科治療実施時にはモニター管理や酸素投与な
どの行動調整以外の全身管理を要し，動脈的酸素飽和度の低下や
ムセなどに慎重な配慮が必要であった．また経管栄養患者は口腔
ケアが必要であるという認識が低いこともあり，医療的ケア児の
受診を促していけるような医療連携体制を構築することが必要で
あると考えられた．

○濱  陽子1）・宮内  美和1）・大石  瑞希1）・岡田  紗夜1）・沖野  恵梨1）・大杉  優実1）・新谷  宏規2）

1）広島口腔保健センター，2）一般社団法人広島県歯科医師会
Consultation situation of medical care children in our center
○HAMA YOHKO，Hiroshima Oral Health Center, Hiroshima, Japan

1-B-4　当センターにおける医療的ケア児の受診状況

【緒言】障害者歯科診療施設における指導的立場の歯科衛生士
（以下指導 DH）による従事歯科衛生士（以下従事 DH）の育成
は，本学会の研修ガイドラインに基づいて実施される事が望まし
い．しかしその達成状況は研修項目毎に差があると考えられる．
そこで今回，障害者歯科に関する知識および技術の修得状況につ
いて指導および従事 DH にアンケートを行ったので報告する．

【対象及び方法】本学会認定の指導歯科衛生士または認定歯科衛
生士が従事する障害者歯科診療施設（37 施設）を対象としてア
ンケートを行った．本学会の研修ガイドラインに準じた ６1 研修
項目について自己及び指導 DH による従事 DH に対する他者評
価を 4 段階（4-1）で行った．本調査は，日本障害者歯科学会倫
理審査委員会（倫理番号 19004）のもと行った．

【結果】アンケートの回収率は 54 施設中 37 施設 ６8.5％，対象者
数 372 名中 210 名，5６.5％であった．指導 DH 及び従事 DH の自
己評価平均はそれぞれ 3.39，2.45 であり，多くの項目で約 1 ポイ

ント指導 DH の評価が高かった．また指導 DH による従事 DH
の他者評価平均は 2.79 で，従事 DH の自己評価より約 0.3 ポイン
ト高かった．項目ごとの達成度の順位は両者ともほぼ同じであっ
た．また，指導 DH 従事 DH 両者とも日常臨床に関連する研修
項目に関しては評価が高く，文書や報告書作成に関する項目は低
評価であった．

【考察】本調査結果から，評価の低い項目は指導 DH 自身が苦手
と認識している事や，その指導を受ける従事 DH も自身の経験や
教育を受ける機会が少ない傾向が認められた．また，昨今臨床現
場で必要とされている口腔機能障害のリハビリテーションの項目
の評価が低いことがわかった．これらの事から，指導 DH の自己
評価が低い研修ガイドラインの項目について研修する機会を得る
ことで，指導 DH 及び従事 DH 共に達成度が増す事が期待され
る．

○松岡  陽子1，4，5）・倉重  圭史2）・梶  美奈子3）・毛利  志乃1，4）・一尾  智郁1）・伊藤  誠4）・片山  博道1，4）・芝田  憲治4）・山田  亜矢5）・齊
藤  正人2）・福本  敏5，６）

1）四日市市歯科医療センター，2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野，3）北海道医療大学病院歯科衛生部，
4）四日市歯科医師会，5）東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野，６）九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野
Evaluate of dental hygienist between leader’s and follower’s achievement levels in dental center for persons and disabilities
○MATSUOKA YOKO，Yokkaichi Medical Dental Center, Mie, Japan

1-B-3　障害者歯科診療に携わる指導的立場および従事歯科衛生士間における研修ガイドライン達成評価の比較
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　嘔吐反射により歯科治療に嫌なイメージや拒絶を示す患者も少
なくない．そのような患者は咬合崩壊や，咀嚼機能障害，審美障
害といった重篤な自覚症状を呈してから歯科受診する場合もあ
り，重要な問題である．当科では嘔吐反射で通院困難となった患
者を，通法下で歯科治療ができることを目標に日々診療に取り組
んでいる．嘔吐反射患者については様々な報告があるが BMI や
血圧などの詳細な病態調査の報告は少ない．そこで我々は，嘔吐
反射患者の更なる病態を解明することを目的として調査分析した
ので報告する．

【方法】東京歯科大学倫理委員会の承認を得ており，個人が特定
される情報は用いていない．1：2018 年 4 月から 2019 年 3 月に
来院したものの中から同意を得た嘔吐反射患者を対象として，延
べ症例数，実症例数の年齢，性別，管理方法，血圧，BMI を調
査した．2：管理方法によって通法群と静脈内鎮静法群の 2 群に
分け BMI，最高血圧，最低血圧をスチューデントの t 検定を用

いて統計した．
【結果】1：延べ症例数：455 名（47.5±13.６）男性 248 名，女性
207 名．実症例数：145 名（47±13.６）男性 77 名，女性 ６8 名．
通 法 群：70 名（48.1±15.６），静 脈 内 鎮 静 群 75 名（4６±11.3）．
2：カルテ記載のあったものは 107 名であった．通法群：53 名，
BMI 21，最高血圧 135，最低血圧 81．静脈内鎮静群：54 名，
BMI 22，最高血圧 135，最低血圧 84．すべての項目に差はなかっ
た．

【考察】東京歯科大学水道橋病院では通法下と静脈内鎮静下は半
数ずつであった．年齢は 40 歳代をピークに正規分布を示し，過
去の報告と同様に年代が増加するにつれ症例数は減少した．通法
下で治療可能な軽度嘔吐反射症例と鎮静が必要な重度嘔吐反射症
例に BMI と血圧に差はなかった．嘔吐反射の病態解明には更な
る研究が必要である．

○野口  智康・太田  雄一郎・西岡  さやか・福田  謙一
東京歯科大学口腔健康科学講座
Pathological investigation of gagging reflex patients
○NOGUCHI TOMOYASU，Department of Oral Health and Clinical Science, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan

1-B-5　嘔吐反射患者の病態調査
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【緒言】免疫機能の低下やホルモン分泌異常等が認められやすい
障害児者や高齢者においては，抜歯後の周辺組織の治癒過程が遅
滞することが多い．治癒過程における炎症反応期は組織再生のス
タートであり，この時期に問題があると治癒は不完全となると言
われている．抗酸化作用等を有するグルタチオン（GSH）は炎症
過程の調節を担うことから，創傷治癒において重要な成分とな
る．GSH を分解する唯一の酵素がγ-グルタミルトランスペプチ
ダーゼ（GGT）であり，近年 GGT 阻害剤が皮膚線維芽細胞にお
ける細胞外マトリックスの産生を促すことが報告されていること
から抜歯窩の治癒にも有用性が高いと思われた．そこで，抜歯窩
の治癒過程に対する GGT 阻害剤の影響を検証することとした

（倫理審査番号：AP18MAS009-1）．
【材料および方法】近交系マウス C57BL／６ の 8 週齢を用いて左側
上顎第一，二大臼歯（M1，2）を抜歯し，Control 群と GGT 阻

害剤塗布群を設けた．抜歯直後から Control 群には生理食塩水を，
GGT 阻害剤塗布群には GGT 阻害剤を 1 日 1 回塗布した．抜歯窩
の 確 認 は 実 験 動 物 用 3D マ イ ク ロ CT（3D マ イ ク ロ CT R_
mCT2，Rigaku Co）を用いて抜歯翌日から 1 週間ごとに行った．
さらに，抜歯周辺組織から RNA を採取し増殖因子における遺伝
子発現を qPCR にて確認した．

【結果および考察】GGT 阻害剤塗布群は Control 群と比較して早
期に治癒し瘢痕も認められず，骨再生も早期であることが確認さ
れた．また増殖因子の遺伝子発現は GGT 阻害剤塗布群において
高い発現が認められた．以上より GGT 阻害剤は，創傷治癒を促
進することが考えられ，さらに粘膜の治癒促進が骨の再生に良い
影響を与える可能性があると思われた．従って，免疫力の低下等
がみられる障害児者や高齢者にとって臨床的な有用性は高いと考
えられる．

○菱沼  光恵1）・田中  陽子1）・矢口  学1）・佐久間  圭1，2）・野本  たかと1）

1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座，2）日本大学大学院松戸歯学研究科障害者歯科学専攻
The effect of GGT inhibitor on wound healing of tooth extraction sockets in mouse model
○HISHINUMA MITSUE，Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

1-D-2　抜歯マウスモデルにおける抜歯窩治癒過程への GGT阻害剤の影響

【目的】我々はこれまでコレラトキシンとホスホリルコリン（PC）
抗原をマウスに経鼻投与した時，鼻腔洗浄液（NWs），血漿中に
PC 特異的抗体が誘導され，その PC 特異的 IgM，IgA 抗体が動
脈硬化のアテローム形成抑制能を有する T15idiotype である可能
性を示唆してきた（T. Baatarjav et al., Vaccine, 11）．本研究は，
動脈硬化（ApoE 欠損高脂血症；ApoE KO）モデルマウスに PC
抗原と TLR9 のリガンドで自然免疫を誘導する CpG ODN とサ
イトカイン Flt3 ligand（FL）を発現する DNA プラスミド（pFL）
からなる新規 DNA アジュバントを経鼻投与した時の粘膜部およ
び全身系における抗原特異的免疫応答を検討した．

【方法】ApoE KO（8 週齢，メス）マウスを用い，実験群は CpG 
ODN 10μg と pFL 50μg からなる粘膜アジュバントと PC 抗原
50μg，対照群は PC 抗原のみ 50μg，週 1 回，計 4 回経鼻投与し
た．最終投与後 7 日目の NWs と血漿を採取，ELISA 法にて PC
特異的抗体価を測定した．粘膜免疫誘導組織である鼻咽腔関連リ

ンパ組織（NALT），実効組織である鼻腔粘膜固有層（NPs），脾
臓における抗原特異的抗体産生細胞数を ELISPOT 法にて測定し
た．

【結果】実験群の NWs 中抗原特異的 IgM 抗体と IgA 抗体，血漿
中の抗原特異的 IgM 抗体の誘導が対照群より強く認められた．
対照群と比較して，NALT，NPs における抗原特異的 IgM と
IgA 抗体産生細胞数，脾臓における抗原特異的 IgM 抗体産生細
胞数の上昇が認められた．

【結論】CpG ODN と pFL からなる DNA アジュバントと PC 抗
原の ApoE KO マウスへの経鼻投与は，粘膜部および全身系の
PC 特異的免疫応答を誘導することが示された．現在，誘導され
た抗体が T15idiotype であることの検証を行っている．
本研究は，公益社団法人　ひと・健康・未来研究財団研究助成お
よび文部科学省科学研究費助成（基盤研究 19K10474）により行
われた．

○吉松  英樹1）・片岡  宏介2）・小柳  圭代1，2）・三宅  達郎2）・小野  圭昭3）

1）大阪歯科大学大学院歯学研究科，2）大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座，3）大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
Mucosal and systemic immune responsiveness to phosphorylcholine antigen by nasal immunization with CpG ODN and pFL
○YOSHIMATSU HIDEKI，Department of Dentistry for Disability and Oral Health, Graduate School of Dentistry, Osaka Dental 

University, Osaka, Japan

1-D-1　�CpG�ODNと Flt3� ligand発現 DNAプラスミドからなる粘膜アジュバントのホスホリルコリン抗原に対する免疫
応答性
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【緒言】歯科治療恐怖症や異常絞扼反射を有する患者は，通法下
での歯科治療が困難であることが多い．歯科治療では患者も術者
も多大なストレスを感じ，成果が得られぬまま中断に至る症例も
多く認められる．本研究では，健常者で歯科受診が困難な患者の
診療体制の整備に役立てることを目的とし，治療途中で中断とな
り，その後再初診となった歯科治療恐怖症や異常絞扼反射患者の
DMF 指数に影響する因子を検討した．

【対象・方法】長崎大学病院特殊歯科総合治療部の医療面接時に，
受診の動機として恐怖，不安，反射のいずれかの言葉が含まれた
知的障害のない患者で，治療途中で歯科治療が中断，その後再び
受診した患者を対象とした．診療録より，患者の既往歴，全身状
態，口腔内診査結果，薬物的行動調整法の経験等を収集した．目
的変数として，1）性別，2）初診時年齢，3）異常絞扼反射の有
無，4）通法下歯科治療の経験の有無，5）笑気吸入鎮静下歯科治

療の経験の有無，６）静脈内鎮静下歯科治療の経験の有無，7）全
身麻酔下歯科治療の経験の有無の 7 項目を選択し，未処置う蝕歯
数（D），喪失歯数（M），処置歯数（F），DMF 指数を説明変数
として重回帰分析を行った．本研究は，長崎大学病院臨床研究倫
理委員会の承認を得て実施した（承認番号 18021902）．

【結果・結論】2010 年から 2017 年までの調査期間において，87
名の患者（男性 2６ 名，女性 ６1 名）が対象となり，初診時の平均
年齢は 45.1 歳であった．担当歯科医師により異常絞扼反射およ
び歯科治療恐怖症と診断された患者は 12 名，異常絞扼反射のみ
と診断された患者は 9 名，歯科治療恐怖症のみの患者は ６６ 名で
あった．平均歯科治療中断期間は 1６.0 カ月であった．D に対し
ては静脈内鎮静下歯科治療の経験の有無が，F には初診時年齢
が，DMF 指数にはその双方が有意に影響した．

○川崎  華子1）・田上  直美2）・鮎瀬  てるみ2）・山口  香織2）・眞方  信明1）・鮎瀬  卓郎1）

1）長崎大学医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野，2）長崎大学病院特殊歯科総合治療部
Factors affecting DMF index in patients with dental phobia and gagging reflex
○KAWASAKI HANAKO，Division of Clinical Physiology, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki, 

Japan

1-D-4　歯科治療恐怖症および異常絞扼反射患者の DMF指数に影響する因子の検討

【緒言】誤飲・誤嚥した歯科材料の存在部位の確認は治療方針の
決定のために重要である．しかしエックス線不透過性材料では，
エックス線検査での確認は難しいとされている1）．今回，MDCT
を用いて人体等価水ファントム内に留置した歯科用印象材の検出
が可能か否か，MDCT 最適撮影条件を検討した．

【方法】MDCT 装 置 は 1６-MDCT（Activion1６：TOSHIBA） を
使用し人体等価胸部ファントム内に直径 8 mm，長さ 11 mm の
円柱状形態の歯科用印象材（アルギン酸塩印象材・寒天印象材・
シリコン印象材）を留置し撮像．CT 撮像条件は，装置の自動露
出撮影システムによる撮像条件（120kV，300mAs）を基本とし
mAs 値のみ 50 mAs から 450 mAs に条件変更した．得られた画
像は，歯科放射線認定医が肉眼的に画像上の印象材検出の有無を
判定し，その後画像解析処理ソフトにより印象材の検出精度を検
討した．

【結果】全ての撮像条件において肉眼的に画像上での印象材の検

出は可能であった．検出精度では，実際の印象材面積に最も近似
し，精度が高かった条件は（120 kV，450 mAs）であり，最も
精度が低かった条件は（120 kV，50 mAs）であった．

【考察】本研究では全ての条件で印象材の検出は可能であった．
したがって，印象材の誤飲・誤嚥が疑われる時は MDCT の撮影
が第一選択であると思われた．しかしこれは胸部ファントム上の
ことであり実際は，胃内用物等の存在により診断はより困難にな
る可能性がある．検出精度比較では mAs 値が高いほどより良質
な画像が得られた．画像上での印象材の明瞭化は線量に依存する
ため，画質不鮮明な場合，線量を上げ SN 比を大きくすることで，
印象材が検出可能な画像を得られる可能性があることが示唆され
た．

【文献】1）谷本啓二，山田信一，末井良和，他：歯科診療中の誤
飲の統計的観察　歯放誌 34：259-６3，1994．

○望月  慎恭1）・秋枝  俊江1）・朝比奈  伯明1）・朝比奈  滉直1）・田村  瞬至1）・山上  祐介1）・村上  康彦1）・中川  直子2）・岩谷  和大3）・植
松  紳一郎4）・岡田  尚則5）・蓜島  弘之1）

1）松本歯科大学地域連携歯科学講座，2）松本歯科大学病院，3）サンゴ台デンタルセンターいわたに，4）植松歯科医院，5）岡田歯科医院
MDCT evaluation of the detective accuracy of accidental ingestion/aspiration of impression material for dentistry
○MOCHIZUKI NORIYASU，Department of Community Based Comprehensive Dentistry, Matsumoto Dental University, Nagano, 

Japan

1-D-3　歯科用印象材誤飲・誤嚥時におけるMDCTによる検出精度の検討
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【目的】大規模災害時の長期にわたる避難所・仮設住宅の生活に
よって，高齢者・障害者などの災害弱者の災害関連死に関わる脳
血管障害の悪化による摂食嚥下障害による肺炎や，様々な精神疾
患に罹患することが報告されている．これらの疾患に関わる活性
酸素種（reactive oxygen species：ROS）による酸化ストレス，
この酸化ストレスを減弱する抗酸化作用の評価はこれら疾患のリ
スク評価に応用可能で，ROS を特異的に検出可能な技術である
電子スピン共鳴（ESR）技術による災害関連死に関わる疾患のリ
スク評価を簡便に非侵襲的に行える唾液を用いた応用研究を遂行
してきたので，報告する．

【対象・方法】研究に同意が得られた健常者より全唾液を採取し
た．唾液中 ROS の消去能を ESR 法により測定し，サンプル採取
方法，管理の観点から，ROS 各種の抗酸化能などに対する影響
の面から，実際の避難所・仮設住宅において実施可能であるかに

ついて検討した．
【結果および考察】安静時唾液中の ROS の消去能は，刺激唾液と
比較して，すべての経過時間において安静時唾液で有意に高い値
を示した．すべての ROS 消去能では，刺激唾液に比較して安静
時唾液で高値を示した．また，採取後 4℃保管における安静時唾
液 48 時間以内，刺激唾液 24 時間以内では ESR 測定値に影響を
与えないことが明らかとなった．これにより，唾液中の抗酸化能
のモニタリングによる高齢者・障害者などの災害弱者を含めた被
災者の災害関連疾患の早期発見につながるリスク評価への応用の
可能性が示唆された．
本研究は，神奈川歯科大学倫理委員会（272）の承認を得て実施
した．また本研究に関連し，開示すべき利益相反（COI）に関係
した企業等はない．

○李  昌一1）・横山  滉介2）・赤坂  徹3）・宮城  敦3）・西山  和彦3）・川邉  裕美3）・高満  幸宣3）・玉川  綾子3）・三國  彩3）・田邉  千晶4）・森
本  佳成5）・小松  知子3）

1）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・酸化ストレス／ ESR 研究室，2）神奈川歯科大学附属病院障害者
歯科・高齢者歯科，3）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科，4）ピース歯科，5）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講
座
Basic study for developing new disaster related death risk assessment method for elderly people and disabled people in large 
scale disaster
○LEE MASAICHI, Yokosuka-Shonan Disaster Oral Health Research Center Oxidative Stress/ESR Laboratories, Graduate School 

of Dentistry, Kanagawa Dental University

1-D-6　大規模災害の高齢者・障害者新規災害関連死リスク評価法開発のための基礎的検討

【目的】有病高齢者や障害者の歯の喪失による口腔機能の低下は
低栄養，サルコペニアと関連してフレイル，オーラルフレイルを
引き起こすが，オーラルフレイル予防の臨床応用の試みはまだ少
ない．私たちはこの臨床応用を実現するため，食品由来魚肉タン
パク（Fish protein；FP）ペプチド（FP peptide；FPP）の優れ
た栄養特性と歯周病を含む生活習慣病の原因となる活性酸素種

（ROS）の酸化ストレスに対する直接的な ROS への抗酸化作用
について前回の学術大会にて報告した．今回さらに，FPP の酸
化ストレス疾患である生活習慣病モデルである高血圧自然発症
ラット（SHR）を用いた基礎的検討をおこなったので報告する．

【方法】本研究では，FP 摂取による高血圧自然発症ラット（SHR）
および通常の餌を摂取する群（Control）と FPP を通常の餌に加
えて摂取する群に分け，約 3 ヶ月間飼育した．SHR の血圧変化

を測定した後に，この摘出脳を用いて生体 ESR 画像解析をおこ
ない，SHR 脳内酸化ストレスに対する FPP の効果を検討した．

【結果と考察】Control や SPP 摂取群と比較して SHR の血圧上昇
が抑制された．同様に，SHR に FPP を摂取させることにより，
Control や SPP 摂取群と比較して脳内酸化ストレスを有意に低下
させた．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
ンパク質の補給が重要である．FPP は必須アミノ酸を含んだタ
ンパク補給が可能であり，ROS による酸化ストレスによる生活
習慣病などの全身疾患を予防する可能性も示唆された．今後，こ
の FPP を用いて，超高齢社会で必須課題であるフレイル，オー
ラルフレイル予防に向けた臨床応用を医師，歯科医師，栄養士な
どを中心とした多職種連携で取り組んでいきたい．

○横山  滉介1）・小松  知子2）・松澤  直子2）・岩口  真路3）・能地  玲子2）・宮崎  沙良2）・小松  真理子1）・佐伯  彩1）・福富  もか1）・新倉  悠
里1）・宮本  晴美1）・石田  瞭3）・森本  佳成4）・李  昌一5）

1）神奈川歯科大学附属病院障害者歯科・全身管理高齢者歯科，2）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科，3）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，4）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座，5）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
Basic study 2 on clinical development by dentistry/nutrition collaboration for prevention of oral flair with disability ―Effects 
of SHR with FPP―
○YOKOYAMA KOUSUKE，Kanagawa Dental College University Hospital Dentistry for Special Patients and Dentistry or 

Medically Conpromised and Geriatric Patients, Kanagawa, Japan

1-D-5　�障害者オーラルフレイル予防を目指した歯科・栄養連携による臨床展開への基礎的検討 2―魚肉ペプチドの高血圧
動物モデルへの効果―
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【目的】経管栄養の要介護高齢者では，口腔粘膜に黄色～黄白色
の剥離上皮膜が見られることがある．剥離上皮膜の性状は，粘液
状，粘稠状，皮膜状と様々なものがあり，時間経過により異なる
と思われるが，明らかになっていない．そこで今回，我々は経管
栄養の要介護高齢者における時間経過毎や上皮内水分量（口腔乾
燥度）と口蓋の剥離上皮膜の性状との関係について検討した．そ
れは，口腔ケアの介入間隔を客観的に示すものと考える．

【方法】調査対象者は，入院中の経管栄養の要介護高齢者名 11 名
（82.3±5.1 歳）であった．すべての被験者で，胃瘻，意識レベ
ル：Japan Coma Scale で 1，意思疎通が不可であった．調査方
法は，剥離上皮膜を完全に除去した後 3，６，12，24，48 時間後
の計 5 回にわけて剥離上皮膜の形成状態を確認し，上皮内水分量
の計測（口腔乾燥計ムーカスⓇ，口腔内写真の撮影と検体の採取

を行った．付着物の形態を「付着物無し」，「粘液物」，「粘稠物」，
「膜状物」に分類した．なお本研究は，松本歯科大学倫理委員会
の承認を得たうえで実施した（許可番号第 257 号）．

【結果および考察】口蓋前方部の上皮内水分量の中央値は 0 で，
後方部は 25 で有意な差が認められた．時間経過と剥離上皮膜の
性状とは有意な差が認められた．口蓋前方部は，６ 時間後に粘稠
物が 27％，膜が 18％を占め，12 時間後に膜が 45％，24 時間後
と 48 時間後は膜が 54％を占めた．口蓋後方部は，粘稠物が ６ 時
間後に 45％，12 時間後と 24 時間後に 54％を占め，膜は 24 時間
後に 18％であった．小唾液腺が分布していない前方部の硬口蓋
の上皮内水分量は少なく，12 時間以降に膜が多くなり，48 時間
後も顕著な差がみられなかった．粘膜ケアのタイミングは，６ 時
間～12 時間が望ましいと考えられた．

○宮原  康太1）・朝比奈  滉直2）・秋枝  俊江2）・松村  康平3）・荘司  舞3）・那須  小夢樹4）・木村  莉子4）・黒田  たまき4）・植松  紳一郎4）・
和木田  敦子5）・長谷川  博雅６）・岡田  芳幸1，7）・小笠原  正7）

1）広島大学障害者歯科，2）松本歯科大学地域連携歯科学講座，3）松村デンタルクリニック，4）植松歯科医院，5）広島大学病院診療支援部
歯科部門，６）松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学，7）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
Watch a change of the film formation in detachment from the dry state by the part of the palate
○MIYAHARA KOTA，Department of Special Care Dentistry, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

1-D-8　口蓋の部位による乾燥状態から剥離上皮膜形成の変化をみる

【目的】今回，口腔衛生管理を検討する目的で，重症心身障害者
病棟入院患者において，経口摂取の有無と OHAT（ORAL 
HEALTH ASSESSMENT TOOL）値と細菌数の関連の検討を
行ったので，報告する．なお発表にあたり保護者の同意を得た．

【対象】調査の対象は，平成 31 年 5～６ 月当院重症心身障害者病
棟に入院していた 18 歳以上の患者 3６ 名（男性 22 名・女性 14
名）であり，平均は年齢 43.34＋11.６5 歳，身長 148.６4 cm，体重
35.09 kg，BMI 15.9 であった．栄養法に関しては，経口摂取が
24 名，非経口摂取が 12 名（経管栄養）であった．

【方法】対象患者の身体計測値はカルテを参考とし，細菌カウン
タ実施直近のデータを選択した．OHAT スコア 0～1６ 点をもち
いて歯科衛生士がベッドサイドで行った．同時に歯科受診ニーズ
を チ ェ ッ ク し 記 録 し た．細 菌 数 の 測 定 に は 細 菌 カ ウ ン タ

（PanasonicDU-ACO2）を用いた．経口摂取群では夕食後に，非
経口摂取群では経管栄養後，で測定を行った．

【結果と考察】非経口摂取群では経口摂取群に比べ OHAT 値は，
口唇・唾液・残存歯の平均スコアが，1 と 0.7，0.8 と 0.６，0.8 と
0.６ であった．非経口摂取群・経口摂取群ともに受診の必要性が
100％に認められた．細菌カウンタでは，非経口摂取群は 1000 万
個（LV5）以上が 12 名（100％），経口摂取群は 1６ 名（６６％）で
あった．これらのことより，重症心身障害者には，気道感染症の
二次感染の予防，経口栄養の再開に向けて，非経口摂取患者の口
腔衛生状態のマネージメントをおこなう必要があると考える．本
研究に関する著者の利益相反なし，資料は，匿名化されている情
報であって，特定の個人を識別することができなく，対応表は作
成されていない．

○原  徳美
国立病院機構西別府病院歯科
Comparison of oral evaluation and numbar of bacteria in persons with severe motor and intellectual disabilities
○HARA NARUMI，Nishibeppu National Hospital, University of Bepuu, Oita, Japan

1-D-7　重症心身障害者における口腔内評価と細菌数の比較



障害者歯科　第 40 巻第 3 号　2019　　297

【Introduction】The deep overbite is affected by the position of 
the tongue, the abnormal lingual aspect of upper anterior teeth 
and the neutral zone, which consists of vertically inclined teeth. 
This  study aimed  to  treat  a disabled  individual during  two 
separate  occasions  for  prosthodontic  rehabilitation  of  an 
anterior  deep  overbite  and  lowered  posterior  vertical 
dimension. Both sessions required general anaesthesia due to 
difficulty for the patient to cooperate during treatment.

【Case presentation*】The subject for this study was a mentally 
and physically handicapped 28 year old male Korean patient, 
suffering from a deep anterior teeth bite and  lowered vertical 
dimension of posterior  teeth. His carer  requested  to  replace 
both of his missing upper and lower anterior teeth and restore 
the mastication of his posterior teeth.
　Upon  oral  examination, maxillary  central  incisors were 
severely  linguoverted  and  discrepancy  of  occlusion  was 
observed  due  to  lowered  vertical  dimension  of  bilateral 
posterior  teeth.  It  was  anticipated  that  there  would  be 

difficulties to take an impression for prosthodontic rehabilitation 
due to the gag reflex and limited opening of the mouth.
　Each  six units porcelain  fused  to metal  crown bridge  for 
upper anterior  teeth and  lower anterior  teeth and bilateral 
lower posterior  teeth were planned  to  for restoration  in  two 
different  occasions under general  anaesthesia. Additionally, 
elevation of the vertical dimension was required by increasing 
height  of  occlusal  surfaces  for both  three units gold  crown 
bridge of bilateral lower posterior teeth.

【Discussion】Implantation, including guided bone regeneration, 
was difficult to consider due to the alveolar ridge of the missing 
area  in  the upper anterior region of  teeth being  too narrow. 
Orthodontic  treatment and prosthodontic  rehabilitation were 
unable to be performed simultaneously due to poor cooperation.

* Permission  from the patient and carer were obtained on 7th 
June 2019  for  this case presentation  including photos of oral 
cavity, gender and age of the patient.

○Chang-Yong Sheen・Kee-Yeon Kum
Seoul Dental Hospital for the Disabled, Seoul National University School of Dentistry

1-D-10　Fixed�prosthodontic�rehabilitation�under�general�anaesthesia�for�a�disabled�person

【緒言】経管栄養患者の口腔内粘膜に剥離上皮膜が形成されてい
ることがある．剥離上皮膜の細菌学的為害性は不明である．細菌
の 検 出 方 法 に，次 世 代 シ ー ク エ ン サ ー（Next Generation 
Sequencer：NGS）を用いた 1６SrRNA メタゲノム解析がある．
これにより網羅的に細菌検出が可能となった．今回，NGS にて
得られたデータをもとに，剥離上皮膜の有無による口蓋での細菌
叢の違いを比較したので報告する．

【対象および方法】調査対象者は経管栄養の要介護高齢者 12 名で
あった．口腔内診査し，膜状物質が確認できた場合，採取した．
その後，HE 染色により標本作製し，顕微鏡で角質変性物が認め
られた場合，剥離上被膜有りとした．同時に，口蓋を滅菌スワブ
で 20 回擦過し，DNA 保存液に浸した．DNA を抽出後，PCR 法
にて DNA 増幅，1６SrRNA の V3-V4 領域を特異的に増幅した．

その後，Index PCR にてシークエンスを付加し，NGS を用いた
1６SrRNA メタゲノム解析にて細菌を検出した．検出データをも
とに，剥離上皮膜の有無による細菌の比率の比較を Mann-
Whitney の U 検定にて行った．尚，本研究は松本歯科大学倫理
委員会の承認を得たうえで実施した（No.257）．

【結果と考察】剥離上皮膜有りの者は 12 名中 7 名であった．剥離
上被膜有りの者の口蓋からは剥離上被膜無しの者と比べて，
Neisseria flavescens，Streptococcus agalactiae が有意に多く検出
された．どちらも日和見感染菌であり，敗血症，髄膜炎，感染性
心内膜炎，肺炎などの重篤な感染症を引き起こす原因菌となるこ
とが報告されている．以上のことから，剥離上被膜有りの者は剥
離上被膜無しの者と比べ，敗血症，髄膜炎，感染性心内膜炎，肺
炎などの感染症に罹患するリスクが高いことが示唆された．

○朝比奈  滉直1）・秋枝  俊江1）・宮原  康太2）・島田  勝光3）・谷口  誠4）・松村  康平5）・柿木  保明６）・小笠原  正8）・植松  紳一郎7）・那
須  小夢樹7）・木村  莉子7）・黒田  たまき7）

1）松本歯科大学地域連携歯科学講座，2）広島大学障害者歯科学講座，3）松本歯科大学口腔病理学講座，4）谷口歯科医院・口腔常在微生物
叢解析センター，5）松村デンタルクリニック，６）九州歯科大学老年障害者歯科学分野，7）植松歯科医院，8）松本歯科大学総合歯科医学研
究所健康増進口腔科学部門
The relationship between the oral membranous substances of bedridden elderly people with tube feeding and oral bacterial 
flora
○ASAHINA HIRONAO，The Department of Special Care Dentistry, Matsumoto Dental University, Nagano, Japan

1-D-9　経管栄養患者における剥離上皮膜と口腔細菌叢─次世代シークエンスによる解析─



298

【Objectives】Compare  to  those  people  without  cognitive 
impairments, worse oral hygiene status was  found  in elderly 
with dementia. An  oral  care  intervention program  for  the 
elderly and their primary caregivers can reduce oral diseases, 
and the  incidence of aspiration pneumonia. We implemented a 
pilot study to evaluate an oral care  intervention program for 
the dementia elderly in Taiwan.

【Methods】We used randomized controlled  trail （RCT）,  the 
elderly with mild dementia and their caregivers were recruited 
in  the Neurology Dementia  outpatient  clinic  of Kaohsiung 
Medical University Hospital. 32 and 30 patients were randomly 
assigned  to  the  experimental group （EG） or  control group 

（CG）. There was a 30-min face-to-face oral health care session 
for EG,  including oral hygiene skill,  chewing and swallowing 
practices, safe eating methods, and oral  function rehabilitation 
training by a dental hygienist. The participants  in EG were 
encourage to do it themselves at home. Researcher called them 

monthly  to remind  them of oral care. The questionnaire and 
dental examination record at baseline and 3 month  follow-up, 
including oral health care behaviors, simple mental status, dry 
mouth conditions,  swallowing conditions, plaque  index （PI）, 
Winkel tongue coating index （CI）, repetitive saliva swallowing 
test（RSST）, and  the oral diadochokinetic （DDK） rate. The 
personal information protection of participants was considered.

【Results】There were statistically significant differences of PI 
and  ‘KA’ syllable  in DDK between two groups. We also found 
that RSST and ‘TA’ syllable in DDK, had significant differences 
in EG. Although there were no significant difference  in each 
oral health care behaviors between two groups, 9 participants 

（28.1%） in EG at least one behavior moved forward in stage of 
change, compared to 2 participants （６.7%） in CG.

【Conclusions】The  basic  oral  health  care  intervention  can 
reduce dental plaque and improve the oral function about DDK 
for elderly with mild dementia.

○Ming-An Chen1）・Shun-Te Huang2）・Hsiao-Ling Huang2）

1）School of Dentistry, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Taiwan
2）Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Taiwan

1-D-11　A�randomized�clinic�trial�of�an�oral�health�care�program�for�dementia
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2-B-6　当院における摂食嚥下障害患者の現況

○村田 尚道・山本 昌直・田尻 絢子・綾野 理加
岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
Examination of the treatment effect of the interference current type low frequency treatment device for the severe mental and 
physical disorder children
○MURATA NAOMICHI，Center for the Special Needs Dentistry, Okayama University Hospital

○北川 栄二
JR札幌病院歯科口腔外科
The current situation for the patients with dysphagia in our hospital
○KITAGAWA EIJI，Department of Dentistry and Oral Surgery, JR Sapporo Hospital, Sapporo, Japan

2-B-7　重症心身障害児に対する干渉電流型低周波治療器の治療効果の検討

【緒言】当院における摂食嚥下障害患者の現況について調査検討
した．
【対象と方法】2018 年 1 年間に当院入院中に摂食嚥下障害対策
チームに文書による評価・介入の依頼があった 69 症例を対象と
した．検討項目は，年齢，性別，依頼元，依頼理由，検査内容，
介入内容，介入前後の摂食嚥下能力の藤島のグレードの変化など
とした．なお，本研究は当院倫理委員会の承認（2019-3）を得て
いる．
【結果】対象症例の平均年齢は 82.3 歳，性別は男性 49 例，女性
20 例であった．依頼元は，循環器・腎臓内科が 24 例，外科 15
例，内科 12 例，呼吸器内科 11 例などの順であった．依頼理由
（重複含む）は，嚥下機能評価が 43 例と最も多く，むせが著明
15 例，摂食嚥下リハビリ依頼 14 例，嚥下機能の低下あり 10 例，
誤嚥の既往あり 9 例，喀痰が著明 6 例，食事摂取量が少ない 3
例，発熱あり 3例，絶食中で食事再開の可否 3例などの順であっ

た．検査内容は，69 例全例で基本検査は施行し，64 例では VE
も施行，16 例では VFも施行した．介入が不適応または不必要
の症例が 10 例であった．介入した 59 例では，摂食嚥下リハビリ
テーション，口腔ケア，ミールラウンドによる姿勢調整と食種の
評価などを複合して行った．これら 59 例の嚥下能力のグレード
を介入前後で比較すると，改善した症例が 45 例，同じが 9例，
低下した症例が 5例であった．
【考察と結論】当院は脳神経外科のない急性期病院であるが，手
術に伴う絶食や併存疾患の増悪による嚥下機能の低下，誤嚥性肺
炎など様々な理由により，多くの診療科から摂食嚥下チームに依
頼があったことが判明した．実際には，依頼に至らなかった症例
においても，摂食嚥下障害を有する患者数は多いと推定され，職
員への啓蒙活動や定期的なラウンドによる問題症例の掘り起し，
早期からの介入開始が今後必要と思われた．

【目的】重症心身障害児（以下，重症児）は，身体的，精神的な
発達不全のため，様々な障害を生じる．その中でも摂食嚥下障害
は，誤嚥や窒息のリスクもあり，その治療は重要である．しか
し，嚥下反射遅延や消失の場合，徒手的な訓練のみでは限界があ
る．また，嚥下反射を改善する干渉電流型低周波治療器（以下，
干渉波機器）を用いた報告例はあるが，小児への使用報告は少な
い．本発表は，重症児に干渉波機器を併用した嚥下訓練を行い，
治療効果について検討した．なお，本報告にあたって，保護者に
十分な説明を行い，書面による同意を得ている．
【症例】本症例は，生後より吸啜反射が無く，唾液の持続吸引と
気管切開，人工呼吸器導入，胃瘻造設が行われており，嚥下訓練
を目的に当センター紹介となった．初診時の様子：初診時年齢は
2歳 1か月，主訴は「口から食べさせたい」であった．頸定なく，
唾液嚥下もみられなかった．味覚刺激（飴）に対する舌・口唇の

動きはあるが，触診や頸部聴診での嚥下動作は確認されなかっ
た．初診より 2か月後にVFを行い，味覚刺激だけでは嚥下動作
はみられなかったが，干渉波機器の使用時に嚥下動作を認めた．
上記所見より，機器使用を併用した味覚刺激による唾液嚥下訓練
を開始した．経過：訓練は保護者が自宅で行い，出力電流を
1-1.3 mA，実施時間を 15 分／日とした．外来受診時には，着色
水（青色）を付けた飴での味覚刺激後に気切部および胃瘻から吸
引を行い，誤嚥や唾液嚥下の有無を確認した．訓練開始直後より
半年間，誤嚥はみられず，胃瘻から少量の着色水の吸引がみられ
た．
【考察】嚥下反射が見られない重症児に対して，干渉波刺激によ
る嚥下反射の促通効果が示唆された．今後は，機器の刺激がなく
ても嚥下反射の惹起が継続できることを確認する必要がある．
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【緒言】我が国は超高齢社会であり，認知症，パーキンソン病，
脳梗塞等により，意思疎通困難，寝たきり状態，摂食嚥下機能障
害を伴う患者が増加している．そのため，高齢障害者が異物を誤
嚥・誤飲するケースは少なくない．歯科領域に関する異物の報告
はほとんどが誤飲であり，誤嚥は比較的稀だが，その中でも歯の
誤嚥はさらに稀である．今回，摂食嚥下機能障害患者が自然脱落
した歯を誤嚥し気管支に迷入した 1例を経験し，患者および家族
の同意を得たので報告する．
【症例】患者：91 歳男性．既往歴：大腿骨骨折，硬膜下血腫，誤
嚥性肺炎，認知症等．現病歴：以前当院整形外科入院中に摂食嚥
下機能障害のため診察依頼を受け，嚥下評価・訓練を行った．転
院後は中心静脈栄養にて管理していたが右下 6番の脱落に気づ
き，誤飲疑いにて当科に救急搬送された．全身所見：全身的な拘
縮がみられ，搬送時の SpO2 は 70％台，酸素投与を行い，99％ま

で回復した．口腔内所見：以前存在した右下 6番が欠損してい
た．画像所見：胸部X線にて，左側気管支に右下 6番と思われ
る陰影像を確認した．
【処置】気管支内視鏡にて右下 6番を摘出した．
【考察】高齢者は加齢に伴い，嚥下機能が低下し，誤嚥を引き起
こしやすい．脳血管障害，認知症，パーキンソン病，意識障害の
ある高齢者ではさらにリスクが高くなる．誤嚥の恐れのある患者
への予防策として，絶飲食後も嚥下訓練を行い，機能が低下しな
いように配慮する事，誤嚥の原因となりうる歯や補綴物の有無を
診査し，処置を行う事などが挙げられる．今後，高齢者の脳血管
障害患者や寝たきり患者の増加に伴い，歯科異物の誤嚥の発生件
数の増加が見込まれる．われわれ歯科医師が他職種と連携し，患
者の身体的状況および口腔内の状態を共有する事で事故の防止に
貢献できると考えられる．

○鈴木 理絵・小河原 克訓・鶴見 誠・須藤 直樹・小池 亜弥・石毛 俊作・高橋 喜久雄
独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院歯科口腔外科
A case of tooth misplaced in the bronchus in a patient with dysphagia
○SUZUKI RIE，Division of Oral Surgery, Japan Community Healthcare Organization Funabashi Central Hospital, Chiba, Japan

2-B-9　摂食嚥下機能障害患者が歯を誤嚥し気管支に迷入した １例

【目的】頚椎症性筋萎縮症の術後合併症である嚥下障害は，約半
数に発症すると報告されているが，臨床対応が十分されていると
はいえない．当院では，2019 年 4 月より，整形外科と摂食嚥下
リハ科の合同プロジェクトを開始した．今回，頚椎症性筋萎縮症
患者の術前後の嚥下機能を解析したので報告する．
【対象と方法】頚椎症性筋萎縮症と診断され，手術が予定された
患者 5 名（男性 4 名，女性 1 名，平均年齢 60 歳，46-65 歳）を
対象とした．手術前日と術 1週後に嚥下造影検査（VF）を実施
し，中間のとろみ水 4cc を嚥下したときの VF 画像から，
Penetration-Aspiration Scale（PAS：1-8），上方および前方へ
の舌骨運動（％），咽頭通過時間（秒），咽頭残留スコア（喉頭蓋
谷・梨状窩：それぞれ 0-3）を計測した．術前後において各評価
項目を統計学的に比較した．なお，本研究は本学倫理審査委員会

の承認を得ている（D2019-004）．
【結果と考察】術式はすべて頚椎前方除圧固定術（ACDF）で
あった．ACDF 前後の PAS（中央値）は 0 から 1 に悪化した．
上方への舌骨運動（％）は 66.3±5.91 から 53.1±6.42 に有意に低
下し，前方への舌骨運動は 33.5±4.32 から 30.5±3.85 で不変で
あった．咽頭通過時間（秒）は 0.42±0.13 から 0.51±0.12 に延長
した．咽頭残留スコア（中央値）は喉頭蓋谷で 1から 3，梨状窩
で 0から 2 に悪化した．以上の結果より，ACDF 後は，特に上
方への舌骨挙上量が低下し，嚥下後の咽頭残留が増加することが
示され，とろみを付与した液体を喉頭侵入しやすい状態になる可
能性が示された．今後，術後の嚥下障害を予測する因子を解析
し，2 科合同で術後合併症の重症化を予防する方策を検討してい
く．

○中川 量晴・吉見 佳那子・中根 綾子・戸原 玄
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野
Analysis of the swallowing function in post ACDF （Anterior Cervical Discectomy and Fusion） for cervical spondylotic 
amyotrophy
○NAKAGAWA KAZUHARU，Gerodontology and Oral Rehabilitation, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo 

Medical and Dental University, Tokyo, Japan

2-B-8　頚椎症性筋萎縮症における術後嚥下機能の解析―整形外科との連携―
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【緒言】Down 症は筋緊張低下による開口，舌突出，など様々な
徴候を有し，口腔機能発達不全が多い．また，その特徴的な性格
から継続的な訓練が難しい．今回，Down 症患者に口唇圧向上訓
練を行った経験を報告する．
【症例】患者：11 歳男性．主訴：全身麻酔下歯科治療依頼．既往
歴：Down 症．全身麻酔下での歯科治療後に歯科衛生士による蝕
予防プログラムを作成した．日常のブラッシングと介助者による
仕上げ磨きに加えフッ化物洗口をすすめたが，母親から含嗽がで
きないと申告があった．原因として口唇閉鎖不全を考え，含嗽が
できることを目標に「リップルトレーナー」を用いた口唇圧ト
レーニングを開始した．初回の水平方向口唇圧は 2.0 N，2 ヶ月
間のトレーニング後には 6.3 N と口唇圧は増加したが，まだ含嗽
ができないため口腔内水分保持の訓練を追加した．水を含み 3秒
後に吐き出すトレーニングを行い，模倣ができた．しかし飽きて

しまいそれ以上トレーニングをすすめることができなかった．現
在，含嗽は可能になっていないが，興味を持っている音楽療法
に，「リップルトレーナー」を利用した口腔周囲筋の訓練を取り
入れている．
【考察】Down 症患者は，こだわりが強く，受け入れも難しいた
め訓練の習得には多くの期間を要す．患者家族の協力は必須で，
継続的にトレーニングを行うには，本人が興味を持てるような訓
練法工夫し実践することが重要である．
【結語】Down 症の口腔機能発達不全症患者における口腔機能向
上訓練を行った症例を経験した．楽しく効果的にトレーニングを
行うためには，家族，他職種との連携が重要である．
本発表に関し開示すべき利益相反はない．なお，文書にて患者家
族に同意を得ている．

○小牧 実央・橋本 香・内橋 康行・足立 了平
ときわ病院歯科口腔外科
A case of Down’s syndrome patient who had difficulty in the introduction of oral function improvement training
○KOMAKI MIO，Department of Oral Surgery, Tokiwa Hospital, Hyogo, Japan

2-B-１１　口腔機能向上訓練の導入に難渋した Down症患者の一例

【目的】Down 症候群（DS）者は，オーラルフレイルから口腔機
能低下症へ容易に進行する可能性があるが，これまで検討された
報告は少ない．DS 者の成人期以降は全身機能の低下や社会性に
関連する能力の退行様症状などもみられる現状において，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
要であると考える．今回，我々はDS児・者の口腔機能状態を多
角的に評価したので報告する．
【方法】保護者などにより文書による同意が得られたDS児・者
を対象とした．口腔機能の評価項目としては，口腔内診査により
歯周ポケットの深さ（PD），舌苔の付着度（TCI）を評価した．
さらに，口腔水分計による口腔乾燥度，オーラルディアドコキネ
シス，最大舌圧などの測定を行った．対象者をA群（20 歳未
満），B群（20 歳以上 40 歳未満），C群（40 歳以上）の 3群に分
けて評価した．なお，本研究は本学倫理委員会の承認を得た（承

認番号第 541 号）．
【結果】対象者は 83 名（平均年齢 21.2±12.3 歳）であった．平均
PDはA群：1.8±0.8，B群：2.2±0.8，C群：2.6±0.7，平均TCI
は A 群：16.3±15.9，B 群：19.4±15.7，C 群：19.4±13.9 であっ
た．平均の口腔乾燥度は A群：27.9±2.8，B 群：27.2±2.2，C
群：27.6±1.2，オーラルディアドコキネシスは「パタカ」の合計
の平均として A 群：3.5±1.3，B 群：2.7±1.7，C 群：2.3±0.7，
平均最大舌圧（kPa）はA群：10.3±8.1，B群：9.0±9.6，C群：
7.0±7.1 であった．
【考察】成人期における口腔機能は標準値と比較して低い傾向に
あり，加齢とともにさらに低下することが明らかとなった．今後
はこれら研究結果をもとに，口腔機能改善に関する機能療法や抗
酸化食品による臨床基盤研究によるエビデンスに基づいた口腔機
能低下の予防へのアプローチを展開する予定である．

○小松 知子1）・近藤 達郎2）・長田 豊3）・宋 文群4）・重藤 良太1）・横山 滉介5）・長田 侑子6）・井元 拓代3）・三村 恭子3）・高比良 喜世
美3）・川添 朋子3）・春田 史織7）・森本 佳成8）・李 昌一9）

1）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科学分野，2）みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家，3）長崎県口腔保
健センター，4）神奈川歯科大学大学院災害医療・社会歯科学講座，5）神奈川歯科大学附属病院障害者歯科・高齢者歯科，6）長崎大学病院
医療技術部歯科衛生室，7）メディプラス製薬，8）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座，9）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
Age-related alterations in oral function in patients with Down syndrome
○KOMATSU TOMOKO，Dentistry for the Special Patient Department of Critical Care Medicine and Dentistry Graduate School of 

Kanagawa Dental University, Kanagawa, Japan

2-B-１0　Down症候群者の口腔機能の加齢による変化
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【目的】口腔機能と身体機能との関連については，これまで，歯
数や咬合支持の有無との関連についてはいくつか報告があるが，
咀嚼機能の重要な要素である下顎運動との関連についての報告は
少ない．本研究では，高齢者の下顎運動経路と身体機能との関連
を検討し，運動性咀嚼障害の要因を探ることを目的とした．
【方法】京都市で開催された体力測定会の参加者のうち，歯数 28
歯以上の高齢者 86 名（男性 24 名，女性 62 名，平均年齢 74.8 歳）
を対象とした．下顎運動経路（モーションビジトレーナーV-1：
GC），舌圧（JMS 舌圧測定器TPM-01：JMS），咀嚼能力（グル
コラム，グルコセンサー GS-2：GC），オーラルディアドコキネ
シス（以下ODK），開眼片足立ち時間，ステッピング，歩行速
度，握力を測定し関連を検討した．匿名化された情報を用いて検
討した．統計方法はt検定およびロジステック回帰分析を用いた．
本研究は日本歯科大学生命歯学部倫理審査委員会の承認を得た

（承認番号：NDU-T2019-02）．
【結果】下顎運動経路は，志賀らが示す健常者の代表的パターン
である 1と 3以外のパターンを示す者（異常群）が 27.9％存在し
た．異常群においてステッピング，ODK，咀嚼能力が正常群に
比較して有意に低値を示した（p＜0.05）．また，咀嚼能力は
ODK，下顎運動経路パターンと有意な関連を示した（p＜0.05）．
【考察】咀嚼運動とステッピングなどの歩行運動はそれぞれ延髄，
脊髄に存在する central pattern generator（以下 CPG）により
制御されている．対象者にみられた咀嚼運動と歩行運動の乱れ
は，これら中枢神経系の機能低下が原因である可能性を示唆し
た．
【結論】加齢に伴う中枢神経系の変化が咀嚼運動，舌運動の巧緻
性低下と関連し，運動性咀嚼障害の原因となりうると考えられ
た．

○加藤 陽子1）・菊谷 武1，2）・佐川 敬一朗2）・五十嵐 公美2）・矢島 悠里2）・仲澤 裕次郎2）・宮下 大志1）・永島 圭悟1）・田村 文誉1，2）
1）日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学，2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
Association between masticatory path pattern and physical function in the elderly：A study of related factors for motor 
masticatory disorders
○KATO YOKO，Division of Clinical Oral Rehabilitation, The Nippon Dental University Graduate School of Life Dentistry at Tokyo, 

Tokyo, Japan

2-B-１3　高齢者の下顎運動経路と身体機能との関連─運動性咀嚼障害の関連要因の検討─

【目的】当センターにて，口腔のケアと摂食機能支援相談会の受
診を共に続けている患児で，口唇閉鎖の大切さを感じ，その改善
に向けてトレーニング中の症例を報告する．本発表については書
面にて保護者の同意を得ている．
【症例】患者：初診時 3歳 8か月（現在 9歳），ダウン症候群．既
往歴：中耳炎，他合併症の報告なし．主訴：3 歳半健診で歯列不
正の指摘を受け「虫歯になりやすいので診てほしい」
【経過】初診時所見として，上顎両側ABに歯列不正があること
から，口腔衛生管理と歯科受診をスムーズに行う為のトレーニン
グを重ねてきている．交換期に入り，晩期残存の乳歯抜歯で咬合
誘導中である．保護者には食べることに関しての悩みもあり，食
べこぼしや早食べ，丸飲み込みがあることから，摂食機能支援相

談会で指導を受けているが，口唇閉鎖不全が課題となっている．
歯列不正と摂食機能問題と両方の解決に向けて，口唇閉鎖の大切
さを実感し，舌訓練と巻笛を使ったトレーニングを始めて継続中
である．
【考察】保護者の協力があり，プラークコントロール良好で，カ
リエスフリーを維持できている．口腔内の環境としては，叢生や
開咬などの歯列不正や口呼吸による乾燥を伴うと，カリエスや歯
肉炎誘発が考えられる．また，口唇閉鎖不全や舌突出があると，
摂食機能問題が生じて早食べや丸飲み込みの傾向になることか
ら，肥満になりやすく消化不良や誤嚥のリスクも高まる為，今後
も口腔機能を見守りながら，改善に向けたトレーニングを続けて
いく必要がある．

○児玉 綾子・平山 勝徳・永村 宗護・山本 夏彦・小野田 奈穂子・鶴重 良太・菊地 幸信・茂木 信道・小國 望・渡邊 奈美子・松
川 純子・橋本 富美・鈴木 聡行
藤沢市歯科医師会
A case recognizing through ingestion support counseling and medical treatment, the importance of lip closure for eating
○KODAMA AYAKO，Fujisawa Dental Association, Kanagawa, Japan

2-B-１2　摂食機能支援相談会と診療の場面で口唇閉鎖の大切さを実感した症例



障害者歯科　第 40 巻第 3号　2019　　303

【緒言】ATR-X 症候群は，重度精神遅滞，特徴的顔貌，α-サラ
セミア，外性器異常を特徴とするX連鎖劣性遺伝疾患である1）．
重度精神遅滞，特徴的顔貌に加えて，流涎，嘔吐，胃食道逆流と
いった消化管症状を高頻度に合併することから，歯科的管理の重
要性が高い．一方，ATR-X症候群における歯科的報告は限られ
ている．今回，ATR-X症候群男児の約 7年間にわたる口腔管理
を行ったので，その口腔の形態的・機能的特徴を報告する．発表
にあたり書面による代諾者の同意を得ている．
【症例】初診時年齢 10 歳 7か月のATR-X症候群男児．食べこぼ
しと食事摂取量が安定しないことを主訴に来院した．胃食道逆流
に対し 2回の噴門形成術が施行されており，症状は改善傾向に
あった．初診時，流動食およびミキサー食を全介助にて経口摂取
していた．

【経過】当初，食事拒否や偏食を認め，斜め上を見上げる姿勢を
好むという行動異常から頸部後屈位での食事摂取習慣を認めた．
口唇閉鎖不全と舌突出癖，下顎の著しい空隙歯列と反対咬合を認
め，口唇または前歯での捕食が困難で口唇漏出が顕著であった．
受診開始から 3年，食事時の集中力は改善し，患児自身によるス
プーンでの摂取やコップでの飲水が可能となり，捕食時の口唇機
能は改善傾向にあった．しかし，舌突出癖に伴う下顎前歯部の唇
側傾斜は徐々に悪化しており，咬断や咀嚼の機能獲得は不十分で
あったため，食事形態は変更せずにミキサー食を継続した．
【考察】本症例は，疾患に特異的と考えられる口腔形態と機能を
認めた．それらを十分考慮した口腔管理が重要であると考えられ
た．
【文献】1）Gibbons RJ et al. Cell 80（6）：837-45, 1995.

○中村 由紀1）・野上 有紀子1）・森岡 沙耶香2）・小野寺 早紀1）・中島 努1）・黒澤 美絵1）・岩瀬 陽子1）・大島 邦子1）・齊藤 一誠1）・早
崎 治明1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野，2）新潟大学医歯学総合病院診療支援部歯科衛生部門
Oral health care for a child with ATR-X syndrome：A case report
○NAKAMURA YUKI，Division of Pediatric Dentistry, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences

2-B-１5　ATR-X症候群の男児における口腔管理の １例

【目的】必要最小限の矯正歯科治療により良好な口腔機能が獲
得・維持されている精神発達遅滞を有する唇顎口蓋裂症例の長期
経過を報告する．
【症例】10 歳 2 か月．初診時診断：Skeletal Cl.2，顔面非対称，
左側交叉咬合，上顎切歯重度舌側傾斜，上顎歯列狭窄，下顎歯列
中等度以上負のディスクレパンシー，両側上顎側切歯先欠，思春
期性成長前期の精神発達遅滞を伴う女子症例．治療計画：1 上顎
歯列の側方拡大，2 顎裂部への骨移植，3 思春期性成長終了まで
成長観察，4 再検査・再診断後マルチブラケット治療．治療経
過：上顎側方拡大後の顎裂部への骨移植は，低体重と喘息のため
延期となった．12 歳時に下顎両側第一小臼歯を抜歯し，上顎の
側方拡大を再度短期間行い保定装置を装着したが，顎裂部への骨
移植は肺炎の頻発など体調不良によりさらに延期となった．17
歳時には右側第二大臼歯の鋏状咬合の改善を試みるも顎位の不安

定化をまねき断念した．同時期保護者からマルチブラケット治療
を見合わせたいとの申し出があったため，19 歳時に瘻孔閉鎖顎
補綴，22 歳時に辺縁封鎖性を向上させた上顎口蓋床セットを行っ
た．初診より 20 年経過し，多少の問題点はあるものの緊密で安
定した咬合が維持されている．なお，発表にあたっては書面によ
り本人および家族の同意を得た．
【考察・結論】障害者の矯正治療においては，障害の程度により
できることが限られる．治療のゴールは健常者と同様とするもの
の，段階を設定し各段階において中止することになっても，一定
の治療効果が得られるように考慮する必要がある．本症例は，知
的障害は軽度だったものの全身状態が不安定で顎裂部への骨移植
やマルチブラケット治療を断念せざるを得なかった．しかし，口
腔ケアの継続と顎補綴などにより安定した口腔機能が獲得・維持
された．

○大森 勇市郎
大森矯正歯科クリニック
Longterm observation of minimum orthodontic treatment for mental retardation patient with cleft lip and palate
○OOMORI YUUICHIROU，Oomori Orthodontic Clinic, Mito, Japan

2-B-１4　最小限の歯科矯正治療を適用した精神発達遅滞を有する左側唇顎口蓋裂長期経過症例
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【緒言】ガマ種は腫瘍性疾患の中では多く，無痛性のため無自覚
で経過する．今回，われわれは急速に大きくなる舌下部のガマ腫
を呈した精神遅滞患者において，全身麻酔下でガマ腫摘出術を
行ったので報告する．なお，本症例の報告にあたり，書面にて保
護者の同意を得た．
【症例】患者は 43 歳の男性，身長 168 cm，体重 53 kg で精神遅
滞を認めた．手術の 1ヶ月前に左側舌側の腫脹で来院しガマ腫が
疑われ，全身麻酔下で腫瘍摘出術を予定した．現症はピンポン玉
程度の腫瘤を左側臼歯部の舌側に認めるも，呼吸苦や嚥下障害は
ないとのことであった．しかし，日に日に腫瘤は大きくなってい
るとのことで，手術の日程を予定より 2ヶ月早めて行うこととし
た．
【麻酔経過】全身麻酔導入は緩徐導入で行い，McGRATHTM を用
いて愛護的に経鼻気管挿管を行った．術中，バイタルは終始安定
しており，ガマ腫摘出術を行った．覚醒は良好で自発呼吸を確認

後に抜管した．帰室後は出血や著しい腫脹も認めず，嚥下障害や
呼吸苦がないことを確認し帰宅許可とし，帰宅後も問題ないとの
ことであった．
【考察】ガマ腫とは舌下腺から漏出した唾液が組織の中に溜まる
無痛性の腫瘍性疾患で，巨大化すると発音・嚥下・呼吸障害など
を引き起こすことがある．ガマ腫が巨大化した場合の危険性や再
発，術後の再出血や腫脹による合併症を考慮し，手術を早期に行
うことでMcGRATHTMを用いて安全に気道確保ができた．また，
術式も通法に加え合併症が少ない工夫を加えることで患者のスト
レスもなく，再出血や再発も予防できたと考えられる．
【結語】ガマ腫は腫瘍性疾患の中でも症例数が多く，今後も遭遇
する機会は考えられる．本症例は麻酔・治療方法，手術時期の選
択に苦難したが，綿密な計画と準備をすることで安全に手術を行
うことができた．

○里見 ひとみ1，3）・櫨 万紀子2，3）・山口 武人3）・岡 俊一1，3）・佐藤 裕美1，3）・見崎 徹1）
1）日本大学歯学部歯科麻酔学講座，2）日本大学歯学部小児歯科学講座，3）埼玉県社会福祉事業団皆光園歯科診療所
Patient with mental retardation undergoing excision of sublingual renula under general anesthesia
○SATOMI HITOMI，Department of Anesthesiology, Nihon University School of Dentistry, Tokyo, Japan

2-B-１7　ガマ腫により口底部腫脹を呈した精神遅滞患者に対して摘出術を全身麻酔下で行った １症例

【目的】重症心身障害者の口腔外科処置は患者と家族にとって
様々な負担になる場合も少なくない．今回われわれは，病診連携
により多発性顎骨嚢胞の手術と術後管理を行った症例を経験した
ので報告する．書面により本人・家族に同意を得た．
【症例】患者は 23 歳，男性．2018 年 1 月頃より左側頬部の腫脹
と 39 度の発熱を認めた．愛知県医療療育総合センター中央病院
歯科にて消炎処置を行い，CT撮影を行ったところ多発性顎骨嚢
胞を認めたため，治療目的に当科紹介となった．既往歴として溺
水後低酸素脳症，痙性四肢麻痺，最重度精神遅滞，慢性呼吸不
全，摂食嚥下障害，てんかん等があり，気管切開と胃瘻造設が行
われており，また，生卵とインフルエンザワクチンにアレルギー
歴があり，デパケンⓇ，ギャバロンⓇ，ダントリウムⓇ，フェノ
バールⓇ，ベンザリンⓇ，トリクロリールⓇ，ロゼレムⓇの処方が
あった．初診時，体重 15 kg，固視・追視・音源定位はみられず，

体性感覚刺激に対し筋緊張が増加．首を右側に向けた非対称性緊
張性頸反射様の姿勢をとり，頸部の反り返り高度側彎を認めた．
局所所見としては開口状態であり，両側上下顎骨にび漫性骨膨隆
を認めた．CT では両側上下顎骨に多発性の嚢胞性病変を認め，
生検にて重層化した角化物を含む異型のない嚢胞壁を認めた．12
月，歯原性角化嚢胞などを疑い全身麻酔下に両側上下顎嚢胞の開
窓術を行った．術後，開窓部の生食洗浄とガーゼ交換を要したた
め，かかりつけ歯科医と歯科衛生士による週 2回往診を依頼し，
退院後は自宅療養とした．術後 6か月現在，経過は良好である．
【考察】呼吸器装着と高度側弯症により仰臥位での術後処置は困
難を極めたが，自宅が遠方のため通院が困難であり，かかりつけ
歯科医，および紹介元の医療療育総合センターと連携することで
術後処置を行うことが出来た．

○菱田 純代1）・森田 麻希1）・廣瀬 満理奈1）・横山 善弘2）・加藤 篤2）・渋谷 恭之1）
1）名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科学分野，2）愛知県医療療育総合センター中
央病院歯科
Surgical and postoperative management for multiple jawbone cysts by the hospital and clinic cooperation：a case of severe 
motor and intellectual disability
○HISHIDA SUMIYO，Department of OMS, Nagoya City University, Graduate School of Medecine Science, Nagoya, Japan

2-B-１6　病診連携により多発性顎骨嚢胞の手術と術後管理を行った重症心身障害者の １例
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【緒言】舌悪性腫瘍が疑われた重症心身（以下，重心）障害者に
おいて，高次医療機関での精査・加療が必要だと考えられたもの
の，医療体制が不十分との理由で受け入れが困難だったため，当
センターで対応した 2例を経験した．本報告に際し，患者の保護
者から書面による同意を得た．
【症例および経過】（症例 1）36 歳，女性．初診：2017 年 9 月．
主訴：口内炎が治らない．障害名：点頭癲癇，精神発達遅滞．現
病歴：2017 年 9 月頃から舌尖部に潰瘍が認められ，徐々に増大
したため当科を受診．現症：身長 137 cm，体重 56.7 kg．舌尖部
に腫瘤が認められた．生検で悪性は否定された．（症例 2）31 歳，
女性．初診：2018 年 6 月．主訴：舌にしこりがある．障害名：
脳性麻痺，知的能力障害．現病歴：2018 年 6 月初旬，舌下部腫
瘤の精査のため当科を受診．現症：身長 140 cm，体重 18 kg．
舌下部に硬結を伴う潰瘍あり．下顎中切歯の切端部鋭縁の研磨お

よび口腔内装置の着用により，舌下部の潰瘍は治癒した．
【考察】悪性腫瘍を疑う症例では，専門科や十分な設備がない医
療機関での対応は困難であり，高次医療機関における初期診断か
ら治療を含めた一連の対応が必要となる．本症例では医療体制が
不十分との理由で高次医療機関での受け入れが困難だった．2016
年に施行された障害者差別解消法では，人的・設備体制が整備さ
れた医療機関には，障害者に対して柔軟な対応を積極的に行うこ
とが期待されている．近年の重心障害者の長期生存に伴い，悪性
腫瘍による死亡率の増加が指摘されており 1），重心施設に入所す
る障害者の難治性疾患に対応した高次医療機関との医療ネット
ワークの構築が，今後ますます重要になると考えられた．
【文献】1）尾上幸子，幸田徳二，延時達朗，他．重症心身障害者
の死亡に関する検討．脳と発達 2016；48：407-12．

○原 憲史1，2）・大岩 隆則1）・上出 清恵1）・太田 増子1）・加藤 礼子1）
1）愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科，2）藤枝平成記念病院歯科口腔外科
Two cases of severe motor and intellectual disabilities suspected with tongue malignancy
○HARA KENJI，Department of Dentistry, Aichi Prefectural Mikawa Aoitori Medical and Rehabilitation Center for Developmental 

Disabilities, Aichi, Japan

2-B-１8　舌悪性腫瘍が疑われた重症心身障害者の 2例
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【緒言】藤沢市北部歯科診療所障がい者歯科診療部門では診療ご
とに診療報告を記録している．その中からインシデント報告を掲
示して関係者への周知を図り，再発防止策を検討し，対応を図る
取り組みを続けてきた．今回平成 27 年度から 30 年度までの 4年
間の集計により若干の知見を得たので報告する．本研究は当会倫
理委員会承認（2019-003）を得て実施した．
【方法】第 34 回学術大会にて発表した平成 27 年度，28 年度の結
果の見直しと平成 29 年度，30 年度の集計を行い 4年間のインシ
デント報告件数，アクシデントと認められるものを抽出した．ま
た発生箇所を分類し，診療室での発生起因を患者不適応行動，以
下「行動」術者手技，以下「手技」設備／器械，その他に分類し
た．

【結果】4年間の診療日数合計は 389 日で，各年度の報告件数は
合計 352 件であった．そのうちアクシデントと認められるものは
15 件であった．発生起因は，年度ごとに「行動」と「設備／器
械」，「設備／器械」「手技」，「行動」と最多因子が変化していた．
【まとめ・考察】平成 27 年度から 30 年度までの 4年間の診療室
でのインシデント発生起因の推移をまとめた．事例の情報を共有
することは診療所が安全に機能を発揮する重要な要素となる．各
年度で多くの事例に対しての注意喚起は次年度で功を奏している
ように見受けられるものの，他の因子の増加が認められる．今後
も情報の発信を継続し，関係者間での情報共有から事案の発生を
減じていく方策を図る．

○山本 夏彦・間宮 秀樹・鈴木 聡行・永村 宗護・秋本 覚・小國 望・工藤 滋子・小城 哲治・渡邊 奈美子・渡辺 真人・和田 光
利・池田 弥生・田中 光代・丹羽 由佳子・日野 和枝
藤沢市歯科医師会
Evaluating incident reports in the field of dentistry for the disabled：2nd report
○YAMAMOTO NATSUHIKO，Fujisawa Dental Association

2-D-１3　当障害者診療部門インシデントレポートの検討について―第 2報―4年間の分析と評価について

【緒言】平成 26 年 4 月 1 日に青森県では初めてとなる障害者歯科
センターが県立あすなろ療育福祉センター内に開設された．現
在，火曜日午前と水曜日午前午後の診療となっている．平成 29
年度からは全身麻酔下治療も開始した．今回われわれは 5年間の
診療実績について臨床統計的観察を行ったのでその結果と今後の
センターの問題点を検討したので報告する．
【方法】平成 26 年 4 月から平成 31 年 3 月までの 5年間に当セン
ターを受診した初診患者を検討対象とした．患者数，性別，年
齢，患者居住地域，障害の種類，初診時歯科疾患病名，治療内容
などを総数及び年度ごとに臨床統計的観察を行った．データは匿
名化された情報を用いて行った．
【結果】患者数は 169 名（男性 101 名，女性 68 名）であった．年
齢は 2歳から 53 歳で，平均年齢は 13.6 歳であった．居住地域は
青森市が 130 名で最も多かった．障害の種類は脳性麻痺 77 名，

知的障害 43 名，染色体異常 17 名，自閉症 14 名，発達障害 7名，
脳炎後遺症 3名，その他 8名であった．初診時歯科病名（延べ
数）はう蝕 117 名，歯周病 78 名，歯肉炎 67 名，歯髄炎 29 名，
歯根膜炎 28 名，晩期残存 25 名，その他 27 名であった．治療内
容（延べ数）はスケーリング 135 名，充填処置 109 名，抜歯 63
名，根管治療 40 名，歯冠補綴 29 名，薬物塗布 24 名などであっ
た．
【考察】当センターは県立施設の中に開設され，青森県歯科医師
会が運営を担っている．診療時間を増加できない中，診療困難な
症例が増加し全麻下治療のニーズも高まっていると考えられた．
さらに当センターの存在が次第に青森県内で周知され始め，受診
希望者や紹介患者が増加してきている．現在の診療体制では今後
増加が見込まれる患者数に対応できないことが予想され，施設の
拡充と診療体制の充実が喫緊の課題と思われた．

○藤本 聖司1）・小野 芳男1）・市川 真弓1）・久慈 昭慶2）
1）あすなろ療育福祉センター青森県障害児者歯科保健センター，2）岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座（小児歯科学・障害者歯科
学分野）
Achievements and prospects of medical at a certain prefectural dental facility for disabled people
○FUJIMOTO SEIJI，Oral Health Center for Disabled, Aomori Perfectural Asunaro Care and Walfare Center, Aomori, Japan

2-D-１2　某県立障害者歯科診療施設の診療実績と展望
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【緒言】スペシャルニーズの方々は感受性が高く，不安や抵抗の
感覚も強く，環境の変化には弱いとされている．これらの対策を
考案，実践し好結果が得られているので報告する．
【対象および方法】歯科診療室の環境整備として，恐怖を和らげ
る工夫を様々考え，臨床の場にて実行している．更に今回，雰囲
気と工夫を踏襲の上で改装したのを期に，利用者へ空間感覚につ
いて質問紙調査を行い，内容を検討．データは匿名化されている
情報を用いた．
【内容および結果】当院では診療室の入室や診療チェアに座る事
に抵抗のある方に対し，脱感作，シェイピング法に加え，抵抗を
薄めると共に視覚でも同調し誘導できる様に，待合室の椅子と診
療チェアを同色にする配慮をして効果を得ている．色調は暖色で
はなく寒色だが，冷たく感じないパステル系の青を選択．改装時
も引き継いでいる．色彩の工夫等について利用者の感じ方を調査
した所，椅子との関係に対する気付きは少なかった．

【考察】環境整備における色彩の選択は重要であるが，深く掘り
下げて考えられる事は少ない．当院は色彩心理学の観点から，暖
かいが興奮を誘発しうる赤系ではなく，鎮静を促し時間的感覚も
緩やかとされる青系で，かつ柔らかな感じを与える色調を用いて
いる．調査結果から，無意識の中で心理的効果が得られている事
が分かり，自然な誘導が出来ているものと考えられた．
【結論】当方法・当案は，歯科受診に対する利用者の心理的壁解
除の一助になると共に，歯科医療従事者のリスクマネージメント
の一つにもなると考えられた．
【文献】1）スペシャルニーズ・デンティストリ─．第 2版，日本
障害者歯科学会編，2017．2）新編色彩科学ハンドブック．第 3
版，日本色彩学会編，2011．3）色彩の科学．金子隆芳，1988．
4）色彩の心理学．金子隆芳，1990．5）色彩心理学入門．大山
正，1994．他．

○加賀谷 昇・小林 美生・齊藤 怜子・小倉 満美・植田 美知子・児玉 あづさ・加賀谷 忠樹
加賀谷歯科医院
The environmental maintenance that the color psychology effect used as reasonable accommodation for the special needs
○KAGAYA NOBORU，Kagaya Dental Clinic, Tokyo, Japan

2-D-１5　スペシャルニーズに対する合理的配慮として色彩心理効果も利用した環境整備

【目的】成人の心停止が心原性であることが多いのに対して小児
では呼吸不全やショックが原因になることが多い．したがって小
児の心停止予防のためには呼吸不全やショックを早く認識し対処
することが重要である．当法人では昨年 10 月に少年期青年期発
症の運動障害患者を対象とする病院が誕生し，脳性麻痺や低酸素
性脳症などを有する小児の歯科受診が増加している．そこで，今
後のスタッフ教育の参考とするために，小児の緊急事態の評価に
関して歯科診療部スタッフに実態調査を行った．当院倫理審査委
員会承認番号：373 番．
【方法】対象は，当法人A病院，B病院の歯科診療部スタッフ 20
名（歯科衛生士 9名，受付助手 7名，歯科技工士 4名）とした．
小児の BLS 講習会の前後に，小児の心停止の原因，小児の心肺
停止時の心臓マッサージと人工呼吸の回数，上気道および下気道
閉塞の徴候，循環血液量減少性および血液分布異常性ショックの

原因に関する知識，小児の歯科治療時の緊急事態の原因になると
考えられる事象に関する考えの実態を調査した．データは匿名化
されている情報を用いた．
【結果】講習前，心停止の原因および心臓マッサージと人工呼吸
の回数の正答率は 55％と 40％（1 人法），35％（2 人法）で，上
気道および下気道閉塞の徴候の未回答者は 15 名と 17 名，循環血
液量減少性および血液分布異常性ショックの原因の未回答者は
17 名と 19 名であったが，講習後は大幅に改善された．歯科治療
時の緊急事態の原因としては，誤飲誤嚥，アナフィラキシー
ショックなどがあげられていた．
【考察】当院歯科スタッフの小児の緊急事態に関する理解は十分
ではないが，講習会によって改善が得られると考えられる．
【結論】小児の緊急事態の認識評価に関して体系的な教育が必要
と考えられた．

○旭 吉直1，2）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加2）・猪飼 祥子1）・青野 陽2）・高崎 義人1，2）・大道 士郎1，2）
1）社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部，2）社会医療法人大道会ボバース記念病院歯科診療部
A survey achieved on dental staffs of our hospitals regarding pediatric emergency assessment
○ASAHI YOSHINAO，Department of Dentistry, Morinomiya Hospital, Osaka, Japan

2-D-１4　小児緊急事態評価に関して当院歯科スタッフに対して実施した意識調査
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【緒言】自閉スペクトラム症児では，全身麻酔下歯科治療が選択
されることがあるが，麻酔導入には身体抑制下の緩徐導入を行う
ことが多い．しかし抑制による恐怖心は，精神的外傷となる可能
性がある．そこで当科では，愛護的かつ円滑な麻酔導入を目指し
て術前トレーニングを行っている．今回その症例をまとめ，ト
レーニングの効果について考察し報告する．なお個人情報に配慮
し，データは匿名化されている情報を用いた．
【対象と方法】対象は 2018 年 1 月～2019 年 3 月に当科で全身麻
酔下歯科治療を行った自閉スペクトラム症児 5人（のべ治療回数
8回）で，全員前投薬を用いずに手術室へ入室し，酸素＋セボフ
ルランによる緩徐導入を行った．調査項目は性別，年齢，過去の
歯科治療歴，トレーニング回数などとした．術前トレーニング
は，1．治療当日の順路確認，2．フェイスマスクや機器モニタの
装着練習とし，手術室看護師が中心となり写真カードを活用して

複数回行った．マスクは貸与し，家庭や通学中の保育園や特別支
援学校でも練習を行ってもらった．
【結果】5 人中，円滑な導入が可能だったのは 3 人（男児 2 人，
女児 1人）で平均年齢 7歳 4ヵ月，平均トレーニング回数は 4回
で，1 人は学校でも練習を行っていた．過去の抑制下歯科治療経
験者は 2名だった．一方，強い抑制での導入が必要だった 2人
（男児 1人，女児 1人）は，平均年齢 6歳 6 ヵ月，平均トレーニ
ング回数は 3.5 回で，家庭でのトレーニングにも困難があった．
1 人は抑制下の歯科治療経験があった．
【考察】病院，家庭，学校での術前トレーニングにより，約半数
の症例で愛護的な麻酔導入が可能だったが，症例数が少なく，家
庭でのトレーニングへの抵抗性以外，一定の傾向は見いだせな
かった．今後は症例数を増やし，さらに分析を重ねていきたい．

○松井 宏1）・神岡 緑2）
1）新潟労災病院歯科口腔外科，2）神岡歯科医院
Effect of preoperative training for smooth general anesthesia induction of dental treatment for children with autism spectrum 
disorder
○MATSUI HIROSHI，Department of Dentistry and Oral-Maxillofacial Surgery, Niigata Rosai Hospital

2-D-１7　自閉スペクトラム症児に対する全身麻酔下歯科治療の円滑な麻酔導入に向けた術前トレーニングの効果

【目的】不快な味覚や触覚により不安感や恐怖感が増悪され，歯
科治療を拒絶する患者は少なくない．亜酸化窒素はその鎮静効果
と鎮痛効果から有用な鎮静法とされ，その他聴覚や視覚，触覚に
も影響を与えるなど様々な効果が報告がされているが，口腔内感
覚である味覚や触覚に対する影響は明らかにされていない．本調
査では亜酸化窒素の口腔内感覚への効果を検証することで，亜酸
化窒素吸入鎮静法の更なる有用性を明らかにすることを目的とす
る．
【方法】学生を主体とした成人ボランティアで，亜酸化窒素に対
する禁忌症がなく，同意の得られた者を対象とした．彼らに対
し，当科で作成した歯科恐怖症アンケート，亜酸化窒素 0％，
30％，50％下における血圧，脈拍測定，心拍数変動検査，セメス
ワインスタインモノフィラメントによる触覚検査，電気味覚検
査，濾紙ディスク法による味覚定性定量検査（甘味，塩味，酸

味，苦味）を行った（承認番号 18-67）．
【結果】男性 5 名，女性 5 名の合計 10 名（30.4±4.8 歳）に対し
て解析を行った．全てにおいて鎮静状態が得られた．調査中，血
圧，脈拍，心拍数変動検査では有意な変化は認められなかった
が，下顎中切歯唇側歯間乳頭部における触覚検査，舌尖部におけ
る電気味覚検査，舌背部における濾紙ディスク法による味覚定性
定量検査では，亜酸化窒素使用によって有意な閾値の上昇が認め
られた．また，この閾値の上昇は濃度依存性に認められた．
【考察】本調査では，亜酸化窒素により鎮静状態の確立以外に，
濃度依存性の歯間乳頭部における触覚閾値の上昇ならびに舌背部
における味覚閾値の上昇を引き起こした．これは，亜酸化窒素吸
入鎮静法が歯科治療中の器具操作による不快な触覚，ならびに
様々な歯科材料による不快な味覚をマスキングさせる性質を持つ
ことを示唆している．

○黒岩 きりこ・原野 望・茂山 幸代・亀谷 綾花・下坂 桃子・安藤 瑛香・渡邉 誠之
九州歯科大学附属病院あんしん科
Nitrous oxide reduces intraoral sense input
○KUROIWA KIRIKO，Department of Special Dentistry, Kyushu Dental University Hospital

2-D-１6　亜酸化窒素は口腔内感覚入力を低下させる
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【緒言】ペースメーカーを装着した洞不全症候群患者の全身麻酔
管理について報告する．発表に際し書面により本人の同意を得
た．
【症例】患者 82 歳女性，身長 149 cm，体重 61.0 kg．既往歴とし
て 52 歳より高血圧症でニフェジピン内服加療中であり，69 歳時
心筋梗塞発症後 3カ所冠動脈ステント留置しバイアスピリン 100 
mg／日内服継続中であった．76 歳時腎機能障害（Cr 1.39 mg／
dl）が認められた．80 歳時胸痛および呼吸苦の症状および高度
徐脈認め救急搬送されたのち洞不全症候群と診断後ペースメー
カー装着となった．右下口唇の腫脹を主訴とし全身麻酔下での顎
下腺腫瘍切除術を予定された．術前に心臓超音波検査を施行し重
度三尖弁閉鎖不全症，中等度僧帽弁逆流，軽度大動脈弁狭窄症，
肺高血圧を認めた．術前の心電図では全ての拍動でペースメー
カーによる心房ペーシングであった．胸部X線上は軽度心拡大
（CTR 54％）を認めた．術 5日前よりバイアスピリンを中止しヘ

パリン置換（10000 U／日）を施行した．
【経過】電気メス使用のため入室前にDDDモードからDOOモー
ドへ変更し，設定レートは術前と同様の 70 回／分としたが，入室
後自己心拍を認めたため麻酔導入後 80 回／分とした．クリアサイ
トを用い心拍出量および SVVをモニターした．麻酔導入および
維持はプロポフォール，レミフェンタニルを使用し，術中の血圧
低下に対してはノルアドレナリンの持続投与を行った．術中ペー
シング誤作動を生じることはなかった．手術時間 1時間 25 分，
麻酔時間 2時間 41 分であった．覚醒後，DOOモードからDDD
モードへ，設定レート 70 回／分へ戻した．安静解除後直ちに離床
可能，術後経過も良好であった．
【考察】自己心拍と固定レートのペーシング干渉により RonT を
生じる可能性があるため，設定レートを上げ，非同期ペーシング
することが必要であった．

○河野 亮子1）・高島 恵子1）・上杉 典子1）・松本 勝洋1）・小林 克江2）・牧野 兼三2）・高木 沙央理1）・大野 由夏1）・小長谷 光1）
1）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野，2）明海大学歯学部社会健康科学講座障がい者歯科学分野
Anesthetic management of a pacemaker dependent patient with a change of setting rate against electromagnetic interference
○KONO RYOKO，Division of Dental Anesthesiology, Department of Diagnostic and Therapeutic Sciences, Meikai University 

School of Dentistry, Saitama, Japan

2-D-１9　術前の設定レート変更による電磁干渉対策を行ったペースメーカー装着の全身麻酔管理経験

【緒言】今回，待合室に座り込み全身麻酔室への入室が困難で
あった，自閉スペクトラム症を伴う高度肥満患者の全身麻酔に向
けたトレーニングを経験したので報告する．なお，本症例の報告
に際し保護者より書面による同意を得た．
【症例】患者：24 歳，男性．身長 165 cm，体重 109 kg，BMI　
40.0．障害：重度知的能力障害を伴う自閉スペクトラム症．発語
はないが言葉はある程度理解可能．音に敏感，人が多いところが
苦手．現病歴：多数歯う蝕を認め拒否が強いことから，全身麻酔
での治療を希望し当センターを受診した．
【経過】初診時，全身麻酔室への入室が困難であったが，別室で
あれば母親によるブラッシングは可能であった．また，問診より
青い椅子のみ着座可能だったため，全身麻酔室と隣接する回復室

のドア付近に青い椅子を設置し，座位抑制下での緩徐導入を計画
した．そのため全身麻酔当日までに，椅子に着座しブラッシング
が出来ることを目標としたトレーニングを開始した．導入は回復
室までの経路の写真を用いて視覚支援を行い，導入時に使用した
写真とスタッフの顔写真を渡して，自宅でのイメージトレーニン
グも実施した．2 回のトレーニングを通し，入室に時間がかかる
ものの，着座して抵抗することなく全身麻酔下での治療を行うこ
とが出来た．
【考察】今回の症例で安全に全身麻酔下での治療を行うことが出
来たのは，患者に合わせて環境整備をしたこと，さらに非協力的
かつ高度肥満患者であるため，数回のシミュレーションや人員配
置等のリスク管理体制を整えたことが考えられた．

○大石 瑞希1）・岡田 紗夜1）・沖野 恵梨1）・大杉 優実1）・濱 陽子1）・宮内 美和1）・新谷 宏規2）
1）広島口腔保健センター，2）一般社団法人広島県歯科医師会
Action by the training for dental treatment under general anesthesia to the autism spectrum disorder with severe obesity
○OISHI MIZUKI，Hiroshima Oral Health Center, Hiroshima, Japan

2-D-１8　自閉スペクトラム症を伴う高度肥満患者の全身麻酔に向けてトレーニングを行った一症例



310

【緒言】特異な顔貌，知的障害，筋緊張低下などを伴う稀な症候
群である，Cohen 症候群患者の全身麻酔を経験したので報告す
る．
【症例】23 歳男性，169 cm，56.6 kg．知的障害を有し治療に非
協力であるため，全身麻酔下に歯科治療ならびに智歯抜歯術が予
定された．小下顎および下顎後退，上顎中切歯突出が見られ，オ
トガイ-舌骨間距離は 40 mm，over jet は 10 mm，下顎の前方運
動制限があった．なお，筋力低下を疑わせる所見や誤嚥の既往は
なかった．
【麻酔経過】亜酸化窒素・酸素・セボフルランにて緩徐導入後に
ロクロニウム 40 mg を投与した．マスク換気に支障はなかった．
マッキントッシュ型喉頭鏡にて Cormack grade 3 であること，
上顎中切歯の突出や咽頭スペースの狭小があることから，
McGRATHTMMACを用いたところ円滑に挿管し得た．麻酔維持
に酸素・セボフルラン・レミフェンタニルを用いた．TOF 

watchⓇを用い，母指内転筋にて筋弛緩からの回復を評価したと
ころ，ロクロニウム投与後 60 分経過してもT1 が出現しなかっ
た．投与 90 分後にようやく T1 および T2 の出現を確認でき，
120 分で四連反応比 0.48 となった．手術終了後，スガマデクス
150 mg を投与したところ四連反応比 1.0 となり，自発呼吸の回
復を確認し抜管した．抜管後も呼吸状態は安定し，臨床的な筋弛
緩の再発はなかった．
【考察】ロクロニウム投与からT1 の出現までの時間が 20-30 分
であったという報告（Taguchi ら，J Anesth 2016 30：994-998）
と比較すると，本症例では筋弛緩作用が遷延したと考えられる．
【結語】本症候群患者では気道確保困難の可能性があるので対策
が必要である．また，日常生活に支障のある筋力低下がなくて
も，筋弛緩作用が遷延する可能性があることを念頭に置いて，筋
弛緩モニタリングを行うことが肝要である．
書面により家族から発表の同意を得た．

○石川 恵美・渋谷 真希子・木村 幸文・亀倉 更人・藤澤 俊明
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野歯科麻酔学教室
General anesthesia for a patient with Cohen syndrome
○ISHIKAWA EMI，Dental Anesthesiology, Department of Oral Pathobiological Science, Faculty of Dental Medicine, Hokkaido 

University, Sapporo, Japan

2-D-20　Cohen症候群患者の全身麻酔経験
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○吉本  尚平
福岡歯科大学病態構造学分野
Development of human salivary gland organoids and analysis of the factors which affect their secretion
○YOSHIMOTO SHOHEI，Section of Pathology, Fukuoka Dental College, Fukuoka, Japan

○田崎  園子1，2）・長  環2）・小島  寛1）・田中  芳彦2）

1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野，2）福岡歯科大学機能生物化学講座感染生物学分野
Identification of the major Th17 cell antigen of Candida albicans
○TASAKI SONOKO，Section of Dentistry for the Disability, Department of Oral Growth and Development, Fukuoka Dental 

College, Fukuoka, Japan

1-P-002　ヒト唾液腺オルガノイド培養法の開発と唾液分泌に影響を与える因子の解析

1-P-001　Candida albicans に対して Th17細胞応答を誘導する表層抗原の探索

【目的】Candida albicans（C. albicans）はヒトに常在する真菌
であるが AIDS や高齢者など易感染性の宿主においては口腔領域
において難治性の口腔カンジダ症を引き起こす病原体となる．C. 
albicans に対する免疫応答の主体として Th17 細胞が知られてい
るが，この Th17 細胞の誘導メカニズムについてはほとんど知ら
れていない．本研究の目的は C. albicans に対する Th17 細胞抗
原探索を通した新規の治療法開発を目的として行われている．

【方法】C. albicans SC5314 株の菌体分画成分をビーズ破砕や超
遠心，HPLC 等を利用し分画，抗原とし，野生型マウス由来ナ
イーブ CD4＋T 細胞および樹状細胞と共培養，その細胞分化誘導
能・病態抑制能を Flowcytometry・口腔カンジダ症モデルマウ
スへの養子移入実験などを用いて評価した．

【結果】C. albicans の菌糸形細胞膜は全菌体を抗原として用いた
場合と比較して Th17 分化を強く誘導し病態モデルマウスにおい
て病態を抑制した．このタンパク質を更に HPLC にて画分する
ことで，強く Th17 を誘導する画分を抽出した．

【考察】C. albicans は環境により形態変化を起こす事が知られて
おり，常在時は酵母形，感染時には菌糸形となり上皮内へと侵入
する．形態変化によりその構造を形作るタンパク質の組成も変
わっており，この変化が C. albicans の常在・感染を分けるキー
となっているのではないかと考える．HPLC にて抽出された画分
のタンパク質に関して，更なる細分化及びプロテオミクス解析を
行い，抗原タンパク質の絞り込みを行っていくのが今後の研究方
策である．

【緒言】唾液の分泌減少は口腔カンジダ症や多発性齲蝕，嚥下機
能の低下につながり，口腔機能を維持するうえで大きな障壁とな
り得る．唾液分泌の減少の要因として，加齢に伴う組織変化，
種々の薬剤による副作用，頭頸部悪性腫瘍に対する放射線療法後
の副作用，自己免疫疾患等，様々な因子が考えられるが，ヒト唾
液腺においてこれら因子の唾液分泌減少をもたらす機序の解析・
改善法の検討は十分とは言えない．この問題の解決を目指すため
には，唾液腺組織を形態学的・生理学的に模倣する細胞実験系の
確立が不可欠であると考えられる．

【方法】近年，「オルガノイド」を用いた研究は急速に発展してお
り，組織発生の基礎的研究から器官再生医療の臨床応用にまで多
岐にわたっている．オルガノイドとは，幹細胞から自己組織化に
より産出された様々な機能性分化細胞を含む三次元構造物であ

り，「ES 細胞（胚性幹細胞）や iPS 細胞（人工多能性幹細胞）か
ら作製されたもの」と，「組織中の成体幹細胞から作製されたも
の」の大きく二つに分かれる．腸管上皮を中心に加速度的に研究
が進んでおり，生体組織を模倣する実験系として用いられている
が，ヒト唾液腺においてはオルガノイド実験系の確立は十分とは
言えない．本研究では，ヒト唾液腺組織を用いたオルガノイド培
養法の開発を行った．（福岡学園　倫理審査承認番号：第 406 号）

【結果】培養条件の検討により唾液腺オルガノイド培養法を開発
した．加えて，唾液腺の形成・維持および唾液の分泌を減少させ
る因子の探索方法としての有用性を検討した．

【考察】ヒト唾液腺を模倣する実験系としてオルガノイド培養法
が有用であると考えられた．
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【目的】DNA 結合蛋白質である HMGB1 は，組織損傷や壊死に
より細胞外へ分泌され，炎症調整因子として機能する．HMGB1
誘導性の炎症反応がマウス抜歯窩の治癒を促進することが報告さ
れ，創傷治癒過程においても重要な働きをすることが指摘されて
いる．我々は，Down 症候群（DS）由来歯肉線維芽細胞（DGF）
において，無刺激時の HMGB1 遺伝子発現が低く，LPS 刺激時
で IL-8 が過剰に産生されることを明らかにしている．そこで，
本研究では DS における重篤な歯周病の病態と HMGB1 の関連性
をより明確にするために，DGF における HMGB1 発現低下が創
傷治癒に重要な役割を担う細胞遊走能に及ぼす影響を検討した

（倫理審査番号：＃EC 15-011）．
【材料と方法】DS および健常者から分離培養した歯肉線維芽細
胞（DGF，NGF）を用いたスクラッチアッセイによって細胞遊

走能を経時的に評価した．96 時間までの画像を撮影し，創傷閉
鎖距離を算出した．両細胞から total RNA を抽出し，real-time 
PCR 法にて HMGB1 発現を解析した．

【結果と考察】NGF における細胞の遊走はわずかであったのに対
し，DGF では 24 時間以降遊走が認められ，創傷閉鎖距離の短縮
は NGF よりも有意であった．細胞遊走能に関与する HMGB1 の
遺伝子発現は 24 時間まで DGF の方が低く，96 時間で高い傾向
にあった．急速な細胞代謝回転は慢性リンパ性白血病の疾患進行
を助長させるとの報告がある．また，糖尿病患者の細胞代謝回転
は速く，HMGB1 の発現低下が認められ，糖尿病における創傷治
癒不全との関連性が示唆されている．以上のことから DGF にお
ける無刺激時の HMGB1 発現低下や急速な細胞代謝回転が DS の
歯周病病態に関与している可能性が考えられた．

○矢口  学1）・田中  陽子1）・菱沼  光恵1）・佐久間  圭2）・野本  たかと1）

1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座，2）日本大学大学院松戸歯学研究科
Relationship between low level expression of HMGB1 and cell migration in human gingival fibroblasts from individuals with 
Down syndrome
○YAGUCHI MANABU，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

1-P-004　Down症候群由来歯肉線維芽細胞における HMGB1発現低下と細胞遊走能の関連性

【目的】21 番染色体のトリソミーは同染色体上にある DSCR1 の
活性を亢進させる．その結果，Down 症候群患者の特徴的な臨床
症状として脳神経細胞への影響や血管新生の抑制 1）を認める．今
回我々は Down 症候群の遺伝的要因が歯周組織への恒常性維持
機序へ及ぼす影響について解明するために，不死化ヒト Down
症候群永久歯歯根膜由来細胞の樹立を行ったので報告する．

【対象と方法】矯正歯科治療のために抜去した健常者と Down 症
候群患者の上顎第一小臼歯から歯根膜細胞を無菌的に分離培養し
た．その後 SV40 および hTERT の発現ベクターを導入し single 
cell cloning を 行 い 細 胞 株 を 作 成，Transfection SV40 and 
hTERT add  to PerioDontal Ligament  cell  1（TAPDL1）と

Transfection SV40 and hTERT add to PerioDontal Ligament 
cells  derived  from  human  permanent  teeth  with  Down 
Syndrome（TAPDLDS1）を獲得した（昭和大学歯学部医の倫
理委員会承認番号 2013-007 号）．

【結果】獲得した細胞について，hTERT 発現活性の優位な上昇
を認め，免疫染色にて SV40 positive を確認した．

【考察】本研究は，不死化ヒト Down 症候群患者永久歯歯根膜由
来細胞の樹立に成功した最初の報告である．今後は，これらの細
胞を用いて，歯周組織への恒常性維持機序について解明する．

【参考文献】1）Fuentes  JJ,  et  al：Hum. Mol Genet,  9 （11）：
1681-90. 2000.

○浅川  剛吉1）・久木野  真純1）・長谷川  智一3）・吉村  健太郎2）・井澤  基樹1）・川島  翼1）・高橋  万莉1）・五十嵐  遙1）・井上  結衣1）・山
口  真奈1）・池田  理沙1）・伏見  尚子1）・志賀  正康1）・船津  敬弘1）

1）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座，2）昭和大学歯学部口腔生化学講座，3）徳島大学歯学部医歯薬学研究部小児歯科学講座
Establishing human periodontal ligament cells derived from permanent teeth with Down syndrome
○ASAKAWA TAKEYOSHI，Department of Pediatric Dentistry, University of Showa, Tokyo, Japan

1-P-003　Down症候群永久歯歯根膜由来細胞株の樹立
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【緒言】知的能力障害者（ID）は口腔清掃が不十分となりやすく
歯周病罹患率が高い．ID において相対的菌比率が高い歯周病原
因菌を明らかにし，その菌比率より ID の歯周病に対する感受性
の予測が可能となれば，同疾患の予防に貢献できる可能性があ
る．しかし，ID における歯周病原因菌の菌比率についての報告
は少なく，ID と健常者を比較した報告はない．そこで本研究で
は，ID と健常者における歯周病原因菌の菌比率について，比較
検討したので報告する．

【対象と方法】本研究に対し書面にて同意を得た重度 ID（IQ36-
50）（16 名：以下 test 群，38.0±12.5 歳）と健常者（14 名：以下
cont 群，35.4±8.1 歳）を対象とし Pocket Depth など歯周状態を
調べ，採取した歯垢を菌叢解析した（広島大学疫学研究倫理審査
委員会第 E342 号）．

【結果】cont 群と比較して test 群では歯周状態が有意に悪かった
（P＜0.0001）．また，両群から代表的な歯周病原因菌 28 種のうち

16 種が検出され，それらが属する 12 属の総菌比率は，test 群で
は cont 群と比較して有意に高かった（P＜0.0001）．その 12 属の
うち Poryphyromonas spp.，Prevotella spp.，Fosubacterium spp. 
など 6 属では test 群における菌比率は有意に多く（各 P＜0.0001，
P＝0.0006，P＜0.0001），Tannerella spp. など 2 属では有意に少
なかった（各 P＝0.0383）．また 4 属では有意な差は認めなかっ
た．

【考察】最も病原性が高いとされる Poryphyromonas spp. の菌比
率は，test 群では cont 群と比較して有意に高かったことから，
同菌が ID の歯周病高罹患率に特異的に影響している可能性があ
る．一方で，test 群の方が低い菌比率を示す属もあり，菌比率と
各菌の病原性との関連についてさらなる研究が必要である．

【結論】歯周状態が不良な ID では，Poryphyromonas spp. の菌
比率は，健常者と比較して有意に高かった．

○尾田  友紀1）・古谷  千昌1）・宮原  康太1）・宮崎  裕則1）・渡  真由子2）・時数  智子2）・田地  豪3）・岡田  芳幸1）・二川  浩樹3）

1）広島大学病院障害者歯科，2）広島大学病院診療支援部歯科衛生部門，3）広島大学大学院医系科学研究科口腔健康科学専攻口腔健康科学
Comparison of the relative abundance of periodontal pathogens in oral flora between intellectually disabled individuals and 
healthy individuals
○ODA YUKI，Department of Special Care Dentistry, Hiroshima University Hospital, Japan

1-P-006　口腔内細菌叢における歯周病原因菌の相対的菌比率は，知的能力障害者と健常者で違いがあるのか

【緒言】口腔粘膜は唾液による湿潤環境であり，皮膚に比べて細
胞代謝回転が速いため組織創傷治癒が早い．しかしながら，免疫
機能が低下している場合は治癒が遅延し，重症化しやすい．創面
の活性酸素が過剰であると組織損傷が助長されるため活性酸素の
制御が重要である．細胞内のグルタチオン（GSH）は抗酸化作用
をもち創傷治癒に深く関与することが知られている．GSH は，
γ-グルタミルトランスペプチダーゼ（GGT）によってのみ分解
される．GGT 阻害剤が皮膚線維芽細胞において I 型コラーゲン
の産生を亢進させることが報告されている．以上のことから
GGT 阻害剤の口腔粘膜創傷治癒への影響を検証することとした

（倫理審査番号：AP19MAS004-1）．
【材料および方法】近交系マウス C57BL/6 の 8 週齢を用いて前方
部片側（前歯から第一大臼歯；M1）ないし後方部両側（M1 近
心から第二大臼歯遠心）の口蓋粘膜を骨が露出するまで剥離し

た．Control 群には生理食塩水を，GGT 阻害剤塗布群には GGT
阻害剤を 1 日 1 回塗布した．塗布毎に創面を撮影し観察した．さ
らに，経時的に剥離部位ならびに周辺組織を採取し RNA を抽出
した．real-time PCR 法にて創傷治癒過程に関与するサイトカイ
ンならびに増殖因子の遺伝子発現を確認した．

【結果および考察】GGT 阻害剤塗布群は Control 群と比較して痂
疲形成ならびに創面積の縮小化が早く，瘢痕化や組織異常増殖な
どは認められなかった．さらにサイトカインおよび増殖因子の遺
伝子発現も GGT 阻害剤塗布群の方が早期に上昇した．GGT 阻害
剤は，創面における炎症過程並びに増殖期への移行を加速させる
ことで創傷治癒を促進させることが考えられた．以上のことから
GGT 阻害剤は免疫機能低下などがみられる障害児者や高齢者に
おける粘膜損傷の治療薬としての有用性は高いと考えられる．

○佐久間  圭1）・田中  陽子2）・矢口  学2）・菱沼  光恵2）・野本  たかと2）

1）日本大学大学院松戸歯学研究科，2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
The effect of GGT inhibitor on wound healing of palatal mucosa in mouse model
○SAKUMA KEI，Nihon University Graduate School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

1-P-005　粘膜創傷マウスモデルにおける創傷治癒過程への GGT阻害剤の影響
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【目的】免疫抑制剤であるシクロスポリンは，臓器移植における
拒絶反応の抑制やネフローゼ症候群の治療で投与され，治療効果
が高い反面，その副作用に悩まされるケースが多い．本研究で
は，シクロスポリンを服用する小児において，その副作用である
薬物性歯肉増殖症の発症メカニズムを解明するため，対象となる
小児被験者のプラーク細菌を微生物学的に解析することとした．

【方法】同意の得られた 4-12 歳の被験者（CsA-G 群：シクロス
ポリンを服用し歯肉増殖を有する者，CON-NG 群：薬物を服用
しておらず歯肉増殖のみられない者）のプラークを採取し，7 種
の口腔常在菌のプライマーを用いて PCR 法にて細菌の検索を
行った．

【結果】CON 群（n＝6）では，Streptococcus mutans，S. gordonii， 
S. mitis，S. sanguinis，Porphilononas gingivalis，Actinobacillus 

actinomycetemcomitans，Prevotella intermedia が 検 出 さ れ た．
CsA 群（n＝2）でも同様の菌が検出されたが，P. intermedia は
検出されなかった．

【考察】本研究では，小児被験者から採取したプラーク細菌を，
PCR により同定する方法を確立できた．今後は被験者数を増や
し，シクロスポリン服用の有無，歯肉増殖の有無での口腔細菌層
の違いを比較し，副作用の発症と細菌との関連性を解明したい．

【謝辞】本研究は JSPS 科研費 Grant Number 17K12026 の助成を
受けたものです．
なお，この研究を行うにあたり，日本歯科大学生命歯学部（倫理
承諾番号：NDU-T2014-44）と，都立小児総合医療センター（倫
理承諾番号：H26-118），および国立成育医療研究センター（倫
理承諾番号：2153）の倫理審査委員会より承諾を得ています．

○島津  貴咲1，2，3）・高橋  幸裕4）・小口  莉代1，2，5）・小方  清和1，5）・三井  園子2，6）・五十川  伸崇3）・苅部  洋行1）

1）日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座，2）医療法人社団百瀬歯科医院歯列育成クリニック，3）国立成育医療研究センター感覚器・形
態外科部歯科，4）日本歯科大学生命歯学部微生物学講座，5）都立小児総合医療センター小児歯科，6）日本歯科大学附属病院小児歯科
Identification of oral bacteria in children with drug-induced gingival hyperplasia undergoing immunosuppressive therapy
○SHIMAZU KISAKI，Department of Pediatric Dentistry, Nippon Dental University School of Life Dentistry at Tokyo, Japan

1-P-008　免疫抑制剤服用小児における薬物性歯肉増殖の微生物学的解析

【目的】知的能力障害者は口腔清掃が不十分となり，歯周病罹患
率が高い．Lactobacillus rhamnosus KO3 株（L8020 菌）は歯周
病原細菌に対し高い抗菌作用があり，同菌が産生するバクテリオ
シンは LPS（リポ多糖）を不活性化する．しかしながら，L8020
菌が歯周病原細菌及び口腔内細菌叢に及ぼす影響を網羅的に解析
した報告はない．そこで，L8020 菌を知的能力障害者に一定期間
継続摂取させゲノム解析を行い，歯周病原性が最も高いとされる
Red Complex（P. gingivalis，T. denticola，T. forsythia）と口
腔内細菌叢に及ぼす影響について検討した．

【方法】書面にて同意を得た重度知的能力障害者 41 名を対象と
し，L8020 菌入りヨーグルト摂取群（L8020 群）とプラセボヨー
グルト摂取群（プラセボ群）に分け，90 日間毎朝各ヨーグルト

を摂取させ，摂取前と 90 日後にプラークを採取し，次世代シー
ケンサーを用いて菌叢解析を行った（広島大学疫学研究倫理審査
委員会第 E-342 号）．

【結果】プラセボ群と比較して L8020 群では，Red Complex の総
菌保有率及び T. forsythia 単独の菌保有率の増加量は有意に少な
くなっており（各 P＝0.015，P＝0.044），P. gingivalis 及び T. 
forsythia を含む Bacteroidetes 門の総菌に対する相対的菌保有率
は減少していた．

【考察】L8020 ヨーグルトの継続的な摂取により知的能力障害者
の歯周病発症リスクが軽減する可能性が示唆された．

【結論】90 日間の L8020 菌の継続摂取後に，障害者の歯周病原因
菌の菌保有率は有意に低下した．

○尾田  友紀1）・古谷  千昌1）・宮原  康太1）・宮崎  裕則1）・渡  真由子2）・時数  智子2）・田地  豪3）・岡田  芳幸1）・二川  浩樹3）

1）広島大学病院障害者歯科，2）広島大学病院診療支援部歯科衛生部門，3）広島大学大学院医系科学研究科口腔健康科学専攻口腔健康科学
The ef fect of Lactobacillus rhamnosus L8020 on periodontal burdens and oral flora in individuals with intellectual 
disabilities
○ODA YUKI，Department of Special Care Dentistry, Hiroshima University Hospital, Japan

1-P-007　プロバイオティクス（L8020菌）が知的能力障害者の歯周病原菌と口腔内細菌叢に及ぼす影響
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【緒言】近年の高齢化に伴い，循環予備力が低下した患者に局所
麻酔を応用する機会が増え，歯科治療中に心血管イベントが発生
するリスクが高まった．循環器疾患患者では血管収縮薬を含有し
ない 3％メピバカインの使用が推奨されるが，血圧維持能への影
響については不明である．そこで，3％メピバカインが圧受容器
反射感受性に与える影響を検証した．なお，本研究は松本歯科大
学倫理委員会の承認を得て行った（承認番号：0266）．

【対象と方法】健常成人 10 名を対象に，3％メピバカイン（MPV），
生理食塩水（CNT）をそれぞれ 3.6 g 口腔粘膜内に浸潤させ，連
続動脈圧，心拍数，筋交感神経活動を測定した．5 分間の安静後，
前腕皮膚静脈内に 100 μg sodium nitroprusside（SNP）を，そ
の 1 分後に 150 μg phenylephrine（PE）を投与し（オックス
フォード変法），薬理学的に血圧を変動させ，血圧変化に対する
筋交感神経活動の応答を記録した．それぞれ 3 mmHg 毎に平均
値を求め，両者の関係から得られる直線回帰のスロープにて圧受

容器反射感受性を求めた．
【結果】安静 5 分間の収縮期，拡張期血圧は MPV では 121±3 お
よび 71±5 mmHg であり，CNT の 119±2 および 71±3 mmHg
と差を認めなかった．圧反射試験による血圧変動幅は平均 14 
mmHg であった．筋交感神経活動の調節を担う圧受容器反射感
受性は MPV で－0.92±0.16 units／beat／mmHg，CNT で－0.99±
0.35 units／beat／mmHg であり，差を認めなかった（p＝0.73）．
また，相関強度にも差を認めなかった（－1.20±0.39 VS －1.10
±0.22，p＝0.67）．

【考察】3％メピバカインは血圧平均値と交感神経性圧受容器反射
感受性の両者に変化を及ぼさないことから，循環器イベントの発
生リスクに影響しないことが示唆された．

【結論】3％メピバカインは交感神経性圧受容器反射感受性を維持
する．

○古谷  千昌1）・磯野  員達2）・朝比奈  滉直2）・宮原  康太1）・樋口  雄大2）・宮崎  裕則1）・尾田  友紀1）・小笠原  正2）・岡田  芳幸1）

1）広島大学病院障害者歯科，2）松本歯科大学地域連携歯科学講座
Effects of mepivacaine on sympathetic baroreflex sensitivity
○FURUTANI CHIAKI，Special Care Dentistry, Hiroshima University Hospital, Hiroshima, Japan

1-P-010　メピバカインが交感神経性圧受容器反射感受性に与える影響

【目的】演者らは脳機能の発達や歯の形成に重要な役割を持つ必
須微量元素である亜鉛と銅に注目し，歯に含まれる分布を分析し
て児の健康背景との関連を検索した．

【対象と方法】当治療部に定期通院する小児患者及びその同胞 8
名から得た交換期の健全乳前歯および乳犬歯合計 14 歯を分析対
象とした．質問紙調査により児の在胎週数，出生体重，周産期エ
ピソード，基礎疾患の有無等の情報を確認した．対象乳歯は矢断
面で厚さ 1.5 mm の試料を作成し，μPIXE 法による元素分析に
供した．エナメル質表層から象牙質を含む 1×1 mm2 領域の亜
鉛，銅のマッピング像を得て分布状態を視覚的に評価した．本研
究は東北大学大学院歯学研究科倫理委員会の承認を得ている（番
号 26-12）．

【結果】8 名中 2 名は周産期のエピソードを有さない定型発達児

で，6 名は知的能力障害やてんかんを有していた．その内 5 名は
正規産児であり出生体重は 2500 g 以上で，1 名は在胎 25 週，
800 g 未満の超早期産児であった．亜鉛は超早期産児の 2 歯を含
む全歯においてエナメル質より象牙質で濃度が高く，エナメル質
表層下 100～200μm の位置から表層に向けて濃度上昇がみられ
た．エナメル質，象牙質における濃度は試料により差があり，超
早期産児の乳歯では亜鉛分布のパターンは類似するがエナメル
質，象牙質共に著しく低い濃度を示した．銅はエナメル質，象牙
質で明らかな濃度差はみられず 50～100 ppm 程度で安定してい
たが，1 歯のみ象牙質において亜鉛を超える高い濃度を示した．

【考察】全乳歯に共通する亜鉛の分布パターンがみられた．超早
期産児でみられた亜鉛の低濃度は早期産児で生後早い時期に亜鉛
欠乏症が生じやすいことを反映している可能性がある．

○長沼  由泰・高橋  温・猪狩  和子
東北大学病院障害者歯科治療部
Comparison zinc and copper distribution in the deciduous tooth hard tissue between term infant and preterm infant
○NAGANUMA YUKIHIRO，Clinics of Dentistry for Disabled, Tohoku University Hospital, Sendai, Japan

1-P-009　乳歯硬組織における亜鉛と銅の分布─正期産児と早期産児の比較─
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【緒言】聴覚障害などで文字コミュニケーションが必要な人への
情報提供手段として音声認識技術を利用することは有用である．
近年音声認識技術が向上し音声をリアルタイムに文字化すること
が容易になってきたが，全ての会話を正確に文字化するには至っ
ておらず，歯科医療現場で音声認識技術を用いるうえで最適な条
件を検討する必要がある，そのため今回 2 種の音声認識技術を用
いて患者説明における有用性と条件設定について検討したので報
告する．

【方法】歯科医師 1 名が患者説明用のシナリオを音読し音声認識
率を計測した．音声認識には UD トークⓇ for  iOS（Shamrock 
Records 社）および Siri  iOS 12.3（Apple）を用い，シナリオ音
読は iPod Touch 6（Apple）と接続したバッジ型ウェアラブルマ
イク（AMiVoiceⓇ Front WT01）を胸元に装着し実施した．シナ
リオは 92 の文節に区切り，文節ごとにその意味を把握できるか
を元に，認識の是非を判断し認識できた文節の割合から音声認識

率を計算した．
【結果】音声認識率は UD トークが 91％，Siri が 85％であった．
UD トークではこれらの文節を辞書登録したところ全体の認識率
は 94％まで向上した．

【考察】過去の報告 1）では Siri を用いた認識率は 100％であった
が，本研究では Siri と UD トークとも 1 割近くの誤認識をみと
めた．これは今回のシナリオが長文で，また同音異義語が多いた
めだと考えられ，誤認識を防ぐために言い回しなどに注意が必要
なことが示された．また UD トークでは頻用する文節の辞書登録
が認識率の向上に寄与することが示唆された．

【結果】歯科臨床現場で音声認識技術を有効に使用するには適切
な条件設定が必要である．

【参考文献】1）陳 明裕，ほか．聴覚障害患者とのコミュニケー
ションツールとしてのスマートフォン・タブレット型端末音声入
力機能の応用．障歯誌 2019；40：80-2

○中島  好明・村上  旬平・岡本  由莉・青木  希衣・永田  篤・小谷  隆久・森崎  市治郎・秋山  茂久
大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
Utility of voice-recognition application provide for hearing difficulties persons in dental treatment
○NAKAJIMA YOSHIAKI，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

1-P-012　聴覚障害のある人への情報提供における音声認識アプリの有用性に関する検討

【目的】歯間や歯間乳頭部の歯垢の除去には，歯面に合わせた歯
ブラシの角度付けが求められる．ブラッシングスキルの獲得に
は，認知，運動，情意で示される機能の 3 領域の学習が必要であ
る．しかし，多くの障害児者ではこの 3 領域に関して苦手な領域
を認めるため，適切な歯ブラシの選択による対応も重要である．
そこで，スキルに合わせた歯ブラシの選択を目的に，歯ブラシの
毛先の追従性および清掃性について検討した．

【方法】 試 験 歯 ブ ラ シ は，タ イ プⅠ：平 切 り ラ ウ ン ド 毛
（GUM211），タイプⅡ：極細毛（システマ），タイプⅢ：段差植
毛（EX71）の 3 種とした．直径 8 mm の半円柱をとりつけた平
板にビデオテープを貼り付けて歯ブラシ評価モデルを作成した．
歯ブラシの荷重計測のために平板を荷重センサ上に，動きを測る
ために慣性センサを歯ブラシのヘッドに固定した．歯ブラシに歯

磨剤 1 g をのせ，約 2 cm 幅で荷重を増やしながらブラッシング
を行い，磁性体の剥がれ状態と歯ブラシの動きを計測した．

【結果及び考察】追従性はⅡ，Ⅲ，Ⅰの順で高かった．追従性が
ない場合に現れる跳ねる動きがⅡでは確認できず，Ⅰでは荷重
1.5 N 程度まで，Ⅲでは 0.5 N 程度まで認められた．全体の清掃
性は高い順にⅢ，Ⅰ，Ⅱであった．Ⅰでは歯の平滑面に相当する
半筒の頂点部で高いものの隣接面に相当する側面では低かった．
以上から，歯ブラシは毛先や植毛状態で特性が異なることが明ら
かとなり，Ⅰは部位によっては角度付けなどのスキルが必要，Ⅱ
は全体を磨けるものの歯垢除去に時間が必要，Ⅲは低いスキルで
あってもⅠやⅡに比較して短時間で清掃可能とわかった．高いブ
ラッシングスキルや意欲の継続などが困難な障害児者に対して
は，各歯ブラシの特徴に配慮した選択が必要と考えられた．

○遠藤  眞美・地主  知世・小野  晃弘・三枝  優子・福田  喜則・高柳  篤史・野本  たかと
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
Basic research of toothbrush mechanism for selection to special support patients
○ENDO MAMI，Nihon University Dentistry at Matsudo, Special Needs Dentistry

1-P-011　障害児者のブラッシングスキルに配慮した歯ブラシ選択のための基礎的検討
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【目的】本研究の目的は，摂食嚥下障害患者における服薬に関す
る困難感と摂食嚥下機能との関連を把握することである．

【方法】対象は，摂食嚥下障害を主訴に外来受診した患者である．
調査項目は，今回作成した服薬の困難さに関する調査票，The 
10-Item Eating Assessment Tool（EAT-10），嚥 下 造 影 検 査

（VF 検査）における検査所見とした．服薬の困難さに関する調
査票は，1：現在処方されている薬で飲みにくい薬がある，2：以
前に比べて飲みづらくなった，3：薬を飲むのにむせたり咳き込
んだりすることがある，4：薬を飲むのにたくさんのゼリーや水
が必要だ，5：薬を飲む際に口やのどの粘膜にくっつくことがあ
る，6：薬を飲むときにのどに引っかかった感じがする時がある，
7：複数の薬を同時に飲むことが難しい，8：義歯や歯に薬の粉や
顆粒がつくことがあるとし，その症状の有無を回答させた．各設
問の症状がありと答えた項目数の合計（合計点）と EAT-10，
VF 検査所見との関連を検討した．本研究のデータは匿名化され

ている情報を用いた．
【結果】対象者の内訳は，男性 30 名，女性 29 名，平均年齢 79.2
±8.7 歳であった．各項目にありと答えた者は，1：12 名（24.5％），
2：16 名（32.7％），3：14 名（28.8％），4：7 名（14.3％），5：14
名（28.8％），6：21 名（42.9％），7：13 名（26.5％），8：12 名

（24.5％）であり，合計点の中央値は 2.0 点であった．合計点と
EAT-10 の合計点には，正の相関が認められた（Pearson の相関
係数 r＝0.596，p＜0.001）．VF 検査所見においては，有意な関連
を示さなかった．

【考察】調査票により，服薬に対する困難症状を具体的に把握す
ることが可能であった．

【結論】摂食嚥下障害患者において，服薬時に困難感を有してい
ることが明らかになり，その対策が十分でない実態が明らかに
なった．

○五十嵐  公美1）・菊谷  武2，3）・戸原  雄1，2）・佐藤  貴信1，2）・駒形  悠佳1，2）・佐藤  志穂1，2）・市川  陽子1，2）・柴崎  育美1）・冨岡  孝成1）・
塩原  裕一朗1）・田村  文誉1，2）

1）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科，2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，3）日本歯科大学大学院生
命歯学研究科臨床口腔機能学
The relationship between difficulty in taking medicine and swallowing function among dysphagia patients
○IGARASHI KUMI，Division of Rehabilitation for Speech and Swallowing Disorders, The Nippon Dental University, Tokyo, Japan

1-P-014　摂食嚥下障害患者における服薬に関する困難感と摂食嚥下機能の関連についての検討

【緒言】嚥下障害を呈した症例に長期的な栄養ルートを確保する
方法である胃ろうは有用な手段であり重症心身障害児者（以下，
障害児者）にも多く適応されている．一方で，胃ろうから栄養摂
取を行っている障害児者は嚥下機能評価を受けることなく成長，
あるいは，嚥下機能が改善し，不要な経口摂取制限がされている
可能性が考えられる．そこで今回，胃ろうから栄養摂取をしてい
る障害児者の嚥下機能評価を行う必要性を明らかにすることを目
的として本調査を行った．

【対象と方法】主に胃ろうから栄養摂取をしている障害児者 14 例
（男性 8 例，女性 6 例）を対象とし，嚥下内視鏡検査（以下 VE）
を行い嚥下機能を評価した．今回の報告では対象の背景疾患，気
管切開や喉頭分離の有無，VE による嚥下機能評価後の方針につ
いて調査した．なお，データは匿名化されている情報を用いた．

【結果】背景疾患は脳性麻痺が 7 例と最も多く，頭部外傷後後遺

症，低酸素脳症後後遺症など様々であった．喉頭分離 7 例，気管
切開なし 4 例，気管切開，喉頭摘出，人工呼吸器使用は各 1 例で
あった．嚥下機能評価後の方針が現状維持となったのは 6 例（制
限付き摂取可 5 例，禁食 1 例），頻度減少 6 例，頻度増加 2 例で
あった．

【考察】積極的に経口摂取をしてない障害児者であっても，14 例
中 2 例で経口摂取の頻度を増やすことが可能であった．1 例は 13
歳の症例であり，成長に伴い摂食嚥下機能を獲得できた可能性が
ある．もう 1 例は胃ろう造設後に入所した成人症例であり，前医
による禁食指示のまま経過していた．早期に嚥下機能評価を行っ
ていればもっと早期に経口摂取を再開できた可能性がある．主に
胃ろうを使用している障害児者でも，加齢に伴う嚥下機能の低下
だけでなく改善することがあり，嚥下機能評価を適切に行う必要
性が示唆された．

○高井  英月子1，2）・野原  幹司2）・金沢  梨絵子1）・宮本  昌子1）・阪井  丘芳2）

1）重症心身障害児者施設四天王寺和らぎ苑，2）大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学教室
Assessment of swallowing function of children (adults) with severe motor and intellectual disabilities receiving tube feeding 
through gastrostomy
○TAKAI ETSUKO，Shitennoji Yawaragien Medical Center for Children with Mental and Physical Disability, Osaka, Japan

1-P-013　胃ろうから栄養摂取を行っている重症心身障害児者の嚥下機能評価
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【緒言】ここ近年，小児歯科では医療的支援を必要とする小児に
対して依頼を受けて訪問歯科診療を行っている．今回その歯科的
取り組みについて報告する．

【方法】2013 年から 2018 年の 5 年間に施設，または在宅からの
依頼で訪問歯科診療を行った 51 名を対象とした．尚，個人情報
に配慮しデータは匿名化されている情報を用いた．

【結果】唾液の貯留によって歯石の沈着を認める児に対しては歯
石除去と歯面清掃を行い，口腔機能発達遅延によるプラークの付
着と食渣の停滞や口唇閉鎖不全による歯質白濁や歯肉炎を認める
児には口腔衛生指導と予防処置を行った．外来での治療は，齲蝕
処置，交換期乳歯抜歯，口蓋床の作製，エナメル質形成不全など
施設や在宅で対応困難な処置であった．児の疾患より観血的処置
など全身へ影響が及ぶ可能性がある処置は，感染予防のため外来
で行った．施設から依頼を受けた児は口腔清掃が，在宅から依頼

を受けた児は齲蝕の精査や永久歯交換期・萌出状況や咬合状態の
確認が多かった．

【考察】医療的ケア児は口腔機能の発達の遅れから口腔環境の悪
化を招くため，医療的ケア児こそ口腔ケアが必須である．しかし
訪問歯科診療は設備・人員など制限があり，また体動コントロー
ルや生体モニター監視下など特別な対応が必要な児への歯科治療
は安全性への配慮が必要となる．児の体調や周囲からの支援状況
により外来の通院が中断するケースも少なくないため，通院時の
フォローも必要不可欠である．施設，在宅，外来において児に合
わせた口腔ケアの提案や，児の疾患，家族からの支援，そして
バックグラウンドを理解し対応することが重要である．今後は小
児歯科の介入がない児へ歯科の重要性を周知し，早期介入するこ
とで医療的ケア児への歯科疾患予防ならびに口腔機能発達の一助
となると考える．

○高橋  紗耶1）・梅津  糸由子1）・西村  美樹2）・齊藤  香恵子1）・出口  崇1）・萩原  岳1）・白瀬  敏臣1）・内川  喜盛1）

1）日本歯科大学附属病院小児歯科，2）日本歯科大学附属病院歯科衛生室
Approach of home-visit dental treatment for medical care children at the department of pediatric dentistry of a university 
hospital
○TAKAHASI SAYA，Department of Pediatric Dentistry, Nippon Dental University Hospital, Tokyo, Japan

1-P-016　当附属病院小児歯科における医療的ケア児に対する訪問歯科診療の取り組み

【目的】知的能力障害者の齲蝕経験歯数および現在歯数を知るこ
とを目的とした．

【対象と方法】某市内の知的障害者施設の利用者 154 名を対象と
した．発表者のうちの 2 名が歯科検診を行い，1 人平均現在歯
数・未処置歯数（D 歯数）・処置歯数（F 歯数）を匿名化して集
計し，平成 28 年度歯科疾患実態調査の結果と比較した．

【結果】調査した 3 つの知的能力障害者施設における D/F 者率は
20 歳代で 42.9％，30 歳代で 87.2％であった．
また，歯科疾患実態調査との比較では，各年代別で 1 人平均 D
歯数・F 歯数ともに知的能力障害者施設利用者の方が概ね少な
かった．
1 人平均現在歯数は，35 歳以降から知的能力障害者施設利用者の
方が少なくなり，60 歳代以降では明らかに差が出るという結果
であった．

【考察】最近の調査によると特別支援学校（肢体不自由）の児

童・生徒の D／F 者率は 34.4％であり 1），特別支援学校（知的障
害）の児童・生徒でも D／F 者率は 26.7％と報告されている（本
学会大会にて中山らが発表）．しかし，知的能力障害者施設にお
ける D／F 者率は 20 歳代以降で値が大きく増加していた．そのた
め，齲蝕発症を抑制する取り組みは高等学校もしくは高等部卒業
から 30 歳までの間に集中的に行われるのが現状では望ましいと
考えられた．
また，60 歳代以降における 1 人平均現在歯数の減少は著しかっ
たことから，咀嚼能力を維持し，要介護状態を回避するために
も，喪失歯を減らす取り組みが重要であると考えられた．

【文献】1）緒方麻記，水谷慎介，三浦真理，他．特別支援学校
（肢体不自由）の児童・生徒における歯科受診行動と齲蝕経験に
関する考察─かかりつけ歯科に関する質問紙調査と学校歯科健康
診断結果の分析─．小児歯誌 2019；57（1）：23-29．

○中嶋  真理子1）・中山  朋子1）・前濱  和佳奈1）・緒方  麻記1）・尾崎  茜1）・水谷  慎介2，3）・小島  寛1）

1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野，2）九州大学大学院歯学研究院附属 OBT 研究センター，3）九州大学大学院歯学研究
院口腔顎顔面病態学講座高齢者歯科・全身管理歯科学分野
Prevalence of dental caries and number of remaining teeth in individuals with intellectual disorders at facilities for the 
disabled
○NAKASHIMA MARIKO，Section of Dentistry for the Disabled, Department of Oral Growth and Development, Fukuoka Dental 

College, Fukuoka, Japan

1-P-015　知的障害者施設利用者における齲蝕経験歯数および現在歯数について
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【目的】障害者歯科医療の現場において発生したインシデントの
傾向を抽出し，障害者歯科医療の安全性を脅かすリスクの要因を
障害別に分類することによって，障害者歯科医療を安全に遂行す
るために必要な注意事項を明らかにすることを目的とした．

【方法】平成 20 年度より平成 30 年度までの間に当科において歯
科医師からのインシデント報告がされた 132 件のうち，情報管理
の不備や機器・薬品の破損など患者に影響がないものを除いた
76 件を対象とした．当該患者の障害の種類，発生したインシデ
ント内容を集計し，障害特異的なインシデント傾向などについて
分析した．なお，本研究は福岡歯科大学倫理審査委員会の承認を
得ており，得られたデータは個人を識別できる情報を削除してい
る．

【結果】患者の障害の種類は，身体障害 25 件・知的障害 21 件・
発達障害 22 件・精神障害 8 件であった．インシデント報告書の

内容より事故の起こったタイミングを調査したところ，他の障害
では大半が歯科診療中にインシデントが発生していたのに対し，
発達障害では 22 件中 10 件で診療終了後にインシデントが発生し
ていた．発生したインシデントの内容にも特徴があり，知的障害
では 21 件中 10 件が処置中の粘膜損傷であったのに対して，発達
障害は 22 件中 10 件がパニックによる他害や自傷であった．ま
た，身体障害では噛み込みによる歯牙・器具の破損が 7 件報告さ
れていた．

【考察】発達障害の場合には診療終了後にパニックによるインシ
デントの発生が半数近くにのぼるなど，スペシャルニーズを有す
る患者を専門とした歯科診療科で発生するインシデントには，障
害特異性があることが明らかになった．障害の特性を理解した上
で，患者が医療機関を離れるまで十二分な注意を払って医療事故
を防止することが必要なものと考えられた．

○田崎  園子1）・原  麻莉1）・緒方  武文1）・松尾  勇弥1）・原田  真澄1）・樋口  勝規2）・小島  寛1）

1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野，2）福岡歯科大学医科歯科総合病院
Survey about the incident outbreak factor in our course
○TASAKI SONOKO，Section of Dentistry for the Disability, Department of Oral Growth and Development, Fukuoka Dental 

College, Fukuoka, Japan

1-P-018　当科におけるインシデント発生要因に関する調査報告

【緒言】当院では平成 28 年 4 月から口腔ケアチームを発足させ，
がん治療や全身麻酔手術における周術期の口腔機能管理（以下，
口腔管理）を実施している．今回我々は，全身麻酔手術を行った
患者に対し口腔管理を行い，アンケートおよび手術前後の口腔内
の細菌数の測定を行ったので報告する．

【対象および方法】対象は平成 29 年 9 月から平成 30 年 3 月まで
の期間に，各診療科より口腔管理の依頼を受け全身麻酔下手術を
受けた患者 161 名とした．単一選択方式と自由記述を用いて，無
記名の質問紙によるアンケートを行った．また，全身麻酔手術
前・手術後に細菌カウンタⓇを用いて口腔内の細菌数を測定した．
本調査は本学医学倫理審査委員会の承認を得ている（承認番号
ERB-C-323-3）．

【結果】全身麻酔手術やがん治療に口腔内の衛生状態が関与する
ことについて 53％の患者が知らなかったと回答した．病院や診

療所で口腔管理について知った患者が 71％となっており，院内
での啓発が効果的であった．さらに，病棟や外来での口腔管理は
大満足および満足を合わせて 91％と満足度は高かった．また，
患者が希望する介入頻度は週 1 回が一番多かった．細菌カウンタ
レベルが 2 以上の口腔環境が悪化した患者は 79 人中 6 名であり，
うち 4 名は義歯を装着していた．また，手術前の口腔管理は，通
常，手術前日に実施しているが，これら 6 名中 4 名は，休日等を
理由に手術前の口腔管理が 3 日以上前に実施されていた．

【考察】アンケートの結果から，今後も口腔管理に対して高い満
足度を得られるように質の高い医療サービスの提供が重要である
ことが確認できた．また，義歯を装着している患者は，より注意
慎重な口腔管理が必要とされ，術前管理の時期は手術日前日が望
ましいと考える．

○寺岡  友佳1）・宮垣  有希1）・藤川  由美1）・市岡  宏顕1，2，3）・足立  圭司1，2）・大迫  文重1，2）・山本  俊郎1，2）・金村  成智1，2）

1）京都府立医科大学附属病院歯科，2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学，3）京都府立医科大学大学院医学研究科法医学・
医学生命倫理学
Questionnaire for patients performing perioperative oral function management in our hospital
○TERAOKA YUKA，University Hospital Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan

1-P-017　当院での周術期口腔機能管理実施患者に対するアンケート
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【緒言】障害者を対象とする歯科医療は，一次医療機関である地
域の一般歯科医院から，病院歯科や障害者施設付設歯科医療機
関，歯科医師会の口腔保健センター等の二次医療機関へ，さらに
専門性の高い三次医療機関へと紹介する前方連携が行われる．そ
して，高次医療機関で治療を終えた患者は地域医療機関へ紹介す
る後方連携が行われる．その相互連携について，高次医療機関の
初診患者実態調査としての報告は多いが，高次医療機関から地域
への紹介に関する調査・報告は数少ない．本調査において，当セ
ンター終診後の実態調査を行ったので報告する．

【対象と方法】対象は，当センターを受診した患者のうち 2016
年～2018 年の 3 年間に終診となった者とした．診療録から年齢，
性別，障害名，居住地，治療方法，治療内容，終診後動態，およ
び戻る理由等を調査した．患者データは匿名化して使用した．本
研究は岡山大学研究倫理審査専門委員会の承認（研 1805-028）

を得て行われた．
【結果とまとめ】対象者は 246 人（男性 172 人，女性 74 人）で，
平均年齢は 27.3±19.0 歳，障害は自閉症スペクトラム障害が最も
多く，次いで知的発達障害が多かった．居住地は岡山県が最も多
く，市町村でみると岡山市 92 人，倉敷市 49 人，次いで広島県福
山市 27 人であった．紹介元は一次医療機関が 53.3％，二次医療
機関は 32.2％であった．終診後は一次医療機関から紹介された患
者の 94.7％，二次医療機関から紹介された患者の 88.6％が同じ紹
介元に戻っていた．紹介元に戻らなかった患者は全体の 21.5％
で，その理由としては，受診しやすい近医を希望した者が多かっ
た．地域連携医療の目的は患者の QOL 維持・増進である．当セ
ンターは障害者に対する地域歯科医療の中心となるだけでなく，
地域医療機関との円滑な連携に寄与したいと考える．

○関  愛子1）・野島  靖子1）・森  貴幸1）・村田  尚道1）・山本  昌直1）・田尻  絢子1）・東  倫子1）・劉  法相1）・高石  芽求1）・沢  有紀1）・半
井  桜子1）・上原  進2）・江草  正彦1）

1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター，2）社会福祉法人旭川荘総合研究所
Surveys on the mode of patient transfer after the completion of care at our center
○SEKI AIKO，The Center for Special Needs Dentistry, Okayama University Hospital, Okayama, Japan

1-P-020　当センター終診後の患者実態調査

【目的】Down 症候群は様々な疾患を背景として，歯科領域での
問題は，不正咬合，歯周病および摂食機能障害などが特徴的であ
る．本研究において Down 症候群患者の歯科管理の実態を明ら
かにしたので報告する．

【方法】2017 年 1 月から 2018 年 12 月までの 2 年間に当センター
歯科の受診歴のある Down 症候群患者を抽出し，診療録をもと
に合併疾患，歯科的管理内容を調査した．なお，収集したデータ
は匿名化されている情報を用いて解析を行った．

【結果】期間内に受診歴のある Down 症候群患者は 266 名（男性，
152 名；57.1％：女性，114 名；42.9％）であり，2018 年 12 月 31
日時点での年齢の平均値は 15 歳 6 か月（0 歳 6 か月-33 歳 6 か
月）であった．合併した疾患の内訳は先天性心疾患 141 名

（53.0％），甲 状 腺 疾 患 34 名（12.8％），消 化 器 系 疾 患 23 名
（8.7％），白血病含む腫瘍性疾患 18 名（6.8％）などが多かった．

特徴的な歯科管理の内訳は，矯正学的精査加療 52 名（19.5％），
摂食機能療法 49 名（18.4％），全身麻酔下歯科治療 44 名（16.5％
埋伏歯抜歯・嚢胞摘出の 3 名を含む）などがあった．

【考察】Down 症候群患者の合併症の内訳および割合は過去の報
告と比較してほぼ近いものであった．矯正歯科治療を行っている
患者が約 20％を占め，当センター歯科としての特徴と考えられ
た．一方で不正咬合の割合の高さに対して，歯科的協力困難ある
いは歯周病リスクなどから矯正学的精査加療が困難な場合が多い
ことが考えられた．同様に摂食機能療法の実施割合は 18.4％に限
られたが，特に就学前は，地域の療育センターなどで評価・指導
を受けている患者も珍しくなく，地域連携しての評価・指導が重
要であると考えられた．

【結論】Down 症候群患者の管理実態の調査により，必要な診療
環境の課題が明らかとなった．

○成瀬  正啓・佐々木  康成・小川  綾野
神奈川県立こども医療センター
Survey of patients with Down syndrome visiting department of dentistry our center
○NARUSE MASAHIRO，Department of Dentistry, Kanagawa Children’s Medical Center, Yokohama, Japan

1-P-019　当センター歯科における Down症候群患者の医科・歯科管理の実態調査
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【緒言】障害者では，通常の歯科治療が困難な場合が多く，麻酔
管理下の歯科治療を要する．当センターにおける近年の麻酔管理
下歯科治療の実態を把握し，さらなる質的向上に役立てること，
および香川県での障害者歯科における当センターの役割を確認す
ることを目的に調査したので報告する．

【対象と方法】平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで
に，当センター歯科において麻酔管理下歯科治療を受けた障害者
を対象とし，カルテ，麻酔記録の記録から，患者背景，障害の種
類，治療回数などを調査し集計した．また，データは匿名化され
ている情報を用いた．

【結果】当センターの外来延べ患者数は 21,588 名で，うち麻酔管
理下歯科治療実施患者は 88 名，実施総数は 135 回であった．麻
酔管理歯科治療実施時年齢は 4 歳～70 歳（中央値 21 歳），男女
比は 7：3 であり，県内全域に及ぶ．障害の種類は，精神発達遅

滞が 41％，自閉症が 28％で半数以上を占めていた．全身麻酔
120 症例，静脈鎮静法 15 症例になり，日帰り症例 132 例，入院
症例 3 例であった．治療回数は，1 回が最も多く 64 名，2 回が
13 名，3 回以上が 11 名で，最も多い回数は 6 回の 1 名であった．
麻酔時間は平均 2 時間 6 分であり，治療内容はう蝕治療が最も多
く 50％であり，次いで抜歯術 21％であった．

【考察および結論】当センターは全身麻酔を含めた統合的な歯科
医療が提供できる障害者歯科の中心的な役割を担っていることが
確認された．現在，非常勤の歯科麻酔科医の元，月 2～3 回で麻
酔管理下歯科治療を実施しているが，行動調整法の一つとして薬
物療法を必要としている患者も多く，麻酔管理下歯科治療を実施
するのに 2～3 カ月の期間を要するのが現状で，課題でもある．
これに対して，歯科麻酔科医の常勤化などによる麻酔管理下歯科
治療を増やす必要性が高いと考えられた．

○塚本  豊浩1）・吉田  里菜1）・横山  紗也香1）・楠木  奈央1）・大西  香織1）・佐山  真由美1）・花岡  淑世1）・樋口  仁2）・岩崎  昭憲3）・大
林  由美子3）・竹山  彰宏4）・三宅  実3）・南  佑子1）

1）かがわ総合リハビリテーションセンター，2）岡山大学病院歯科麻酔科，3）香川大学医学部歯科口腔外科学講座，4）竹山矯正歯科医院
The study of dental treatments under anesthesia management in our center
○TSUKAMOTO TOYOHIRO，Kagawa Rehabilitation Center, Takamatsu, Japan

1-P-022　当センター歯科における麻酔管理下歯科治療の実態調査

【緒言】人工呼吸器や経管栄養などの高度な医療を必要とする
「医療的ケア児」の増加に伴い，小児在宅医療のニーズが歯科に
おいても高まっている．医療的ケア児は全身状態が不安定なた
め，継続的な口腔管理を受けることが難しいと考えられるが，そ
の実態については明らかになっていない．今回，在宅療養中の医
療的ケア児に起こる体調変化とその対応について検討するため，
当院で行った医科および歯科訪問診療の実態について調査を行っ
た．

【対象と方法】2018 年 4 月から 2019 年 3 月までの期間に，当院
の医科訪問診療および歯科訪問診療によって継続的に在宅医学管
理を行った 15 歳未満の医療的ケア児 35 名を対象とし，調査期間
中の診療録から「患者基礎情報」，「医科訪問診療」，「医科往診」，

「他院への入院」，「歯科訪問診療」，「歯科往診」，「歯科訪問診療
キャンセル」の情報を抽出した．データは匿名化されている情報

を用いた．
【結果】平均年齢は 5.4±3.6 歳であった．医療的ケアは，人工呼
吸器 29 名，気管切開 18 名，経管栄養 29 名であった．調査期間
中の実績は，医科訪問診療 790 件，医科往診 135 件，入院 47 件，
歯科訪問診療 259 件，歯科往診 4 件，歯科訪問診療キャンセル
19 件であった．医科往診理由は「発熱」が最も多かった．入院
は，予定入院 22 件，緊急入院 25 件であった．歯科訪問診療キャ
ンセルの理由は「患児の体調不良」が最も多かった．

【考察】当院で訪問診療を行った医療的ケア児では，発熱に対す
る医科往診が多く，体調不良による歯科訪問診療キャンセルが一
定数生じていた．また，予定入院を上回る緊急入院があった．全
身状態が不安定な医療的ケア児に対して継続的な口腔管理を行う
ためには，患児の体調の把握と，歯科訪問診療がキャンセルと
なった後のフォローアップが重要であると考えられた．

○高井  理人1，2）・大島  昇平2）・八若  保孝3）

1）医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ，2）北海道大学病院小児・障害者歯科，3）北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野小
児・障害者歯科学教室
The survey on doctor visits and hospitalizations about children needing medical care at home
○TAKAI RIHITO，Toseikai Healthcare Corporation Life-Long Care Clinic for Disabled People, Sapporo, Japan

1-P-021　医科および歯科訪問診療を受ける医療的ケア児における往診と入院の実態
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【目的】スペシャルニーズ患者に対して，抜歯などの侵襲的歯科
治療を行う場合，物理的な行動調整下のみでは危険を伴うことが
あり，全身麻酔下での治療が必要となることがしばしばある．そ
こで，今回われわれは，全身麻酔下に歯科治療を行ったスペシャ
ルニーズ患者に対して臨床的検討を行ったので報告する．

【方法】2011 年 4 月から 2019 年 3 月までに当科を受診し，全身
麻酔下に歯科治療を行ったスペシャルニーズ患者 37 例（男性 28
例，女性 9 例，平均年齢 25.4 歳）を対象に検討を行った．なお，
症例は匿名化されている情報を用いた．

【結果】紹介元は，当院障碍者歯科と徳島県歯科医師会口腔保健
センターが各 12 例で，全体の 64.9％を占めていた．障害の種類
は，自閉スペクトラム症，知的障害，てんかんなどで，ほとんど
の症例は意思疎通が困難で，これまでの歯科診療時には抑制帯を
使用していた．紹介目的は，齲蝕，智歯の清掃困難による抜歯依

頼などであった．臨床診断名は，埋伏智歯・智歯周囲炎 23 例，
齲蝕 20 例で，全身麻酔下での治療内容は 35 例，94.6％が抜歯処
置であった．

【考察】当科へ紹介されたスペシャルニーズ患者は，保存が困難
な齲蝕など病状が進行している場合が多かった．また，清掃困難
が予想されるなど将来を考慮して智歯の抜歯依頼も多かった．若
年齢のうちに智歯抜歯などの侵襲的歯科治療を積極的に行い，将
来に備えた口腔管理が必要であると思われた．

【結論】スペシャルニーズ患者に対して，侵襲的歯科治療を行う
場合，全身麻酔下管理での歯科治療は有効であると思われた．

【文献】高石和美，藤原茂樹，江口　覚，他．当院における全身
麻酔下歯科治療について：障害をもつ方へ安全な歯科治療の提
供．Journal of Oral Health and Biosciences. 2018；31：62-67.

○山村  佳子1）・高石  和美2）・中川  弘3）・尼寺  理恵4）・岩本  勉4）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野，2）徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔科学分野，3）徳島大学病院高次歯科診療部
障碍者歯科，4）徳島大学大学院医歯薬学研究部小児歯科学分野
The clinical study of dental treatment under general anesthesia for disabled patients with special needs in our department
○YAMAMURA YOSHIKO，Department of Oral Surgery, Oral Sciences, Clinical Dentistry, Institute of Biomedical Sciences, 

Tokushima University Graduate School

1-P-024　当科におけるスペシャルニーズ患者の全身麻酔下歯科治療の臨床的検討

【緒言】当センター，歯科・障害者歯科では 2006 年より行動調整
法として，静脈麻酔による歯科治療を行っており，2017 年から
日帰り全身麻酔を選択できるようになった．今回，静脈麻酔から
開始し全身麻酔を導入した経過の中で行ってきた麻酔下の歯科治
療の 13 年間の治療動態を調査したので報告する．

【対象および方法】2006 年 1 月より 2019 年 5 月までに，麻酔下
歯科治療を行った 1367 例（延べ人数）について，年間の件数の
推移，患者の歯科管理環境，障害・疾患の内容，性別，年齢，合
併疾患，治療内容，合併症について調査した．なおデータは匿名
化されている情報を用いた．

【結果】治療件数は 2006 年 69 件，2018 年 143 件と増加している．
当科で歯科管理を継続している患者が多いが，他施設で歯科管理
中麻酔治療のみ行った患者も増加傾向．障害，疾患は自閉スペク
トラム症 737 名（54％），知的能力障害 546 名（40％），精神疾患

（統合失調症，他）67 名（5％），歯科治療恐怖症 21 名（1.5％）．
男性 994 名（73％），女性 373 名（27％），年齢は 4 歳から 64 歳
であった．合併疾患はてんかんが最も多く，近年肥満（BMI 高
値）の患者が増加していた．治療は保存，補綴治療と歯周治療が
ほぼ同比率で，その他抜歯などの外科治療であった．合併症は重
篤なものはなく，一時的な SPO2 の低下が静脈麻酔でみられた．

【考察】当センターは精神科の基幹病院として機能しており，入
院患者の歯科治療を目的に早くから歯科が設置された．2000 年
以降対象患者は精神疾患に限らず障害者にも拡大し，現在では歯
科治療の対象は障害者が多くを占めるようになった．麻酔下の歯
科治療の需要は多く地域の医療連携の一つを担っている．今回の
調査を通して需要にこたえる環境を維持するとともに，常に安全
な治療が行えるように努めることが重要と思われた．

○中野  久1）・弦巻  立2）・倉田  行伸2）・豊里  晃3）・久須美  麻世4）

1）新潟県立精神医療センター歯科・障害者歯科，2）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野，3）ハート歯科クリニック，4）新潟
県立精神医療センター
The study of dental treatment under anesthesia
○NAKANO HISASHI，Dentistry for Patients with Disabilities, Niigata Prefectural Psychiatric Center

1-P-023　麻酔下歯科治療の実態調査
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【緒言】スペシャルニーズのある患者の根管治療は，治療時間や
治療回数が長くかかるため困難なことが多い．今回，スペシャル
ニーズのある患者の抜髄処置と感染根管処置後の予後調査を行っ
たので報告する．

【対象と方法】平成 31 年 3 月から令和元年 5 月までの 3 か月間に
当診療所に来院したスペシャルニーズのある患者のうち，過去に
当診療所で根管治療を行い 4 年以上経過した患者を対象とし，臨
床所見と X 線所見から予後良好・不良を判定した．調査項目は，
患者の年齢，経過年数，診断名（歯髄炎・根尖性歯周炎），歯種
別，障害別などである．また，感染根管の場合は，根尖部透過像
の消失，縮小，変化なし，悪化ついて分類調査した．なお，個人
情報に配慮し，使用したデータは匿名化されている情報を用い
た．

【結果】対象は 42 人（平均年齢 48±25.5 歳）の 129 歯であった．
経過年数は平均 12.3±2.8 年．診断名は，歯髄炎 52 例（41％），

感染根管 76 例（59％）であった．障害別では，知的能力障害 13
名（31％），ASD10 名（24％），脳血管障害後遺症 5 名（12％），
その他ダウン症候群，精神疾患などであった．行動調整は，通法
が 25 名（59.5％），身体抑制 13 名（31％），IVS4 名（9.5％）で
あった．根管治療後 4 年以上経過し，予後良好と判断した歯は
117 本（90.7％）であり，抜髄 98.1％，感染根管 85.5％であった．
また，感染根管のうち，治療後に根尖部透過像が消失した歯は
34 本（64.2％），縮小した歯は 8 本（15.1％），増大・悪化した歯
は 4 本（7.5％）であった．

【考察およびまとめ】今回，スペシャルニーズのある患者の根管
治療の予後調査を行った結果，健常者の報告と同等に良好な結果
であった．障害があるからと安易に抜歯せず，基本に忠実に的確
な根管治療を行うことにより，スペシャルニーズある方の口腔の
健康を長く維持できると思われた．

○長田  豊・喜多  慎太郎・井元  拓代・三村  恭子・高比良  喜世美・川添  朋子・吉田  敏・多良  龍男・齋藤  秀文・松延  厘奈
長崎県口腔保健センター
Prognosis evaluation of endodontic treatment in special needs patients
○OSADA YUTAKA，Nagasaki Prefectural Center for Oral Health, Nagasaki, Japan

1-P-026　スペシャルニーズのある患者の根管治療の予後調査

【緒言】障害のある患者においては，口腔内の自己管理が困難な
場合が多く，全身麻酔下歯科治療後は，定期的口腔管理を行い歯
科疾患の再発を防ぐことが重要となる．第 30 回日本障害者歯科
学会での第 1 報において全身麻酔下歯科治療後の通院中断は
48.5％と高かった為その後予後の受診を促し，保護者に口腔衛生
管理の必要性を認識させることに取り組んできた．今回，当セン
ターにて日帰り全身麻酔下歯科治療を行った患者の動向や，患者
およびその保護者への指導が適切に行われてきたかを把握するた
めに調査を行ったので報告する．

【対象・方法】平成 26 年から平成 29 年までに初診で全身麻酔下
歯科治療となった患者 125 名を対象とした．調査項目は年齢，性
別，障害名，全身麻酔下治療回数，処置本数，治療後の継続群，
中断群，現在の行動調整法である．調査にあたり対応表を保有し
ない匿名化処理を行った．

【結果】平均年齢は 8.5±8.7 歳，男性 76 名，女性 49 名．障害別
では自閉スペクトラム症 55 名，非協力児 31 名，知的能力障害
20 名，ダウン症候群 7 名，脳性麻痺 5 名，その他 7 名であった．
全身麻酔下歯科治療回数の平均は 1.1±0.34 回，最高 3 回であっ
た．平均処置本数は 10.1±4.3 歯で最多数の者で 25 歯であった．
麻酔直後に通院が途絶えた患者は 16 名（12.8％），センターに通
院している患者は 60 名（48％）であり，中断群は第 1 報の
48.5％から 12.8％に大きく改善した．また，継続群では歯面清掃
であれば 50 名（83.3％）の患者が視覚支援（34 名），通法（13
名）で行えるようになった．

【考察】患者それぞれに適した行動調整法を行うともに，保護者
へ定期検診の重要性を啓発したことにより口腔衛生管理に対する
意識が向上したことが，中断率の低下につながったと考えられ
る．

○知念  すみれ1）・上原  由和1）・宮城  愛美1）・松本  早世1）・新垣  花絵1）・赤嶺  あきな1）・岸本  早希2）・砂川  恵1）・小禄  克子1）・水
野  和子1）・真境名  勉1）

1）沖縄県口腔保健医療センター，2）まつしま歯科医院
It is about oral health management after dental treatment under general anesthesia in Oral Health Care Center of Okinawa 
Dental Association
○CHINEN SUMIRE，Okinawa Dental Association, Oral Health Care Center

1-P-025　当センターにおける全身麻酔下歯科治療後の歯科的管理の実態について～第 3報～
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【緒言】新潟市口腔保健福祉センターでは，新潟市歯科医師会が
新潟市の指定管理を受け，一般の歯科診療所では治療が困難な障
害者や高齢者を対象とした特別診療を行っている．平成 21 年 4
月に診療を開始し，平成 31 年 3 月で 10 年が経過した．開設当
初，新潟市歯科医師会会員の輪番医制であったが，平成 27 年に
常勤歯科医師を配置し，常勤医と輪番医による診療体制にすると
ともに診療日を増設した．今回，開設から 10 年間の実態を把握
する目的で本調査を行った．

【方法】平成 21 年 4 月から平成 31 年 3 月までに特別診療を受診
し た 患 者 を 対 象 と し，匿 名 化 さ れ て い る 情 報 を 用 い て
retrospective に集計を行った．また利用者に対して行った無記
名のアンケートを集計した．

【結果】平成 21 年度延べ患者数は 729 名だったが，患者数は年々
増加し，平成 30 年度は 1799 名であった．年度平均新患数は 47

名で，紹介件数ならびに逆紹介件数は，10 年の合計でそれぞれ
90 件，134 件だった．性別では男が約 6 割，女が約 4 割であっ
た．障害別内訳は，知的障害が 38％と最も多く，発達障害が
23％，四肢麻痺が 22％，染色体異常が 6％，精神疾患が 4％で
あった．患者の生活背景としては，27％が生活介護，10％が就労
継続支援 B 型事業所の障害福祉サービスを利用しており，約
20％が在宅，約 20％が特別支援学校に通学していた．スタッフ
の対応に関するアンケートでは，歯科医師，歯科衛生士，受付窓
口について 85％から 90％の方から満足との回答があった．

【まとめ】患者数の増加やアンケートによる患者満足度の結果か
ら，当センターは開設から 10 年間，順調に運営できたと考えら
れる．紹介，逆紹介件数を考慮すると，地域との連携が今後の課
題であると思われた．

○佐藤（松山）  順子1，2）・上路  敬一1）・松井  大介1）・阿部  裕子1，2）・井上  麗奈1，2）・道見  登1）・岡田  匠1）・瀧  豊1）・平澤  貴典1）・藤
山  友紀3）

1）一般社団法人新潟市歯科医師会，2）新潟市口腔保健福祉センター，3）新潟市保健所
A clinical statistical observation for 10 years since 2009 in Dental Health and Welfare Center
○SATO JUNKO，Dentist Association of Niigata City, Niigata, Japan

1-P-028　当センターの開設から 10 年間の臨床統計的観察

【はじめに】当院は 2017 年 2 月より日本障害者歯科学会の臨床研
修施設の認定を受け，これを機に障害者歯科治療のさらなる充実
を図ってきた．通法下での歯科治療が困難な障害者の患者も多
く，全身麻酔下でのう蝕処置や抜歯等の治療をおこなうことも少
なくない．当科でおこなった全身麻酔下の障害者歯科治療の現状
と課題について報告する．

【対象および方法】対象は 2017 年 4 月から 2019 年 3 月までの 2
年間に全身麻酔下に歯科治療をおこなった延べ 16 例である．性
別，年齢，障害病名，治療内容，紹介元，転帰について調査をお
こなった．なお，データは，特定の個人を識別することができな
い匿名化されたものである．

【結果】性別は，男性 9 例，女性 7 例，年齢は 3 歳～48 歳，障害
病名は，歯科治療恐怖症 10 例，精神発達遅滞 3 例，自閉症 2 例，
てんかん 2 例，多動性障害 1 例（重複あり）であった．治療内容
は，う蝕処置 14 例，抜歯処置 7 例，補綴処置 2 例だった（重複

あり）．術後の有害事象はいずれも認めなかった．また，環境の
変化に伴う入院中のトラブルも認めなかった．紹介元は，歯科医
院 13 例，内科医院 1 例，当院小児科 1 例，紹介なしが 1 例だっ
た．治療後の転帰は，当科でのフォロー 9 例，紹介元への逆紹介
7 例であった．

【課題】歯科医院より紹介を受けた 13 例のうち，6 例では術後の
逆紹介が受け入れ困難であった．当地域では障害者歯科治療が未
だ積極的にはおこなわれていないと思われた．

【まとめ】当科では，院内で検査，入院，手術，術後管理への対
応等を一貫した体制で遂行できるメリットがあるため，全身麻酔
下における障害者歯科治療の提供機会を今後も増やしていきた
い．術後の定期的なフォローなど障害者歯科治療の受け入れが可
能な歯科医院の拡充が必要であり，今後，障害者歯科治療につい
ての一層の啓発が必要である．

○服部  政義1）・吉川  浩郎1，2）

1）島根大学医学部附属病院歯科口腔外科，2）吉川歯科クリニック
The present situation and the theme in dental treatment for patients with disabilities under general anesthesia in our 
department
○HATTORI MASAYOSHI，Department of Oral and Maxillofacial Surgery of Shimane University Hospital, Shimane, Japan

1-P-027　当科における全身麻酔下での障害者歯科治療の現状と課題
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【目的】NHO 石川病院は病床数 240 を有する重症心身障害や神
経難病の治療に重点を置く，慢性期と急性期の診療機能を併せ持
つ特徴的な病院である．在宅療養の支援として神経難病患者の介
護家族支援短期入院や重症心身障害児（者）の短期入院を積極的
に受け入れている病院でもある．近年の口腔管理の重要性の周知
に伴い，2015 年から当センター歯科医師が週 1 日派遣され障害
者歯科を開設し診療を開始した．2017 年からは歯科衛生士も加
わり介入を行っている．今後より多くの患者の口腔衛生状態改善
を図るために，現状の詳細な調査および評価を行うことが必要と
考えられる．そこで今回われわれは，石川病院における 2018 年
度初診障害児（者）歯科診療患者の現状を調査し，検討を行っ
た．データは匿名化されている情報を用いて倫理的配慮を行っ
た．

【方法】調査対象は 2018 年 4 月から 2019 年 3 月において，石川

病院で障害児（者）の歯科診療を行った初診患者とした．性別お
よび初診時年齢，主疾患，依頼内容，歯科治療歴の有無等につい
て調査を行った．

【結果】総受診患者 35 名，性別は男性 18 名，女性 17 名，年齢は
中央値 65 歳であった．依頼内容は BP 製剤使用前の精査が最も
多く，次いで歯痛・齲歯であった．先天性の障害を有する患者で
は 80％が歯科治療歴なしという結果であった．

【考察および結論】先天性の障害を有する患者は幼少期からの長
期入院の場合が多く，院外への通院が困難であることが推測され
ることから，長期入院患者の抽出を行い，口腔衛生状態の改善を
行うことが急務であると考える．良好な口腔衛生状態を保つため
にはその後の口腔ケアが重要であり，看護師や言語聴覚士また退
院後の患者家族や施設担当者との連携を図りながら，継続的な診
療や支援を行う必要があると考える．

○島田  真菜美・堂前  梨果・丸川  浩平・能崎  晋一
NHO 金沢医療センター歯科口腔外科
Survey of dental treatments for patients with disability in severe motor and intellectual disabilities hospital
○SHIMADA MANAMI，National Hospital Organization Kanazawa Medical Center Dentistry and Oral Surgery, Kanazawa, Japan

1-P-030　某重症心身障害者病院における障害児（者）歯科診療の実態調査

【緒言】急性期～亜急性期の脳卒中患者では肺炎の発症がしばし
ば臨床的に問題となり，肺炎予防は重要な課題である．過去の複
数の報告において種々の嚥下治療についての肺炎予防効果が検証
されているが，その有効性プロファイルの詳細はこれまでに十分
明らかにされていない．

【目的】急性期～亜急性期の脳卒中患者に対する肺炎予防効果を，
嚥下リハビリテーション（治療 A），メトクロプラミド投与（治
療 B），予防的抗生剤投与（治療 C），咽頭電気刺激（治療 D），
およびコントロール（N）間で比較する．

【方法】無作為化比較試験のネットワーク・メタ解析を行った．
主要評価項目は肺炎発症の頻度とした．統合推定値は odds ratio

（OR）および 95％信用区間（CI）を用いて表された．なお，本
研究はメタ解析であり，既に出版された連結不可能な匿名化され

たデータのみを用いる 2 次研究である．そのため，当研究機関で
は，倫理審査委員会による審議対象外である．

【結果】5 試験（n＝1179）が本解析に組み入れられた．肺炎発症
頻度は治療 B 群で，治療 A，C 群及び N 群と比べ有意に低かっ
た［OR（95％ CI）of B vs A，C vs B，B vs N＝0.13（0.02 to 
0.45），24.15（3.65 to 84.53），0.08（0.01 to 0.27）］．治 療 A，C，
D 群および N 群間では肺炎発症頻度に有意な差は認めなかった．

【考察・結語】メトクロプラミド投与は，急性期～亜急性期の脳
卒中患者に対し，良好な肺炎予防効果を示した．メトクロプラミ
ドの肺炎予防効果に関する有効性，及び安全性プロファイルを検
証するためのさらなる臨床研究が望まれる．

【文献】丹後俊郎．メタ・アナリシス入門：エビデンスの統合を
めざす統計手法：朝倉書店；2016．

○安藤  茜1，2）・平沼  克洋2）・堀江  惠2）・五島  衣子3）・岡  秀一郎1）・大嶽  浩司1）・飯島  毅彦2）

1）昭和大学医学部麻酔科学講座，2）昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科，3）昭和大学藤が丘病院麻酔科
Comparative efficacy of swallowing therapies for dysphasia to prevent pneumonia in patients with acute or sub-acute stroke：
a network meta-analysis of randomized controlled trials
○ANDO AKANE，Department of Anesthesiology Showa University School of Medicine, Tokyo, Japan

1-P-029　�急性～亜急性期の脳卒中患者に対する嚥下治療の肺炎予防効果に関する検討─無作為化比較試験のネットワー
ク・メタ解析─
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【緒言】自閉スペクトラム症（以下 ASD）は決まった場所や決
まったやり方へのこだわりが強いことは知られており，いつもと
違う環境に抵抗を示すことがある．これまでに ASD 患者の新し
い環境の変化に関係する報告はいくつか挙げられている．今回当
院は平成 31 年 3 月より病院建て替えにより旧病院から新病院へ
移転し，歯科診療室も移転したことにより，ASD 患者が示す影
響について保護者へのアンケートを用いて検討を行った．

【対象と方法】平成 31 年 4 月から 5 月までに当科を受診され，保
護者へ本調査の趣旨を説明し同意を得た ASD 患者 110 名を対象
とした．当科で作成したアンケートを保護者に記入していただい
た．待合室での状態，診察室への入室，歯科チェアーへの移動，
歯科治療中の態度，治療終了後の態度，歯科医師への態度，また
他病院や通所施設での様子などについて計 13 問の選択形式とし
た．本研究は個人情報に配慮し，データを連結可能匿名化処理し

た．
【結果】待合室での状態については非常に落ち着きがなかったの
と少し落ち着かなかったが 75％を示した．歯科診療室への入室
や歯科チェアーへの移動は入れない・座れない・少し躊躇したの
は 60％を示した．一方で治療終了後や歯科医師への態度は今ま
で通りを示すものが 80％を示した．また，他病院や通所施設に
おいても半数が影響を示した．

【考察】当院を受診した ASD 患者においては新棟への移転に伴
い，新しい環境の変化への影響が認められた．当科における先行
研究では担当歯科医師が変更することによる影響には変化しない
可能性が示唆されており，今回も歯科医師への態度は同様な結果
であった．以上から ASD 患者は特定の人物よりも場所や環境に
強く影響される可能性が高く，治療場所の変更や環境の変化にお
いては注意を必要とすると考えられた．

○横山  善弘1）・加藤  篤1）・永坂  梨奈1）・鴨狩  たまき1）・松井  かおる1）・田中  恵1）・森田  麻希1，2）・渋谷  恭之2）

1）愛知県医療療育総合センター中央病院歯科部，2）名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形成医学講座口腔外科学分野
The influence of hospital relocation due to hospital reconstruction on patients with autism spectrum disorder
○YOKOYAMA YOSHIHIRO，Aichi Developmental Disability Center

1-P-032　自閉スペクトラム症患者における病院建て替えによる診療室移転の影響

【緒言】葛飾区歯科医師会は，地域で生活する障害児の歯科診療
所として 1981 年に葛飾区歯科医師会附属ひまわり歯科診療所

（以下，当診療所）を開設した．診療は，歯科大学病院など障害
者の歯科診療経験がある専門医と輪番制の歯科医師会会員（以
下，会員）が協力医として行っている．昨年の本学会では，当診
療所から各会員診療所への逆紹介システムが良好に機能している
ことを報告した 1）．今回は，開設から 35 年間の患者のニーズ等
について調査した．

【対象および方法】対象は，当診療所が開設された 1981 年から
2017 年までの受診患者 876 人とした．方法は，診療録から初診
年，初診時年齢，主たる障害，受診年などを匿名化して抽出し，
集計した．

【結果】主たる障害は，知的障害 435 人，発達障害 251 人，肢体
不自由 130 人，その他 55 人であった．受診年数が 5 年以内 502
人，6～10 年 185 人，11～15 年 73 人，16～20 年 46 人，21～25

年 32 人，26～30 年 26 人，31 年以上 14 人であった．主訴は，う
蝕治療 282 人，痛み 146 人，検診 48 人，歯の交換 41 人，歯周治
療 36 人，予防 18 人などであった．う蝕治療が主訴の中で，歯科
健診による治療勧告によって 148 人（52.5％）が受診していた．

【考察】当診療所の患者は長期にわたり受診していたが，歯科疾
患を認めるにも関わらず歯科健診による治療勧告によって受診に
至っている割合が多かった．当診療所は歯科医師会が運営する診
療所であり，診療にあたる会員が地域の学校歯科や施設で検診を
行っている．今後は学校や施設との積極的に連携を図りながら地
域で生活する障害児者の歯科受診を促せる紹介体制の強化を図る
必要が改めて理解できた．

【参考文献】1）生熊一政，増田一郎，他：某歯科医師会附属障害
者歯科診療所における 35 年の患者動態（抄），障歯誌，39，269，
2018．

○熱田  亙1，2）・増田  一郎1）・古宮  秀記1）・野村  千秋1）・小笠原  浩一1）・原田  昇1）・猪俣  英理3）・遠藤  眞美3）・野本  たかと3）・勝
俣  文良1）

1）葛飾区歯科医師会，2）日本大学松戸歯学部保存修復学講座，3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
Dynamic statistics on the special needs patients in oral health center administrated by local dental association for 35 years 
-Second report
○ATSUTA WATARU，Katsushika Dental Association, Tokyo, Japan

1-P-031　某歯科医師会附属障害者歯科診療所における 35 年の患者動態─第 2報─
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【目的】歯みがき行動と感覚刺激の受け取り方の偏りとの関連を
調べ，今後の口腔保健支援や歯科診療でのアプローチ方法に役立
てることを目的に質問紙調査を実施した．

【対象および方法】2019 年 3-4 月に A 県 T 市の療育センターの
歯科を受診した者のうち，養育者の同意が得られた 43 名（8.9±
3.3 歳，男 37 名，女 6 名）の親子を対象とし自記式質問紙調査を
行った．基本情報，家庭・歯科室での仕上げみがき状況（拒否の
有無，姿勢），感覚発達チェックリスト改訂版（以下 JSI-R）を
評価した．仕上げみがき（受容群／拒否群），ブラッシング時の姿
勢（寝かせ群／その他群）に分け，JSI-R の 3 段階評価尺度（G：
典型的，Y：若干の偏り，R：偏り）を算出しχ2 検定を行った．
本研究は，データは匿名化されている情報を用いた．

【結果】家庭での仕上げみがき・歯科室での仕上げみがきともに，
JSI-R の固有受容覚において拒否群では感覚刺激の受け取りに

「偏り」傾向がみられる者の割合が多かった．各項目の割合は，
家庭での仕上げみがきは，受容群（G：14 名，Y：4 名，R：0
名），拒否群（G：10 名，Y：6 名，R：9 名）（p＜0.01），歯科室
での仕上げみがきは受容群（G：12 名，Y：2 名，R：1 名），拒
否群（G：12 名，Y：8 名，R：8 名）（p＝0.06）であった．

【考察】仕上げみがきの拒否と固有受容覚において有意な関連が
認められた．固有受容覚は筋肉・関節の感覚である．固有受容覚
を感じてうまく動きを捉えられないことや運動の調整，身体の動
きを知る，情動の調整，覚醒の調整という役割の反応性の問題が
仕上げみがきを拒否することが示唆された．口腔保健支援や歯科
診療において感覚統合を含めた支援が必要であることが示唆され
た．

【結論】仕上げみがきを拒否する要因として，固有受容覚の受け
取り方の偏りに関連があった．

○森下  志穂1）・鈴木  佐和子1）・清水  都子1）・原田  恵理子1）・森  篤志1，2）・浅野  敬太1，2）・大隅  省1，2）・大久保  善正1，2）・羽田野  敬
彦1，2）・松井  香苗1，2）・松本  弥之1，2）・安田  順一3）・玄  景華3）

1）豊橋市こども発達センター，2）豊橋市歯科医師会，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
The relationship between the brushing behavior and how to receiving sensory stimulus
○MORISHITA SHIHO，Toyohashi Children’s Mental and Physical Development Center, Aichi, Japan

1-P-034　歯みがき行動と感覚刺激の受け取り方との関連性の検討

【緒言】障害者歯科における学生教育は，卒後の進路決定のため
の一つの選択肢として重要であり，また障害者歯科に対する関心
を深めるという点で，必要なものだと考える 1）．今回我々は学生
に対し，実習後にアンケートを行い，回答から今後の学生教育の
改善点等が見えてきたので多少の考察を加えて報告する．なおア
ンケートは匿名化されている情報を用いた．

【対象と方法】対象は歯科衛生士専門学校 2 年生（以下学生とす
る）である．実習は 11 月から 2 月までの週 2 回で，その内 1 回
に静脈麻酔下歯科治療見学（以下静麻治療とする）を行なってい
る．1 グループにつき 7，8 名の学生，全 10 グループ程度を受け
入れており，実習終了後に無記名でアンケート記入を行なった．

【結果】
1． オリエンテーション講義を聞き実際に見てみたいと思った 

91％

2．静麻治療ができて再度，見学してみたい　87％
3． 静麻治療ができなかった学生に対して機会があれば見学して

みたい　81％
【考察】静麻治療ができた，できなかったにも関わらず，8 割の
学生が見学したいという希望を持っていることがわかり，静麻治
療への関心の高さがうかがえる．我々は，臨床の場における緊張
感はビデオでは表現ができないため，見学できなかった学生に対
しては是非とも見学の場を提供してあげたい．静脈麻酔下治療や
全身麻酔下治療という薬物による行動調整法は，障害者歯科にお
いては必要な手法となりつつあり，今後も続けられていく手法で
あると思われる．今後も学生を受け入れ，障害者歯科に興味を
持ってもらえるよう指導・教育していきたい．

【参考文献】1）大西智之ら：臨床実習が歯科衛生士学生の障害者
歯科への印象や興味に与える影響．障歯誌 31：737，2010．

○原田  真希1）・三木  貴子1）・山田  和代1）・中山  幸子1）・井東  竜彦1，2）・鷹尾  知子1，3）・吉田  春陽1）・大東  美穂1）

1）大阪府歯科医師会附属歯科診療所障がい者診療，2）ひまわり歯科医院，3）ともファミリー歯科
Attitude survey of hygienist school students in dental treatment under intravenous anesthesia
○HARADA MAKI，Clinical Center of Special Care Dentistry, Osaka Dental Association, Osaka, Japan

1-P-033　静脈麻酔下歯科治療における衛生士学校学生の意識調査
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【緒言】日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科センターで
は，患者の口腔衛生状態を改善・維持するために歯科衛生士がメ
インテナンスを担当し，その間隔を設定している．今回，患者の
定期受診が計画通りに行われているかを把握するため調査を行っ
たので報告する．

【対象と方法】2017 年 4 月から 2018 年 2 月まで歯科衛生士が担
当した患者 82 名のうちメインテナンスを行った 70 名を調査対象
とした．調査方法は，障害分類，設定したメインテナンスの間隔
を集計した．メインテナンスの間隔は，設定した来院間隔の前後
10 日以内については定期受診が行われているとした．なお，本
発表は日本歯科大学附属病院倫理委員会の承認と，保護者の同意
を得ている（日本歯科大学附属病院倫理員会承認：NDUH-
RINRI2019-24G）．

【結果】障害分類は知的能力障害が最も多く 34 名，次いで自閉ス
ペクトラム症が 15 名であった．メインテナンスの間隔は，1，2，

3，4，6，12 カ月であった．定期受診率は，1 カ月設定は 14 名中
10 名で 71.4％，2 カ月設定は 24 名中 12 名で 50.0％，3 カ月設定
は 21 名中 6 名で 28.6％，4 カ月設定は 8 名中 1 名で 12.5％であっ
た．

【考察】メインテナンスの間隔が 1 ヶ月，2 ヶ月設定の患者は，
治療後に次回予約を決めていること，また口腔衛生の必要性の説
明に対し理解が得られたことから，受診率が高くなったと考え
た．2 カ月より先の予約が取れない診療室では，電話予約が必要
で患者はその煩雑さから定期受診が守られないことが考えられ
た．さらに，来院は，患者だけでなく保護者の協力が不可欠であ
る事も一因と考えた．

【結論】歯科衛生士は，患者とその保護者らの生活環境に配慮し，
口腔衛生の改善・維持を目的に動機付けを行い，メインテナンス
の期間に関わらず，定期受診ができるようサポートしていく必要
が示唆された．

○由利  啓子1）・野杁  明美1，3）・小林  邦枝1，3）・青柳  ひとみ1，3）・山崎  てるみ2）・阿部  恵一3）

1）日本歯科大学歯学部附属病院歯科衛生士室，2）日本歯科大学附属病院小児歯科，3）日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科セン
ター
A survey report of actual conditions of regularly planned dental maintenance by our center of dental hygienists
○YURI KEIKO，Division of Dental Hygiene, the Nippon Dental University Hospital

1-P-036　当センター歯科衛生士による定期的なメインテナンス実態調査報告

【緒言】当センターは昭和 50 年より障害者歯科治療を目的とした
沖縄県歯科医師会立のセンターとして開設された．H26 年 4 月に
移設，規模も拡大し，日帰り麻酔管理下の歯科治療を行える設備
を設置，より多くの需要に応えるよう取り組んできた．その結
果，現在の対象患者は従来の障害に加え，中途障害，歯科恐怖症
等多岐に渡る．そのため，一般開業医より麻酔管理下の歯科治療
の依頼がある．移設直後より定形発達の非協力児（以下非協力
児）の紹介も増えて来た．今回，地域の開業医より紹介のあった
非協力児を対象に今後のセンターの役割を把握するため検討を
行ったので報告する

【対象・方法】移設後 H26 年から H30 年に初診で受診した 7 歳未
満の非協力児の紹介理由，人数，年齢，初診時のう蝕歯数，行動
調整法について調査した．なお，データは匿名化されている情報
を用いた．

【結果】H26 年は 3 人，H27 年は 19 人，H28 年は 24 人，H29 年

は 33 人，H30 年は 20 人であった．紹介理由は全て，治療の協力
が得られないという理由であった．行動調整法別の人数，平均年
齢，平均う蝕歯数はそれぞれ，全身麻酔下では 45 人，4 歳 7 ヶ
月，9.0 本であった．抑制下では 40 名，3 歳 10 ヶ月，5.1 本で
あった．行動変容法では 13 名，5 歳 4 ヶ月，4.2 本であった．

【考察】当センターでの全身麻酔の選択ではう蝕歯数，年齢が関
わっていると考えられた．移設後より非協力児の紹介が増えてき
ている理由として，障害者の行動調整に麻酔管理下の歯科治療が
安全に行われている事が周知されてきているものと考えられる．
しかし，保護者が全身麻酔の説明を紹介元より十分に受けていな
かった為，リスクを説明すると抑制を希望される場合もあった．
また，行動変容で行えた症例も存在していたため，地域の開業医
に薬物管理の知識，行動変容法の普及に努める必要があると考え
られた．

○寺元  平・長嶺  和希・新屋  晃代・垣花  賢・木村  智弘・松川  隆也・澤田  南海子・波平  真樹・米須  敦子・松島  一夫・水野  和
子・眞境名  勉

沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター
The actual situation of typically developping non-cooperative children at Dental Center for Disabilities
○TERAMOTO HITOSHI，Okinawa Oral Health Care Center, Okinawa, Japan

1-P-035　障害者歯科センターにおける非協力小児の実態
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【緒言】自閉スペクトラム症に対する抗精神病薬の服用が増えて
きた．問題行動の抑制を得られる一方で，副作用も多くその種類
も多彩である．今回，抗精神病薬の服薬状況と口腔内との関係を
考察したので報告する．

【対象及び方法】1998 年から 2017 年までの当センター通院中の
患者を対象とし，カルテから情報を匿名化して用いた．対象者の
行動評価は大西らの臨床的外部行動分類表を用いて，当センター
日本障害者歯科学会認定医の歯科医師が評価を行った．

【結果】患者数 647 名（男性 421 名，女性 226 名）の内，自閉ス
ペクトラム症患者は 240 名（男性 196 名，女性 44 名）だった．1
種類以上の抗精神病薬を服用している患者は 72 名（男性 58 名，
女性 14 名），カリオスタット値の平均値は 1.9（男性 1.8, 女性
2.1），行動評価の平均値は 2.4（男性 2.2, 女性 2.9）だった．服薬

をしていない患者は 168 名（男性 138 名，女性 30 名）カリオス
タット値の平均値は 1.9（男性 1.8，女性 2.0），行動評価の平均値
は 2.5（男性 2.4，女性 2.7）だった．服用薬はリスペリドン，バ
ルプロ酸ナトリウム，ラメルテオンといった順に多く，平均薬剤
数は 1.9 種類（最大 7 種類，最小 1 種類）だった．

【考察】問題行動に対する抗精神病薬の処方は一定の効果を認め
る一方，副作用が多いことは既知の通りである．本研究ではう蝕
リスクとの関連を見出すことはできなかったが，過食，嘔吐，口
腔乾燥などが副作用としてあり，口腔衛生状態の管理上，注意が
必要と考える．

【文献】大西智之，久木富美子，浜田尚香，他．幼児期に体動抑
制下での強制的な歯科治療を行った自閉スペクトラム症児のその
後の歯科への適応性の評価．障歯誌 2017；38：154-161．

○古味  信次1）・植田  智香1）・鈴木  康男1，4）・野中  俊哉1）・福留  麗美1，4）・門田  綾1）・野村  圭介1）・岡崎  好秀1，2）・秋山  茂久3）・江
草  正彦2）

1）高知県歯科医師会歯科保健センター，2）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター，3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，
4）高知医療センター
A survey of relationship between medication and oral condiion in patients with autum spectrum disorder at our center
○KOMI SHINJI，Kochi Dental Association Dental Health Center, Kochi, Japan

1-P-038　当センターにおける自閉スペクトラム症患者の服薬状況と口腔内の関係について

【目的】地域の現状に即して障害者の口の健康を推進する取組に
役立てることを目的として障害福祉サービス事業所を利用して地
域で生活する障害者の歯科検診を実施してきた．今回，定期歯科
受診と口腔内状況の関連を明らかにするために，定期歯科受診を
している者とそうでない者の口腔内状況を比較した．

【対象と方法】対象者は，東北地方の一地方都市の障害福祉サー
ビス事業所の利用者のうち平成 29 年度の各事業所における歯科
検診を受検し，検診結果および歯科受診状況に関するアンケート
に回答のあった 20 歳以上の者である．検診結果およびアンケー
ト結果が記載された個別検診表より，事業所名・個人名を匿名化
して入力されたデータを用いて解析した．現在歯数，処置歯数，
未処置歯数，プラーク付着の有無，歯石付着の有無，4 mm 以上
の歯周ポケットの有無，歯肉出血の有無について，過去 1 年間の
定期歯科受診の 2 群間で，各項目の一人平均歯数および保有者率

を比較した．本研究は，東北大学大学院歯学研究科倫理審査委員
会の承認を得て実施した（2018-3-003）．

【結果】対象者 441 名のうち，定期歯科受診者は 105 名（23.8％）
で，その平均年齢は 37.6 歳と，歯科受診のなかった者の平均年
齢 45.0 歳に比較し有意に低かった（p＜0.001）．20 代から 50 代
までの各年齢層において一人平均未処置歯数および歯石沈着者率
が，定期歯科受診者において有意に低かった．20 代では，歯肉
出血の有所見者率も定期歯科受診者で有意に低かった（p＝0.22）．
現在歯数，処置歯数，プラーク付着，4 mm 以上の歯周ポケット
に関しては両群に有意差は見られなかった．

【考察】定期歯科受診者は全体の約 1／4 に留まるが，同年代の未
受診者と比較してう蝕や歯周疾患の悪化が抑制されていることが
示された．しかしながら，いずれの群も口腔内状況が良好である
とは言い難い．

○星  久美1，2）・長沼  由泰1）・高橋  温1）・猪狩  和子1）・佐々木  啓一1，2）

1）東北大学病院障害者歯科治療部，2）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野，3）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学
分野
Comparison with oral health by having or not having regular dental visits in users of welfare facilities for disabled persons
○HOSHI KUMI，Clinics of Dentistry for the Disabled, Tohoku University Hospital, Sendai, Japan

1-P-037　障害福祉サービス事業所利用者における定期歯科受診の有無による口腔内状況の比較
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【緒言】我々は昨年，Rohrer 指数 209 の肥満を有する非協力児を
静脈内鎮静法で管理した症例を報告した．今回，Rohrer 指数が
218 となった現在までに行った 4 回の鎮静法下歯科治療について
検討した．報告に際し，書面による保護者の同意を得ている．

【症例】初診時年齢 5 歳の男児．知的発達障害，肥満．口腔内に
は治療が必要な齲蝕歯はなく，月に 1 回の口腔衛生管理を継続し
ていた．来院 27 回目，患児 8 歳時に左側上下顎乳臼歯に齲蝕を
認め，協力が得られないため静脈内鎮静法が計画された．患児の
身長は 130 cm，体重 46 kg で，Rohrer 指数 209，Rohrer 肥満度
60.8％（20％以上が肥満）であった．上腕および手背の皮静脈で
は静脈確保ができず，右足背で確保した．ミダゾラムとプロポ
フォールで鎮静を行い，経皮的動脈血酸素飽和度が 90％に低下
した際は下顎挙上を行って予定処置を遂行した．その後は再び口
腔衛生管理を継続していたが，約 11 か月後，右側上顎乳臼歯に

齲蝕を認めたため，静脈内鎮静法下でコンポジットレジン充填を
行った．さらに 1 年 10 か月後の 9 歳時，上顎両側第 1 大臼歯の
齲蝕のため鎮静法が計画された．この時の患児の Rohrer 指数は
218 で，抵抗する力も強くなり，抑制下に足背で静脈確保する際
には多くの人手を必要とした．3 か月後には右側上顎第 2 乳臼歯
の動揺と右側下顎乳臼歯と第 1 大臼歯の齲蝕を認めた．この時は
手背静脈が確保でき，鎮静下に抜歯と齲蝕治療を行った．

【考察】小児で，かつ肥満の患者に対する静脈内鎮静法のリスク
は高いが，本診療室では全身麻酔法を行えないため，鎮静法の適
用範囲を拡大せざるを得ない．本症例は成長とともに抵抗する力
が強くなり，静脈確保も困難となってきたため，今後は口腔衛生
管理の継続とともに体重減少のための栄養指導を行う必要性が高
いと考えられた．

○間宮  秀樹・榎本  雅宏・堀本  進・小野  勝・永村  宗護・山本  夏彦・似鳥  純子・松川  純子・橋本  富美・和田  光利・鈴木  聡行
藤沢市歯科医師会
A case report of a non-cooperative child patient with obesity whose Rohrer index was 218 managed with intravenous 
sedation during four times dental treatments
○MAMIYA HIDEKI，Fujisawa Dental Association, Kanagawa, Japan

1-P-040　�Rohrer指数 218 の著しい肥満を有する非協力小児患者に対して 4回の静脈内鎮静法下に歯科治療を行った 1症
例

【目的】当センターの障がい者の歯科治療に静脈内鎮静法（以下，
IVS）を導入して約 5 年が経過した．そこで，今回，IVS 下に歯
科治療を行った症例に対して統計学的考察を行うことで，今後，
より安全で快適な IVS を行うことを目的として本研究を行うこ
ととした．

【方法】本研究は朝日大学倫理審査委員会の承認を得て行われた
（承認番号 30029）．2014 年 10 月～2019 年 5 月に当センターで
IVS 下に歯科治療を行った 100 症例を対象として調査を行った．
調査項目は性別，年齢，身長，体重，BMI，使用薬物，処置内
容，処置時間，麻酔時間，合併症やその対応などで，診療録およ
び麻酔記録をもとにレトロスペクティブに調査を行った．解析に
使用するデータは匿名化されている情報を用いた．

【結果】IVS 下に歯科治療を受けた障がい者は 45 人（男性：36

人，女性：9 人，平均年齢 30.2 歳）であった．身長は平均 159.4 
cm，体重は平均 57.5 kg，BMI は平均 22.6 kg／m2（最大 41.9 kg
／m2）であった．処置時間は平均 55.1 分，麻酔時間は平均 72.8
分であった．88％の症例でミダゾラムとプロポフォールが併用さ
れていた．術中合併症は気道閉塞が 71％に，ムセが 57％に生じ
ており，いずれも下顎挙上，酸素投与，口腔内吸引で対応可能で
あった．2 症例で術前経口摂取制限が遵守されておらず，そのう
ち 1 例は IVS を延期していた．処置終了から帰宅までの時間は
平均 43.8 分であった．

【考察・結論】当センターの IVS において，多くの症例で術中に
気道閉塞やムセなどの合併症が認められたが，治療に直接携わる
歯科医師や歯科衛生士に下顎挙上や口腔内吸引などのトレーニン
グを行うことによって，安全に IVS を行うことができた．

○畑佐  学1，3）・後藤  隆志1，2）・長谷川  良広1）・川崎  雅敏1）・牧  宏行1）・横井  範顕1）・熊谷  康司1）・伊藤  豊根1）・石黒  慎太郎1）・柴
田  宗則1）・櫻井  学2）・上村  誠一郎1）

1）一宮市口腔衛生センター，2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野，3）はたさ歯科医院
Introduced intravenous sedation for dental treatment of the patients with disabilities in our center；A statistical study of 100 
cases
○HATASA MANABU，Oral Health Center of Ichinomiya City, Aichi, Japan

1-P-039　当センターの障がい者の歯科治療に静脈内鎮静法を導入して―100 症例の統計学的考察―
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【緒言】下顎骨亜全摘術を受け，顔面形態に著しい変化を来した
患者に全身麻酔を行った症例を経験したので，若干の考察を加え
報告する．本発表に際し，患者に書面による同意は得ている．

【症例】55 歳の男性．既往歴に，高血圧，発作性心房細動がある．
手術歴は，頸部への放射線及び化学療法，左側舌部分切除，下顎
骨亜全摘を受けている．今回，放射線照射後の骨髄炎による左側
耳前部瘻孔に対し，瘻孔切除術，下顎骨追加切除が予定された．

【麻酔経過】患者は，上記手術を受けており，1　Mask fitting，2　
咽喉頭部の形態の変化による挿管困難度の上昇，3　舌を支える
骨の欠損による気道確保困難，が予想された．1 に対し，マスク
の調整及び濡れガーゼの使用により対応，2 は挿管補助器具

（MAC グラス，挿管用ファイバー）を準備，3 は経口，経鼻エア
ウェイの準備及び呼吸状態を確認しながらの緩徐な導入・覚醒を

考慮した．導入は，緩徐導入を行い，マスクによる陽圧換気は可
能であったため，MAC グラスで経口挿管を試みたが，喉頭展開
が不良であった．挿管困難と判断し，挿管用ファイバーを使用す
る経鼻挿管に変更した．ファイバーの誘導もスムーズであり声門
を確認し，挿入した．術中の異常所見は認めなかった．覚醒は，
徐々に麻酔深度を浅くし，抜管した．抜管後も呼吸低下は認め
ず，エアウェイは挿入せず，帰室とした．

【考察】歯科口腔外科の全身麻酔は腫瘍摘出術などの口腔外科手
術症例や，障がい者の全身麻酔下歯科治療などが対象に行われて
いる．気道の問題は，周術期に脳障害や死亡の原因となる可能性
があり重要な問題である．下顎骨亜全摘術後の患者に対しては，
換気困難，挿管困難に対し，十分な事前準備が必要である．

○高橋  靖之1）・井口  麻美2）・島村  直宏2）・高田  正典3）・大橋  誠2）・藤井  一維2）

1）日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科，2）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座，3）日本歯科大学在宅ケア新潟クリニッ
ク
General anesthesia experience of the case where intubation difficulty is predicted after submandibular resection
○TAKAHASHI YASUYUKI，Nippon Dental University Niigata Hospital, Dental Anesthesia and General Health Management, 

Niigata, Japan

1-P-042　下顎骨亜全摘術後，挿管困難が予測される症例の麻酔経験

【緒言】意思疎通困難な患者では挿管困難を予測する事が困難な
事があり，家族及び施設医療スタッフから楽観的な情報が寄せら
れる事も少なくない．我々は，偶発的に挿管困難を認めた
Lennox-Gastaut 症候群患者を経験したので家族の承諾を書面で
得て報告する．

【症例】患者は 40 歳男性で身長 154 cm，体重 35.0 kg，既往歴は，
生後間もなく脳性麻痺，てんかんと診断された．歯肉腫脹で受診
となった．

【経過】歯科看護師と気道管理の評価を麻酔前に行ったが，意思
疎通困難で評価に困難を極めた．家族及び病棟看護師から「いつ
も大きく開口している」との証言を得られた．高濃度酸素投与下
でプロポフォール（TCI），レミフェンタニル，ロクロニウムで
急速導入を行い，十分な筋弛緩を得てから開口を試みたが 1 横指
半しか開口ができなかった．AWS に切り替え挿入を試みたがブ

レード挿入困難でブレード挿入時に舌粘膜が損傷した．i-gel で
気道確保可能であったので，i-gel 内を気管支鏡を通過させ気管
を確認して TE を留置させ i-gel を抜去して TE をガイドに挿管
した．処置終了後覚醒時に，TE を気管に留置して抜管を行った
が，大きな問題を認めなかったので病室搬送後に TE 抜去を行っ
た．

【考察】家族の個性や環境により大きく変化する証言と能力や経
験が未熟な医療スタッフの身体所見報告は，時に患者の身を危険
に遭遇させる事を再認識した．障害者歯科に関して十分な知識と
経験がある看護師配置が単科で麻酔を行う施設では重要であると
考えられた．本症例では，ASA の Difficult Airway 患者の管理
のための実践ガイドラインと DAS 抜管ガイドラインを参考に
行ったが，本症例においてもガイドラインに記載されている内容
で包括されており十分に機能するものであった．

○鈴木  史人1）・高橋  正人2）・大野  由夏3）・高木  沙央理3）・小長谷  光3）

1）国立病院機構あきた病院歯科，2）埼玉医科大学病院麻酔科，3）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
Study on airway management of a patient who was able to intubate a patient with Lennox-Gastaut syndrome who had 
unexpected intubation difficulty using a tube exchanger (TE)
○SUZUKI FUMIHITO，National Hospital Organization Akita Hospital

1-P-041　�予期せぬ挿管困難を認めた Lennox-Gastaut症候群患者にチューブエクスチェンジャー（TE）を用いて挿管し
えた気道管理に関する検討
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【緒言】我々は，障害者の全身麻酔後の周術期に睡眠周期が変化
する事を報告したが，背景疾患，処置内容など様々な因子が影響
している可能性が示唆された 1）．本研究では全身麻酔下で歯科治
療を受ける自閉スペクトラム症患者を対象にして睡眠周期の変化
を検討した．

【対象と方法】全身麻酔下歯科治療を行う 12 名の自閉スペクトラ
ム症患者を対象とした．患者の布団の下に敷くマット型の睡眠計

（タニタ社製，睡眠計スリープスキャン SL503）を用いて手術予
定日の 5 日前から患者の自宅での睡眠周期を測定し退院後の 5 日
間にわたり睡眠周期を測定した．解析項目は，総睡眠時間（分），
睡眠周期（分），StageⅠ，Ⅱ睡眠割合（％），StageⅢ，Ⅳ睡眠
割合（％），REM 睡眠割合（％）として統計解析を行った．

【結果】睡眠周期に関しては，前後の日に比べて（93-117 分），
全身麻酔の翌日（151±41 分）に有意に増加した（p＜0.0001）．

StageⅠ，Ⅱ睡眠割合（％），は全身麻酔翌日に有意な増加が認め
ら れ（74.7±12.5％）（p＜0.0001），StageⅢ，Ⅳ 睡 眠 割 合（％）
に関しては，前後の日に比べて（14-16％），全身麻酔当日と翌日
に有意な減少が認められた（当日：9.4±4.9％）（翌日：7.0±
4.1％）（p＜0.0001）．

【考察】本研究では，全身麻酔下で歯科治療を行った自閉スペク
トラム症患者で，1）翌日に睡眠周期の増加が認められ，2）術当
日と翌日に StageⅢ，Ⅳ睡眠割合（％）の減少が認められた．自
閉スペクトラム症患者では睡眠障害を併発する事が報告されてお
り全身麻酔後に睡眠周期が変化すると睡眠障害がさらに悪化する
危険性があると考える（倫理審査承認番号：14010981）．

【文献】1）Ayuse T. et al. 2019：Effects of general anesthesia 
on postoperative sleep cycles in dentally disabled patients. Spec 
Care Dentist, 39 （1）：3-9.

○鮎瀬  てるみ1）・田上  直美1）・山口  香織1）・真方  信明1）・川﨑  華子1）・切石  健輔1）・河井  真理2）・倉田  眞治2）・鮎瀬  卓郎1，2）

1）長崎大学病院特殊歯科総合治療部，2）長崎大学病院麻酔生体管理科
The effects of general anesthesia on postoperative sleep cycle in autism spectrum disorder patients
○AYUSE TERUMI，Nagasaki University Hospital Special Care Dentistry

1-P-044　全身麻酔が自閉スペクトラム症患者の周術期睡眠周期に与える影響の検討

【緒言】知的能力障害患者の歯科治療時の全身麻酔で，導入直後
に神経因性膀胱による下腹部膨隆を発見した症例を経験した．発
表に関連し，保護者より書面による同意を得た．

【症例】患者は 38 歳，女性．身長 150 cm，体重 41.7 kg．知的能
力障害，要介護度 4 だが，術前検査に異常所見はない．

【経過】術当日，緩徐導入後に静脈路を確保し，ロクロニウム，
フェンタニルを投与した．換気状態の確認のため術衣を脱がした
ところ，下腹部が直径約 20 cm の球状に膨隆しているのを発見
した．触診，腹部 X 線写真，内科医によるエコー検査から，尿
の貯留が原因と考えられたため，導尿カテーテルを留置した．留
置直後に約 2400 mL の流出が確認され，膨隆は徐々に消失した．
術中は空気・酸素・セボフルランで維持し，適宜フェンタニルを
投与した．その他の異常所見はなく，処置時間 4 時間 55 分，麻
酔時間 6 時間 15 分で終了した．

【考察】術後，泌尿器科医に対診し，本症例は神経因性膀胱によ
る尿の過剰な貯留が原因と報告を受けた．同科の精査では，膀胱
は著しく伸び切った状態で，一部憩室も認められ慢性的な排尿障
害の存在が疑われた．今回，発見が遅れてしまった原因として
は，本人からの尿意に関する意思表明がない，母親は 10 年以上
前から繰り返す下腹部の膨張と収縮を，母親が異常であると認識
していなかった事などから，医療面接で聴取する事ができなかっ
た．また，術前訪室時の，身体所見の把握が不十分であった事が
あげられた．

【結語】障害を有する患者の医療面接では，普段から介護を行い，
生活を共にしている人からの聴取が基本となる．診断されている
疾患だけではなく，日常生活での変化や，長期の生活習慣などに
ついても，詳しく聴取する重要性を再認識した．

○島村  直宏1）・高橋  靖之2）・井口  麻美3）・大橋  誠2）・藤井  一維1，3）

1）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科口腔全身機能管理学，2）日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科，3）日本歯科大学新潟生
命歯学部歯科麻酔学講座
Discovery of a lower abdominal bulge under general anesthesia
○SHIMAMURA NAOHIRO，Anesthesiology and Resuscitation, The Nippon Dental University Graduate School of Life Dentistry 

at Niigata

1-P-043　全身麻酔導入直後に下腹部膨隆を発見した症例
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【緒言】精神鎮静は不安や恐怖心の強い患者にとって有効な行動
調整法であるが，プロポフォールの副作用として血圧低下の報告
がある．ところが，その作用機序については不明である．今回，
中枢性血圧維持機構である圧受容器反射がプロポフォールにより
変化するかについて検討した．

【方法】静脈内鎮静法が予定された患者のうち，同意を得た 9 名
［30±7（平均±SD）歳］を対象とした．水平仰臥位にて連続血
圧（収縮期血圧：SBP，拡張期血圧：DBP），心拍数（HR），
R-R 間隔（RRI）を経時的に測定し，プロポフォール投与前の安
静時（BL）と投与時（投与 5 分目から 5 分間：PRO）を比較し
た．さらに，圧受容器反射感受性（cBRS）を一拍ごとの SBP の
変化量と対応する RRI の変化量との関係から算出した．尚，本
研究は，松本歯科大学倫理委員会の承認を得たうえで実施した

（許可番号 112 号）．
【結果】BL に対し PRO では SBP（129±23 vs 103±18 mmHg，

P＝0.012），DBP（70±12 vs 58±13 mmHg，P＝0.002）ともに
有意に低下した．RRI は低下傾向を示したが，HR は変化を認め
なかった．また，PRO では cBRS は減少した（9.7±6.4 vs 6.1±
5.6 msec／mmHg，P＝0.023）が，圧受容器反射は有効に機能し
ていた［r：0.43-0.78（range）］．

【考察】プロポフォールの使用により末梢血管が拡張され，血圧
低下が起こるとの報告がある．よって，圧受容器反射が機能する
ことにより心拍数は上昇すると考えられるが，本研究では PRO
時のシステミックな心拍数は BL と同程度であった．これは
PRO による循環動態の抑制（心拍数の低下）と圧反射感受性に
よる心拍応答（心拍数の上昇）が代償的に相殺したものと考えら
れた．

【結論】プロポフォール投与下において圧受容体反射感受性は低
下するものの，有効に機能し，血圧低下に対して代償的に心拍数
を上昇させる．

○宮崎  裕則1）・隅田  佐知2）・古谷  千昌1）・宮原  康太1）・時数  智子3）・渡  真由子3）・溝田  結日3）・尾田  友紀1）・岡田  芳幸1）

1）広島大学病院障害者歯科，2）松本歯科大学地域連携歯科学講座，3）広島大学病院診療支援部歯科部門
Changes in baroreflex sensitivity by propofol and compensated heart rate response to hypotension
○MIYAZAKI HIRONORI，Special Care Dentistry, Hiroshima University Hospital, Hiroshima, Japan

1-P-046　プロポフォールによる圧受容器反射感受性の変化と血圧低下に対する代償性心拍応答

【緒言】Angelman 症 候 群（ 以 下 AS） は，1965 年 小 児 科 医
Harry Angelman により初めて報告され，精神発達遅滞，てんか
ん，失調性歩行などを主徴とする奇形症候群である．口腔領域の
特徴は乳歯エナメル質の低形成や歯間離開によるプラークの滞留
により齲蝕に罹患しやすいといわれている．今回われわれは，
AS 症候群の多発齲蝕患者に対して全身麻酔下歯科治療を行った
のでその概要を報告する．なお本報告に際しては，書面により家
族の同意を得た．

【症例】患者は当院脳神経小児科で AS と診断されかかりつけ歯
科通院加療中の 5 歳の男児で，多発齲蝕に対する治療目的に当科
紹介初診となった．脳神経小児科医および麻酔科医と協議し，全
身麻酔下での齲蝕治療を計画した．周術期は入院下に脳神経小児
科と共同診療し，手術室にて全身麻酔下に齲蝕治療を行った．全
身麻酔導入時にマスク換気困難や挿管困難は認めなかった．治療

終了後，自発呼吸を確認して抜管を行い覚醒は良好であった．術
後に 38.1℃の一過性の体温上昇を認めたが，経過観察で直ちに解
熱し，翌日退院とした．今後も定期診察を継続していく予定であ
る．

【考察】AS は，その遺伝的および身体的特徴により全身麻酔お
よび周術期管理に注意を要する疾患である．巨舌やアデノイド肥
大をしばしば認め，挿管困難の可能性や痙攣発作や筋緊張低下，
体温調節困難を認めることもあり注意が必要である．本症例では
一過性の体温上昇のみで挿管困難や術中合併症は認めなかった．
齲蝕治療を行う際は，意識下での治療が困難であることが多く全
身麻酔下での歯科治療が計画される．各症例における遺伝的・身
体的特徴を十分に把握し，脳神経小児科や麻酔科と密に連携を取
り不測の事態に備え入院下で加療を行うことが肝要と思われる．

○奈良井  節1，2）・土井  理恵子1，2）

1）鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野，2）鳥取県立総合療育センター歯科
Dental treatment under general anesthesia for a patient with Angelman syndrome
○NARAI TAKASHI，Division of Oral and Maxillofacial Biopathological Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor 

Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine

1-P-045　Angelman症候群患者の全身麻酔下歯科治療
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【緒言】骨粗鬆症は重症心身障害者（重症者）に多くみられるが，
2009 年より当重症児施設において骨粗鬆症の治療にビスホスホ
ネート（BP）製剤の投与が開始された．我々は，BP 関連顎骨壊
死（BRONJ）を予防するため，整形外科医とガイドラインを作
成し，病棟主治医・スタッフとも連携した取り組みを 2012 年の
本学会で報告した．その後，骨吸収抑制剤である抗 RANKL 抗
体製剤が投与され，最近では骨吸収と骨形成作用を併せ持つ抗ス
クレロスチン抗体製剤の投与も予定されている．今回これまでの
MRONJ 対策に対し，その効果ならびに今後の課題について検証
した．なお本研究内容は当施設倫理委員会の承認を得ている

（No.3106）．
【対象および方法】対象は 2009 年から 2019 年 4 月までに当施設
において BP 製剤・抗 RANKL 抗体製剤の投与を受けた重症者
114 名とした．方法は，診療録をもとに，薬物投与前の口腔内検
診の結果と処置内容，歯科継続管理中の処置内容・薬剤関連の副

作用の有無を調査した．
【結果】 投 与 前 の 口 腔 内 検 診 の 依 頼 は，BP 製 剤 45 名，抗
RANKL 抗体製剤 45 名あった．投与前にほぼ全員に歯石除去，
14 名に抜歯を行った．投与後に抜歯を行ったのは，BP 製剤 15
名（うち 2 名は抜歯前に休薬），抗 RANKL 抗体製剤 6 名で，
MRONJ の発症はなく経過している．

【考察】薬剤投与後に抜歯する際の休薬については，骨侵襲の程
度と投与期間を考慮して主治医と判断した．BP 製剤は長期投与
すると骨代謝回転の過剰抑制により骨脆弱性が増悪する危険性が
あり，5 年以上の投与症例では一旦休薬し他剤に切り替えること
がある．治療が長期になると休薬期間中に歯科受診することもあ
り，薬歴を必ず確認する必要がある．

【結論】重症者の骨粗鬆症に対する薬物治療の MRONJ 対策とし
て，徹底した口腔衛生管理と，医科と連携して投与薬剤の種類や
投与期間について正確に把握することが重要である．

○伊堂寺  良子・渡邊  亮太・森崎  靖弘・山西  博道
枚方療育園枚方総合発達医療センター
Prevention of MRONJ in an institution for persons with severe motor and intellectual disabilities
○IDOJI YOSHIKO，Hirakata General Hospital for Developmental Disorders, Osaka, Japan

1-P-048　重症心身障害児施設における骨粗鬆症に対する薬物治療とMRONJ対策について

【目的】アルコール関連障害群患者においては歯科治療時におい
て，さまざまな血圧変動が発症することをこれまで発表してき
た．今回は歯科治療中の脈拍変動について解析を行ったので，歯
科治療時の注意点を含めて報告する．

【方法および対象】自律神経機能評価サポートツール「きりつ名
人」，および「治療名人」（クロスウェル社製）により測定を行い
ながら歯科治療を実施した．対象は久里浜医療センター歯科を受
診し，事前に治療時のモニタリングについて説明し，同意を得た
もので，歯科治療中の脈拍数を連続して記録できた男性で，体
動・不整脈の著しいものを除外した 43 例とした．対象の平均年
齢は 44.7±9.8 歳，平均歯科治療時間 18 分 36 秒，平均入院回数
は 2.3 回であった．なお，本調査，研究については久里浜医療セ
ンター倫理委員会の承認 186 号を受け匿名化したデータを使用，
個人が特定できないように配慮した．

【結果および考察】歯科治療時の平均脈拍数は 70-75 回／分のもの

が最も多かったが，50 回／分以下のもの 95-100 回／分を示すもの
も存在した．歯科治療時の最大脈拍数では，100 回／分を超える
が 7 例（16.3％），最小脈拍数が 55 回／分以下となったものが 11
例（26.6％）存在していた．また，歯科治療中の最大脈拍数と最
小脈拍数の差が 25 回／分以上のものが 21 例（48.8％）と多数存
在していた．歯科治療内容では，局所麻酔を実施した群では，治
療時の平均脈拍数，最大脈拍数，最低脈拍数，最大脈拍数と最低
脈拍数のすべてにおいて差が認められた．なお，治療時間は麻酔
処置のないものに比較して平均で 11 分程長かった．なお，入院
回数 2 回以下のもの，3 回以上のもので同様に検討を行ったが相
違はみられなかった．

【結論】アルコール関連障害者では歯科治療時に様々な症状が発
現するため，自律神経機能評価は歯科治療の安全性を高めるため
に不可欠である．

○井上  裕之1，5）・長谷  則子2）・井出  桃3）・李  昌一4）・角田  晃3）・宮城  敦3）・小松  知子5）・横山  滉介5）・西村  康3）・長谷  徹3）・柿
木  保明6）

1）国立病院機構久里浜医療センター歯科，2）神奈川歯科大学歯学部，3）神奈川歯科大学短期大学部，4）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・ESR 研究室，5）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科学分野，6）九州歯科大学老
年障害者歯科学分野
Analysis of alcohol-related disorders patient’s autonomic nerve system in dental treatment-Heart rate variability analysis
○INOUE HIROYUKI，Department of Dentistry National Hospital Organaization Kurihama Mediccal and Addiction Center, 

Kanagawa, Japan

1-P-047　歯科治療時におけるアルコール関連障害群患者の自律神経解析―脈拍の変動について―
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【緒言】上顎犬歯の萌出障害は 1.5～2.0％で発症するとされ，臨
床では比較的遭遇する病態であり，発見が遅れた場合，隣在歯の
歯根吸収を引き起こすことがある．過去の報告において，上顎犬
歯の異所萌出が上顎 4 切歯全ての歯根吸収を引き起こし抜歯が適
応になった報告は少ない．今回，染色体異常，知的能力障害，お
よび側彎症の既往がある患児において上顎両側犬歯が異所萌出し
たことにより，上顎 4 切歯の歯根が重度に吸収した症例を経験し
たので報告する．なお，保護者には書面による同意を得ている．

【症例】患児：12 歳，男児．主訴：犬歯の萌出異常．既往：染色
体異常，知的能力障害，側彎症．服薬：なし．現病歴：紹介元歯
科にて，上顎両側乳犬歯の晩期残存精査のためデンタルエックス
線写真撮影を行ったところ上顎 4 切歯の歯根吸収を認めた．総合
的な治療が必要と判断され当院に紹介来院となった．パノラマ
エックス線写真所見：上顎両側犬歯は近心方向に傾斜しており，

歯冠は上顎 4 切歯歯頸部直下に位置していた．歯根は未完成で
あった．上顎 4 切歯全ての歯根は約 3／4 吸収していた．

【処置及び経過】犬歯が萌出方向に移動するに伴い，今後も上顎
4 切歯の歯根吸収は進行することが予測された．上顎 4 切歯の長
期的な予後は見込めず，患児の知的能力の程度から矯正治療も可
能であると判断し，上顎 4 切歯，上顎両側乳犬歯を抜歯，上顎両
側犬歯の萌出を待ち矯正歯科と連携して正常位置へ誘導すること
とした．矯正治療開始までは部分床義歯にて補綴することとし
た．

【考察】患児は，以前は歯科治療に不協力であったこと，乳臼歯
交換が遅延したことから，乳犬歯晩期残存への懸念が薄く犬歯の
異所萌出発見が遅くなってしまった．乳歯交換時期を考慮し，適
切な時期での精査が重要であることが示唆された．

○亀岡  亮1，2）・白瀬  敏臣1，2）・内川  喜盛1，2）・山崎  てるみ1，3）・稲田  穣3）・三宅  真帆1，3）・押野  広美3）

1）日本歯科大学附属病院小児歯科，2）日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科センター，3）社会福祉法人日本心身障害児協会島田療
育センター医務部歯科診療科
A case of chromosomally abnormal child with abnormal absorption of maxillary four incisors due to ectopic eruption of the 
canines
○KAMEOKA RYO，The Nippon Dental University Hospital, Pediatric Dentistry, Tokyo, Japan

1-P-050　染色体異常児で上顎 4切歯に重度の歯根吸収を引き起こした犬歯異所萌出の 1例

【緒言】関節リウマチ（以下 RA）は関節内の慢性の炎症が主体
となる自己免疫疾患である．RA の症状の 1 つとして顎関節症状
があり，歯科治療時に十分な開口量をえられない患者を診ること
がある．今回 RA 患者の開口量と患者情報を調査し，健常者と比
較して開口量に差があるか，また RA 症状との関連性があるかを
検討する事を目的とした．

【方法】2019 年 1 か月間に某 RA 科クリニック 2 か所を受診した
RA 患者 464 名（男性 77 名女性 387 名，平均年齢 67 歳）（RA
群）と，某歯科クリニックを受診した健常者 280 名（男性 120 名
女性 160 名，平均年齢 56 歳）（健常群）を対象に，TMJ Tri 
Measure を使用して上下切歯間距離を測定した．両群の年齢，
性別のほか，RA 群は罹患期間，Steinbroker の関節破壊の進行
度（ステージ）と機能障害の進行度（クラス），疾患活動性指標
DAS28，RA 治療薬についても調査し統計学的に検討した．なお，
本研究は日本障害者歯科学会倫理委員会の承認を得た（承認番

号：19009）．
【結果】開口量は RA 群 44 mm と健常群 50 mm で，両群間に有
意差が認められた．さらに RA 群を対象に開口量を 40 mm 以上
と 40 mm 未満の 2 群に分けて比較したところ，40 mm 未満群で
は，有意に女性が多く，罹患期間が長く，機能障害の進行度（ク
ラス）が上がり，疾患活動性指標が高かった．また，多変量解析
では性別を調整しても，機能障害の進行度（クラス）は 40 mm
未満となるオッズ比が有意に高かった．

【考察および結論】RA 患者群の開口量は健常者群と比較して小
さく，歯科治療に支障があることが示唆された．RA 患者群では
機能障害の進行度（クラス）が上がると開口量が小さいことか
ら，RA の治療に合わせて早期に開口のリハビリテーションを開
始し開口量を維持することが，RA 患者の QOL の向上につなが
るのではないかと考えられた．

○江面  陽子1）・黒須  南帆1）・小林  幸恵1）・黒崎  友美子1）・秋草  宏伸1）・鈴木  陽子2）・志賀  麻記子3）・深山  治久4）

1）医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック，2）医療法人社団ソレイユいずみ向日葵クリニック，3）志賀リウマチ整形クリニック，
4）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科麻酔・生体管理学分野
Consideration of the trismus regarding the patients with rheumatoid arthritis
○EZURA YOKO，Medical Corporation Ezura Clinic Ezura Dental Clinic, Tochigi, Japan

1-P-049　関節リウマチ患者の開口障害についての検討
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1-P-051　口腔腫瘍切除後の発語障害に対する口蓋閉鎖床の効果

○釜崎 陽子1）・西俣 はるか2）・近藤 好夫2）・西口 美由季2）・日高 聖2）・藤原 卓2）
1）長崎大学病院小児歯科，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児歯科学分野
Dental developmental disturbances in primary and permanent teeth of children after chemotherapy during the age of 0
○KAMASAKI YOKO，Nagasaki University Hospital, Department of Pediatric Dentistry, Nagasaki, Japan

○飯島 守雄1）・井下田 繁子2）・卯田 昭夫3）・梅澤 幸司4）・田中 陽子4）・田沼 達也1）・中里 清4）・伊藤 正実4）・渋谷 鑛3）・野本 たか
と4）

1）日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座，2）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座，3）日本大学松戸
歯学部歯科麻酔学講座，4）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
The effects of palatal prosthesis for speech disorders after maxillectomy
○IIJIMA MORIO，The Department of Removable Prosthodontics, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

1-P-052　化学療法により乳歯および永久歯に生じた形成不全症

【目的】口蓋に発生した腫瘍を外科的に切除した場合，鼻腔・上
顎洞あるいはその両方において口腔と交通し，摂食困難，嚥下困
難及び発音障害が生じる．今回，左側硬口蓋にみられた多形腺腫
切除後に発音障害をきたした症例において閉鎖床を装着し良好な
発音障害の改善をみたので報告する．症例報告にあたり本人より
書面による同意を得た．
【症例の概要】48 歳男性，2011 年 3 月上顎左側第一大臼歯部の口
蓋側歯肉に直径 1センチメートルの腫瘤を認め，がん専門病院に
て多形腺腫の診断のもと切除が行われた．
【治療経過】2015 年 10 月欠損部口蓋瘻孔の封鎖を希望して来院
した．切除後の上顎洞と口腔が交通する顎欠損部は閉鎖床を製作
して封鎖し，100 単音節発語明瞭度検査により発語障害の改善を
確認した．また，嚥下機能，鼻漏れに関しては 30cc 水飲みテス

トで確認し，経過観察を行った．
【結果と考察】発語明瞭度検査は，大臼歯部の硬口蓋には欠損及
び閉鎖床という異物どちらもが大きく発音に影響していることが
示された．装着後時間の経過とともに装着状態では聞き取りにく
さは解消した．嚥下機能，鼻漏れに関しては 30 cc 水飲みテスト
で，2 から 3 秒程度で鼻漏れのないことを確認した．発語障害，
嚥下機能，鼻漏れに対して口蓋閉鎖床は有用であることが示され
た．また硬口蓋摩擦音は口蓋欠損が解放した状態では聞き取りに
くく，閉鎖床を装着した場合は閉鎖床に慣れることによって聞き
取りにくさは改善することが示された．
【文献】1）溝尻源太郎，熊倉勇美．口腔・中咽頭がんのリハビリ
テーション構音障害，摂食・嚥下障害，東京：医歯薬出版；
2001，80-98．

【緒言】G-CSF などの支持療法の進歩により化学療法の強化が可
能になったことや，造血幹細胞移植の導入などにより小児がんの
治癒率は，近年大きく改善しており，現在治癒率は 70-80％に達
するとされる．小児がん患者の生存率の向上に伴い，小児がん治
療の口腔内合併症のうち晩期障害として永久歯の形成不全が顕在
化していることは多く報告されている．しなしながら，乳歯列に
認められた小児がん治療の晩期障害としての形成不全の報告はほ
とんど認められない．今回我々は，0 歳時の小児がん治療経験者
のうち 7歳以上まで歯科管理を継続している 2例の乳歯列および
後永久歯列に認められた晩期障害について報告する．本発表につ
いては，書面により保護者の同意を得ている．
【症例】乳児筋線維腫症に対し，生後 4か月から約 7か月間化学
療法を受けた女児では，乳歯列においては上下左右の CDEのエ
ナメル質から象牙質に及ぶ形態および色調の異常を認めた．６ 歳

8 か月時のパノラマX線写真では，永久歯胚の形成遅延を認め
た．急性リンパ性白血病に対し，生後 4か月から化学療法が開始
され生後 8か月時に臍帯血移植を受けた男児でも同様に上下左右
の CDEのエナメル質から象牙質に及ぶ形態および色調の異常を
認めた．デンタルX線写真で歯根形成異常も認められた．7 歳 7
か月時のパノラマX線写真上で，下顎両側第二小臼歯の歯胚欠
損，その他の歯胚の形成遅延，上下顎前歯部で歯冠部のエナメル
質形成不全と歯根の形態異常が認められた．
【考察】2例は，原疾患が異なるが，化学療法が開始された時期
が近似しており，そのため，乳歯列に現れた歯の形成障害はよく
似ていた．C および Dは咬合面よりも頬舌面，E は小窩裂溝を
中心に咬合面に形成障害を生じていた．永久歯への影響は，化学
療法の強度に依存していることが示唆された．
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【目的】骨髄異形成症候群は後天性造血障害で，血球減少や造血
細胞の異形成像を特徴とし，急性白血病症状や感染，出血などに
よる骨髄不全に移行する可能性が高い予後不良の疾患である．本
邦における有病率は 10 万人あたり 2.7 人で中高齢に多く発症し，
男女比は 2：1 である．今回，本症候群を有する脳性麻痺患者に
対する口腔衛生管理を行ったので報告する．なお，発表にあたり
書面にて患者保護者家族の同意を得た．
【症例と経過】15 歳男性，初診日：平成 12 年，主訴：口腔ケア
希望，既往歴：脳性麻痺，てんかん，常用薬：抗てんかん薬，家
族歴：特記事項なし，全身所見：運動機能障害，言語障害，側
弯，胃瘻，口腔内所見：口腔清掃不良，筋緊張，開口保持困難，
現病歴：当センターでの定期的な口腔ケア開始から 15 年経過後，
受診時に顔面蒼白や粘膜出血を認め，全身疾患の合併を疑い医科
の受診を勧めた．翌年，骨髄異形成症候群と診断され，入院先で

口腔ケアを行ったが患者の協力が得られず家族の要望で退院後の
口腔ケアを当センターに依頼された．経過：本症候群は易出血性
であり，本症例も口腔粘膜炎を認めた．指による粘膜排除で擦過
傷となるため，保湿剤やスポンジブラシを使用し口腔粘膜が損傷
しないよう注意した．また，当センターにおける月 2回の口腔ケ
アと家族への口腔衛生指導を行い，易感染性という面も配慮し
た．
【考察と結論】今回，骨髄異形成症候群患者に対する口腔管理を
行った症例を経験した．脳性麻痺のため含嗽等の化学的清掃を行
うことができず対応に苦慮したが，器具の使用法の工夫や患者の
ストレス軽減を図ることで出血や感染のリスクを低下することが
できると考えられる．本症候群において，専門的口腔ケアを介し
て口腔粘膜障害や二次感染の予防に努め，QOL 向上を目指すこ
とが重要である．

○吉岡 忍1）・蓑輪 映里佳1，2）・大友 麻衣子1，2）・藤田 浩孝1）・塚本 智幸1）・服部 佳子1，3）・梶 美奈子3）・齊藤 正人2）
1）道北口腔保健センター，2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野，3）北海道医療大学病院
A case of oral management for cerebral palsy patient with myelodysplastic syndrome
○YOSHIOKA SHINOBU，Dental Asahikawa Association Douhoku Oral Health Center, Asahikawa, Japan

1-P-054　�骨髄異形成症候群を発症した脳性麻痺患者の口腔管理を行った症例

【緒言】4q-症候群は成長障害および知的障害にサチュロス耳介，
鞍鼻，眉毛間解離，内眼角贅皮，第 5指内弯などの多発小奇形を
呈する極めて稀な疾患である．今回我々はペースメーカーを装着
した 4q-症候群患者に対して，モニター監視下において修復処置
を行った症例を経験したので報告する．なお，症例発表を行うに
あたり，書面により家族の同意を得ている．
【症例】患者：24 歳男性，身長 1６0 cm，体重 40 kg，4 本のう蝕
にて修復処置を予定した．既往歴：生後 3週で染色体異常（4q-
症候群）の診断．9 か月時に心房中隔欠損症，心室中隔欠損症，
肺動脈狭窄症のため心内修復術を受けた．1 歳時に完全房室ブ
ロック，精神遅滞，口蓋裂と診断．5 歳時にはてんかん波のため，
抗てんかん薬の服用を開始した．６歳時と1６歳時にはペースメー
カーを埋入されており，ペースメーカーNBG モードは VVI で
あった．術前照会では循環器科主治医から「電気メス使用の際は

ペースメーカーの設定変更」を要するとの教示を得ている．
【経過】モニター監視下にて形成充填を，4 度にわたって施行し
た．行動調整にはカウント法に加え，レストレイナーによる保定
を行った．普段は心室性期外収縮（VPC）が無いか，あるいは
約 5：1 の発生であったが，患者が力んだり人為的に咬合させら
れた際には，VPCが 3：1 にまで増加し，それに続くパルスオキ
シメトリー波形は縮小していた．
【考察】パルスオキシメトリーにおいては波形の大きさは血流の
大きさを反映するといわれている．この症例でもVPC 発生時，
心拍出量が小さくなっていると考えられ，頻発には治療の中断で
対応した．精神的な興奮がVPCの原因とも考えられたため，今
後は静脈内鎮静法も行動管理の選択肢として検討していく予定で
ある．

○菊池 和子・磯部 可奈子・熊谷 美保・大谷 亜紀子・栃内 貴子・高満 幸宜・齊藤 桂子・久慈 昭慶・森川 和政
岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野
A case of dental treatment of a 4q-syndrome patient with an artificial pacemaker under monitoring ECG
○KIKUCHI KAZUKO，Division of Pediatric Dentistry and Special Care Dentistry, Department of Developmental Oral Health 

Science, School of Dentistry, Iwate Medical University, Morioka, Japan

1-P-053　モニター監視下においてペースメーカーを装着した 4q-症候群患者に歯科治療を行った 1症例
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【緒言】副鼻腔真菌症とは，副鼻腔内での真菌の増殖によって生
じる疾患である．今回，うつ病に起因する心因性疼痛を疑った
が，CT画像にて上顎洞に異常陰影を認めたため耳鼻咽喉科に精
査を依頼し，副鼻腔真菌症と診断された一例を経験したので報告
する．なお本症例報告にあたり，書面にて患者の同意を得てい
る．
【症例】患者：75 歳女性．
主訴：右頬部痛．
既往歴：58 歳時に胃癌により胃切除．夫の死を契機としてうつ
病．
現病歴：右頬部痛に対する精査目的で近歯科より当科を紹介され
受診した．パノラマエックス線画像上に異常を認めず，うつ病に
よる心因性疼痛を疑ったが，CT画像にて両側上顎洞に石灰化像
を混在する陰影を認めたため，当院耳鼻咽喉科に精査を依頼し
た．両側上顎洞篩骨洞真菌症と診断され，真菌塊除去の手術が行
われた．

【考察】副鼻腔真菌症は急性浸潤性，慢性浸潤性，慢性非浸潤性，
アレルギー性に分類される疾患である．浸潤性では他組織への浸
潤を認め，脳神経に浸潤した場合には死に至ることもある．慢性
非浸潤性では，頬部痛，鼻出血などを症状とするが，無症状であ
ることも多い．アレルギー性副鼻腔真菌症とは，不明な点も多い
疾患である．
　うつ病患者が疼痛を主訴とする場合，心因性による疼痛である
ことを認めることもあるが，先入観で心因性によるものと診断せ
ず，エックス線画像や臨床検査などの客観的検査をもとに診断し
なければ誤診につながる．
　本症例の疼痛の原因は手術所見から慢性非浸潤性副鼻腔真菌症
であったため，予後は安定していた．しかし，浸潤性の真菌症で
は短時間に症状の悪化を認め，予後不良となるため，歯科におい
てはエックス線画像，CT画像読影時に異常を認めた場合，早急
に耳鼻咽喉科に紹介することにより早期治療に貢献できると考え
る．

○山田 雅治・田村 仁孝・布谷 陽子・南 暢真・藤 喜久雄
（医）協仁会小松病院歯科口腔外科
A case report：patientʼs cheek pain caused by not depression, but sinusitis mycoses
○YAMADA MASAHARU，Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Komatsu Hospital, Osaka, Japan

1-P-056　頬部痛の主訴に対して，うつ病による心因性疼痛を疑ったが副鼻腔真菌症による症状であった一症例

【目的】脳血管性認知症患者では傾眠により意思疎通が図れない
だけでなく，口腔管理や食事が困難となることがある．またてん
かんは意識消失を伴うことがあり傾眠との判別が困難となる．今
回傾眠傾向の患者がてんかんによる意識障害を併発していた症例
を経験したので報告する．
【症例】施設入所中の 90 歳女性．既往歴として高血圧，脳出血後
遺症による左片麻痺，脳血管性認知症あり．傾眠による口腔清掃
の困難から，歯科訪問診療の依頼あり，口腔健康管理を目的に歯
科介入開始した．普段から傾眠傾向あり，簡単な意思疎通が可能
な日もあれば，開口できない日もあった．介入から半年頃意思疎
通が困難な日が増え，左右手指の疼痛の訴えを認めていた．さら
に 3か月後痙縮のある左手の突っ張りが出現したため，神経内科
受診を勧め，脳波で持続性のてんかん性活動を認め，てんかんと
それに伴う意識障害が判明した．その後認知症による傾眠傾向は

残存するが，てんかんによる意識消失が改善され，介護スタッフ
による口腔ケアも行いやすくなった．また本症例は書面により家
族から同意を得た．
【考察】脳卒中後てんかんでは非痙攣性てんかん重積状態による
意識障害をきたすことがあるが，認知症による傾眠傾向との判別
が困難である．本症例では左手の間代性けいれんからてんかんが
判明した．介入中は意識障害に関して注意を払うとともに，てん
かん重積状態によるバイタルサインの変動に留意する必要があ
る．
【結論】傾眠傾向の脳血管性認知症患者では，てんかんによる意
識障害が関わり口腔健康管理に難渋する可能性があることに留意
して歯科介入していく必要がある．
【文献】東田ら：本邦での脳卒中後てんかんの診療実態に関する
多施設アンケート調査結果，臨床神経，217-222，58，2018．

○山口 喜一郎・二宮 静香・原田 真澄・平塚 正雄
福岡リハビリテーション病院歯科
A case of the cerebrovascular dementia patient of the somnolence tendency that accompanied disturbance of consciousness 
due to epilepsy
○YAMAGUCHI KIICHIRO，Fukuoka Rehabillitation Hospital, Fukuoka, Japan

1-P-055　てんかんによる意識障害を併発していた傾眠傾向の脳血管性認知症患者の一症例
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【緒言】脳性麻痺（cerebral parsy 以下 CP）に起因した著しい不
随意運動や筋緊張は，顔面にも見られ，口腔周囲の筋骨格系にも
過度の負担がかかることが推測される．私たちは，食事や会話に
も支障をきたすほどの顎関節周囲の痛みを有するCP患者の疼痛
管理を経験したので報告する．なお，本症例の発表に際し本人の
同意を得ている．
【症例】54 歳女性．右側顔面の疼痛を主訴に来院．既往歴にアテ
トーゼ型の CP がありバクロフェン 10 mg／day とジアゼパム ６ 
mg／day を内服中である．小児期よりクリック音を認めており，
時折強い顎関節痛を起こすことはあったが短期間で改善してい
た．今回，長引く著しい自発痛のため紹介となった．前医にて口
腔スプリント療法を試みるも，不随意運動と強い嘔吐反射のため
に印象が困難であった．初診時の安静時自発痛の Visual 
Analogue Scale（以下安静 VAS）は 98／100 mm で，咬筋部圧

痛，顎関節圧痛，開閉口痛，咬合痛いずれも同様に強い痛みを訴
えていた．
【経過】初診時より咬筋へのトリガーポイント注射，近赤外線照
射療法，低周波電気治療法を行い，7 日目よりセレコキシブ 200 
mg／day を処方した．1 か月後には安静VAS44 となり，食事や
会話は可能になった．その後，アセトアミノフェン 1000 mg 頓
服に変更していたが，121 日目には安静時VAS15 になり，鎮痛
薬は不要となった．190 日目に安静時自発痛は消失したが，顎関
節部の圧痛が残遺していたので，静脈内鎮静法下に印象を行い，
スプリント療法を開始した．
【考察】咀嚼筋痛は短期間に除痛され，軽度の筋膜痛か局所筋痛
であったと思われる．一方，顎関節痛は，鎮痛薬や理学療法では
十分な効果がなく，不随意運動のコントロールが必要であると思
われた．

○太田 雄一郎・添田 萌・野口 智康・大多和 由美・福田 謙一
東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室
A case of athetoid type of cerebral parsy with severe myalgia and temporomandibular joint pain
○OHTA YUICHIRO，Division of Special Needs Dentistry and Orofacial Pain, Department of Oral Health and Clinical Science, 

Tokyo Dental College, Japan

1-P-058　不随意運動に起因した著しい顎関節痛と咀嚼筋痛を伴う脳性麻痺患者の一例

【緒言】生体において不安や恐怖感が過度に増大すると，循環変
動とともに自律神経系の変動が起こる．私たちは，歯科治療台に
着席しただけで著しい循環と自律神経系の変動を生じる重度の嘔
吐反射と歯科恐怖感を有した歯科治療回避患者の 1症例を経験し
たので報告する．
【症例】51 歳，女性．20 歳時，ある歯科医院で治療を受けた際に
嘔吐反射が生じ，それ以来歯科治療に対して嫌悪感と恐怖感をも
つようになった．25 年近い長期間に渡って，歯科受診を回避し
ていたが，数ヶ月ほど前から口腔内の至るところに痛みが出現
し，当院に初診来院した．
【経過】診察のための歯科診療台への着席でさえ拒み，数度の説
得で着席した．かなり緊張した様子で，収縮血圧：212 mmHg，
拡張期血圧：118 mmHg，心拍数：140 回／分であった．口腔内
にデンタルミラーの挿入を試みると，心拍数が 1６0 回／分前後ま

で上昇するとともに，心拍変動解析による LF／HF（L／H：交感
神経活動に関連）と時間領域解析による R-R 間隔変動係数
（CVRR）が急激に増加した．HF（副交感神経活動に関連）は，
一度上昇して下降した．また顔面蒼白となり，経皮的動脈血酸素
飽和度は 89％まで下降したが，すぐに回復した．座位で静脈を
確保し，プロポフォールによる静脈麻酔下に入眠させた状態で口
腔内を診察した．その後，歯科処置は全身麻酔下に施行してい
る．また，毎回来院時の血圧が異常に高いため内科へ精査の依頼
をしたが，白衣（歯科？）高血圧症で心血管合併症の危険性は少
ないとのことであった．
【考察】著しい恐怖感は，循環と自律神経系の著しい変動を生じ，
患者の安全生に問題が生じることも考えられる．的確な行動調整
とモニター監視など，綿密な患者管理が必要であると思われた．
なお，症例発表について患者から同意書にて同意を得ている．

○水永 潤子・中村 美穂・半沢 篤・大多和 由美・福田 謙一
東京歯科大学歯学部口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室
A case of dental avoidance with severe dental phobia and gagging problem
○MIZUNAGA JUNKO，Division of Special Needs Dentistry and Orofacial Pain, Department of Oral Health and Clinical Science, 

Tokyo Dental College, Tokyo, Japan

1-P-057　重度嘔吐反射と歯科恐怖感を有した歯科治療回避患者の 1症例
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【目的】静脈内鎮静法による行動管理のもとで，定期的口腔衛生
管理（メンテナンス）を継続する精神発達遅滞患者 5症例を経験
したので報告する．
【症例】症例 1，23 歳男性，精神発達遅滞．平成 28 年 10 月初診，
遠方からの通院のため冬季積雪時期の 12 月～3月以外に，3 か月
間隔で通院．定期健診とスケーリング，SRP，PMTC，フッ化物
歯面塗布などを適宜行っている．症例 2，24 歳男性，精神発達遅
滞と自閉症．平成 28 年 12 月初診，当初は 1か月に 1度の通院で
健診ならびにクリーニングを行っていたが，平成 29 年 8 月より
2か月に 1度，平成 30 年 12 月より 3か月に 1度の通院でメンテ
ナンスを行っている．症例 3，32 歳男性，精神発達遅滞とてんか
ん，平成 29 年 7 月初診，う蝕治療後，3 か月間隔で健診ならび
にクリーニングを行っている．症例 4，33 歳男性，精神発達遅
滞．平成 30 年 5 月初診，2～3 か月間隔の通院で健診とクリーニ

ングを行っている．症例 5，22 歳男性，精神発達遅滞と自閉症．
平成 30 年 7 月初診，1 か月 1 回程度の通院でう蝕治療ならびに
クリーニングを行い，平成 31 年 4 月より 3か月間隔でのメンテ
ナンスに移行した．症例 1～5 いずれも，通法による診療が困難
であり，治療，健診すべて静脈内鎮静法による行動管理下に行っ
た．
【考察】う蝕も歯周病も，その病因から定期的メンテナンスが必
須である．メンテナンスは継続的に行われるものであり，より愛
護的対応が望まれる．
【結論】通法でのメンテナンスが困難であれば，静脈内鎮静法を
用いることが愛護的である．
なお，本発表に際しては，患者ならびに患者ご家族から書面にて
同意をえている．

○佐藤 裕1）・西 健2）・佐藤 健一1）
1）岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野，2）西歯科医院
Continuous oral management of five patients with mental retadation under intravenos sedasion
○SATO YUU，Division of Dental Anesthesiology, Department of Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery, School of 

Dentistry, Iwate Medical University, Morioka, Japan

1-P-060　静脈内鎮静法にて定期的口腔衛生管理を継続する精神発達遅滞患者 5症例の検討

【目的】脳性麻痺（CP）患者は，不随意運動のコントロール目的
に静脈内鎮静法（IVS）の適応となる．今回われわれは，CP 患
者の IVS 中にインレー（In）が咽頭部に落下したが，直ちに全
身麻酔に変更し，摘出し得た症例を経験したので報告する．
なお，発表に際し本人および保護者に説明し，書面にて同意を得
ている．
【症例】45 歳，女性．知的障害のない CP．通法では著しい筋緊
張・不随意運動が生じ，過開口による呼吸抑制を認めた．2 年前
の VF・VE検査の結果，右側咽頭部の食物残留と水分誤嚥を認
めた．今回 IVS 下での保存処置が予定された．
ミダゾラム・アトロピン・プロポフォールにて至適鎮静が得ら
れ，処置開始した．処置中，ラバーダムを解除した際に激しい咳
嗽反射を生じた．口腔内を観察すると，除去すべき下顎右側第一
大臼歯の In を紛失していた．その場で頭頚部X線撮影を行い，
右側咽頭部に該当物と思われる陰影を確認した．そこで全身麻酔

に変更し，In を摘出することとした．酸素，プロポフォールで
麻酔導入，ロクロニウムで筋弛緩を得た後，陽圧換気は行わず，
経口挿管した．喉頭展開時には右側梨状窩に In を視認した．そ
の後，鑷子にて In を摘出した．そのまま全身麻酔下に予定処置
を行い，以降問題なく経過した．
【考察】患者は摂食嚥下障害を伴う CP患者であり，IVS により
嚥下反射はさらに低下していた．また，以前より右側咽頭部に食
物の残留が認められ，今回も In を右側梨状窩に認めた．誤飲・
誤嚥の対応として，有意識下であればハイムリック法の適応で
あった．今回は IVS 中であったため，気管挿管による気道確保
を行った後，誤嚥物を摘出し得た．しかし気管への異物迷入の危
険もあり，緊急気管穿刺の準備も必要であった．
【結論】摂食嚥下障害を伴う CP患者では，その特徴的な口腔・
咽頭状態を考慮した管理の重要性を再認識した．

○岡部 靖子1）・瓜生 和貴1）・鈴田 弓実1）・伊藤 さと美1）・松原 礼子1）・黒田 亜美1）・加古 まり1，2）・菱田 純代1，2）・趙 賢愛1）・松
原 誠1，3）・糸山 暁1，4）・伊藤 暖果1，4）・安藤 正晃1，4）

1）一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋北歯科保健医療センター，2）名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚
器・形成医学講座口腔外科学分野，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野，4）一般社団法人名古屋市歯科医師会
A case of cerebral palsy with dysphagia patient that inlay dropped on pharynx under intravenous sedation
○OKABE YASUKO，Nagoya Dental Center for Special Care, Nagoya, Japan

1-P-059　摂食嚥下障害を伴う脳性麻痺患者の静脈内鎮静法中に咽頭部にインレーが落下した 1症例
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【緒言】糖尿病（DM）と歯周病は共に代表的な生活習慣病で，
要因に食生活習慣が大きく関与している．DM治療として食事療
法は根幹となるが，自閉スペクトラム症患者（ASD）はその特
性から食事療法の実施が非常に困難である．今回我々は，DMの
コントロール不良と考えられるASD 患者の口腔管理を長期に
行ったので報告する．なお，報告にあたり保護者より書面による
同意を得ている．
【症例】患者：47 歳男性，ASD，知的能力障害．既往：DM，高
血圧，高脂血症．身長：159 cm．体重：104 kg．初診日：2008
年 2 月．初診時年齢：3６ 歳．主訴：歯周病の治療をしてほしい．
【経過】他院より紹介され，協力状態から当科を受診した．前歯
の動揺，う蝕を 1歯認め外来にて治療を行ったが，タービンの使
用は困難，エンジン，超音波スケーラーは使用可能であった．
2014 年歯周病の悪化がみられ，体格も考慮し医科受診を勧めた

ところDMと診断された．この頃から治療時の拒否が強くなり
外来での治療が困難であったため，2017 年全身麻酔下にてう蝕
治療，歯周治療，動揺歯の固定を行った．保護者は食事療法に積
極的でなく，本人は自閉症という特性から食事制限は困難で，
DMコントロールは不良である．家庭での口腔ケアは保護者中心
だが，高齢のため現状からの改善は期待できず，月一回外来での
口腔清掃を行い，全身麻酔下治療も併用している．
【考察】DMコントロールにより歯周病の改善が，歯周病コント
ロールによりDMの改善が期待できる．しかし本症例はASDの
特性，歯科治療への非協力，保護者の考え方や不十分なホームケ
アといった背景により，口腔環境もDMもコントロール不良な
状況が続いている．歯科的なプロフェッショナルケアだけでは限
界があるが，より細やかな歯科医療の提供を心がけることで，改
善の糸口を見つけていきたい．

○栗谷 未来1）・嘉手納 未季1）・馬目 瑶子1）・姜 世野1）・佐藤 ゆり絵1）・船津 敬弘1，2）
1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門，2）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
A case of autism patient whose periodontal disease worsens due to uncontrolled diabetes
○KURITANI MIKU，Department of Special Needs Dentistry, Division of Dentistry for Persons with Disabilities, School of 

Dentistry, Showa University, Tokyo, Japan

1-P-062　歯周病悪化の主因が糖尿病のコントロール不良と考えられる自閉スペクトラム症の 1例

【緒言】Brachmann-de Lange 症候群は，頭蓋顔面の特徴，成長
障害，知的能力障害，多毛症，上肢欠損に特徴づけられる．
　われわれは第 30 回大会において本症例の上顎右側第一大臼歯
口蓋根の上顎洞迷入歯除去術について報告した．今回はその後の
経過について報告する．なお，発表にあたり家族から書面で同意
を得ている．
【症例】患者：22 歳，男性．身長 140 cm，体重 31.8 kg．障害：
Brachmann-de Lange 症候群，てんかん．既往歴：６ 歳，合指症
の手術．10 歳，停留睾丸の手術．18 歳，蓄膿症と鼻のポリープ
手術．常用薬：バルプロ酸ナトリウム．初診時の主訴：右側の頬
が腫れた．
【経過】多数歯う蝕のため 8回の全身麻酔下歯科治療を行った．
その後は，1～2 か月毎の定期的な口腔管理を継続していた．レ
ストレイナーによる体動のコントロール下であるが，7 か月後に
は歯周組織検査，1 年 1 か月後には抜歯処置，1 年 4 か月後には

修復治療，2 年 2 か月後には感染根管治療が可能となった．3 年
６ か月後にはデンタルX線撮影が可能となった．上顎右側第二小
臼歯のデンタルX線撮影を行った際に，上顎洞底に歯根のよう
な硬組織を認め，上顎洞に迷入した口蓋根の一部が残存している
と考えられた．保護者に説明し，症状を認めないため経過観察を
継続している．
【考察】定期的な口腔管理を継続してきたことにより，意識下に
う蝕治療や抜歯，デンタルX線写真の撮影が可能となった．今
回確認された迷入歯については経過観察が必要であり，今後も継
続して関わっていく必要があると考えられた．
【結論】多数歯う蝕を有するBrachmann-de Lange 症候群の歯科
治療を経験した．
【文献】1）熊谷美保，菊池和子，小板橋航，他：コルネリアデラ
ンゲ症候群を有する患者の上顎右側第一大臼歯抜歯時に口蓋根の
上顎洞迷入が認められた症例．障歯誌 2013：34：499．

○熊谷 美保・磯部 可奈子・栃内 貴子・高満 幸宜・菊池 和子・齊藤 桂子・久慈 昭慶・森川 和政
岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野
Dental treatment experience of patients with Brachmann-de Lange syndrome：2nd report
○KUMAGAI MIHO，Division of Pediatric Dentistry and Special Care Dentistry, Department of Oral Health and Development, 

School of Dentistry, Iwate Medical University, Morioka, Japan

1-P-061　Brachmann-de�Lange症候群を有する患者の歯科治療経験―第 2報―
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【目的】ASDと診断された幼児の行動変容について演者は 2度報
告している．特に，8 歳から 10 歳で行動変容は重要と捉えてき
た．しかし，この変化への見方と原因についての説明は十分では
ない．そこで最近の当医院における症例をあげ，変化の確認，見
方とその原因を文献で考察することを目的とした．なお患者の保
護者から書面にて報告への快諾を得ている．
【方法】ASDと診断された ６名の行動変容を紹介するとともに，
関連文献を検索し考察をした．
【結果】６名は 8歳から 10 歳の間に行動変容がみられた．変化は
予防充填治療が抑制なくでき，その他，簡単な挨拶なども可能と
なった．共通点は学校生活 2から 3 年後に変化すること，2，3
か月ごとに当院に継続通院されていた．最初の変化は歯科用チェ
アに自主的に一人で座れたことである．
【考察と結論】早期療育の有効性は明確な結論は出ていない．今

回の変化について，無関係ではないと考えるが，引用した論文は
経年的な行動変化についてと，セロトニンの年齢変化を論じてい
る報告に焦点を当てた．適応行動スキルと社会的スキル変化に肯
定的であり，本症例結果が一般的であると確信した．そこで，適
応行動スキルは仲間との社会的関与が重要で，社会的スキルは，
認知能力に影響を与える早期介入との関係を示唆し，セロトニン
はASDの合成能力年齢変化特性との関連性が考察された．
【文献】1）McGovern CW, Sigman M.：Continuity and change 
from early childhood to adolescence in autism. J Child Psychol 
Psychiatry, 4６：401-8, 2005.
2）Chugani DC, Muzik O, Behen M, Rothermel R,  Janisse JJ, 
Lee J, Chugani HT. Developmental changes  in brain serotonin 
synthesis  capacity  in  autistic  and nonautistic  children. Ann 
Neurol, 45：287-295, 1999.

○森主 宜延・森主 真弓
もりぬし小児歯科医院
Consideration on behavior change under long-term dental management of disabled people
○MORINUSHI TAKANOBU，Morinushi Pediatric Dental Office, Kagoshima, Japan

1-P-064　障害者の長期歯科管理下における行動変容についての考察

【緒言】Gorlin 症候群は発達上の奇形と遺伝性好発癌性を特徴と
する神経皮膚症候群のひとつであり，常染色体優性遺伝疾患であ
る．199６ 年に PTCH1 が責任遺伝子であることが同定され，日
本での発症頻度は 1／235,800 である．我々は 9番染色体の長腕欠
失患者において，歯原性角化嚢胞を契機に Gorlin 症候群の診断
に至った症例を経験したので報告する．なお，本症例の発表にお
いて，保護者に説明し書面による同意を得た．
【症例】患者：18 歳 2 か月．男性．既往歴：在胎 42 週 3 日，出
生体重 4170 g，身長 57.0 cm の巨大児として出生．特異的顔貌，
筋緊張亢進，脳梁低形成を認め，染色体検査にて 4６XY，del（9）
（q31q33）と診断された．
臨床経過：2014 年 12 月，右側頬部の腫脹および鼻汁（鼻閉）を
主訴に小児科受診．X線写真より，右側上顎洞に炎症所見および
歯牙様の不透過像を認めたため歯科受診となった．埋伏歯の精査

目的にてCT撮影施行，含歯性嚢胞の診断にて口腔外科を紹介し
た．
疾患の診断：右側上顎骨部の嚢胞摘出術施行，病理組織診断の結
果，歯原性角化嚢胞の診断を得た．CT撮影における両側下顎骨
の嚢胞，大脳鎌・小脳テントの石灰化および二分肋骨，加えて再
度染色体検査の結果，PYCH1 遺伝子を含む染色体微細欠失を認
め（4６XY，del（9）（q22q31）），診断が確定した．
【考察および結論】Gorlin 症候群の責任遺伝子である PTCH1 は
すでに 100 以上の遺伝子変異が報告されている．20 歳過ぎに好
発する基底細胞癌は早期発見・早期治療が望ましく，転移前の摘
出手術と化学療法が必要である．症状が多岐にわたるため，小児
科，皮膚科，歯科口腔外科，遺伝科をはじめとする多くの診療科
が協力して診療をすすめていく必要がある．

○萩原 麻美・小坂 美樹・吉原 圭子・土方 深雪・西畑 愛
社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院歯科診療科
A case of multiple odontogenic keratocyst (OKC) in the patient with deletion of the long arm chromosome 9 diagnosised 
Gorlin syndrome
○HAGIWARA ASAMI，Department of Dentistry, Tokyo Childrenʼs Rehabilitation Hospital, Social Welfare Corporation of 

Kakufuhkai

1-P-063　歯原性角化嚢胞を契機に Gorlin症候群の診断に至った 1症例
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【緒言】Goldenhar 症候群は，胎生期に現れる第一第二鰓弓由来
器官の形成不全を示す先天異常で 3,500～5,６00 人に 1人にみられ
る．小耳症，下顎の形成不全等の顎顔面の変形を特徴とする．今
回，Goldenhar 症候群患者の長期口腔管理を経験したので報告す
る．尚，発表に際して書面により本人または家族の同意を得た．
【症例および経過】患者：38 歳，女性，Goldenhar 症候群，知的
能力障害，聴覚障害，てんかん．
身長：143 cm，体重：47 kg．簡単な指示は理解できるが，発語
はない．
受診までの経緯：7 歳時に来院するも ６回の通院後中断した．25
歳時口臭が気になり再来院した．
口腔内所見：多数歯う蝕，開咬，小下顎症および歯列不正．口腔
衛生状態は不良であった．
絵カードの使用とTSD法を併用すると歯科治療に対して協力が

得られたことから，う蝕治療と並行して歯周治療を行ったとこ
ろ，口臭は軽減された．開口量が少なく歯科処置が困難なため，
治療終了後は定期的な専門的口腔ケアおよびブラッシング指導を
行い，現在までう蝕の再発や歯周疾患の悪化を認めていない．
【考察】本患者には，既報の Goldenhar 症候群と同様の特徴がみ
られたが，治療後の定期的な口腔管理により口腔環境の維持が可
能であったと考えられた．一方で 18 年間の通院中断の結果から，
幼児期から継続管理ができていれば，さらに口腔内の予防管理を
行えただけではなく，発育に合わせた歯列矯正や摂食嚥下訓練も
考慮できたのではないかと思われた．
【結論】Goldenhar 症候群における長期口腔管理の経験から，継
続的な口腔管理の重要性と，幼児期からの口腔機能への介入およ
び予防的管理を行う必要性が示唆された．

○笠井 昌樹子1）・中川 誠仁1，2，4）・田辺 亜莉紗1）・高橋 明子1）・柿原 理奈2）・村上 旬平1，3）・井関 富雄2）・菅原 正之4）・松田 哲一4）
1）公益財団法人尼崎口腔衛生センター，2）大阪歯科大学口腔外科学第一講座，3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，4）一般社団
法人尼崎市歯科医師会
Long-term dental management in a patient with Goldenhar syndrome
○KASAI MAKIKO，Amagasaki Oral Hygiene Center, Hyogo, Japan

1-P-066　Goldenhar症候群の長期口腔管理の 1例

【緒言】障害者は，口腔清掃不良による歯周炎の進行から早期に
歯を喪失してしまう事がある．今回，保護者の「歯を残したい」
という強い希望のため，抜歯の同意を得る事ができず重度歯周炎
の自閉スペクトラム症患者に，歯性上顎洞炎が併発し，治療によ
り症状が改善した 1例を報告する．なお，症例発表するにあた
り，保護者から書面による同意を得ている．
【症例】患者：42 歳男性，身長 1６６ cm，体重 87 kg．障害：2 歳
8 か月，自閉スペクトラム症と知的能力障害の診断．13 歳，てん
かんの診断．既往歴：右腕複雑骨折．
【経過】患者は 34 歳から当科で口腔清掃及び歯石除去を継続して
いた．歯周炎により動揺が著しくなり，保護者へ抜歯の必要性を
説明したが，抜歯の同意が得られなかった．その後，自然脱落
し，保護者からも抜歯の希望が出たため，前歯部や小臼歯部はレ
ストレイナーによる保定を用いて抜歯を施行した．その後，歯槽

骨吸収程度の評価のためパノラマエックス線撮影を施行し，歯性
上顎洞炎を疑う所見を確認した．精査目的で CBCTを撮影し確
定診断が得られた．保護者へ今後放置した場合のリスクを説明
し，同意を得て，全身麻酔下に抜歯を施行した．抜歯後 1か月間
は，ペニシリン系抗菌薬を内服させた．その後再評価のため
CBCT撮影を行い，歯性上顎洞炎の症状が改善している事を確
認した．現在まで経過は良好である．
【考察と結論】今回，経過観察時に画像診断を積極的に利用すべ
きであったと考える．画像診断は，本人が症状を自ら語れない場
合の客観的な評価と，抜歯の同意を得られない家族へ説明の視覚
的素材として有用である．
【文献】吉田菜穂子．歯科から見た歯性上顎洞炎．耳鼻咽喉科展
望 200６；49：372～380．

○磯部 可奈子・菊池 和子・熊谷 美保・久慈 昭慶・森川 和政
岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野
A case of odontogenic maxillary sinusitis with autism
○ISOBE KANAKO，Division of Pediatric Dentistry and Special Care Dentistry, Department of Developmental Oral Health Science, 

School of Dentistry, Iwate Medical University, Morioka, Japan

1-P-065　歯性上顎洞炎を発症した自閉スペクトラム症患者の 1症例
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【緒言】精神保健医療の現場では口腔衛生管理よりも精神疾患管
理が優先される．今回，当院精神神経科入院患者への歯科介入に
より，口腔衛生状況が改善し食欲増加・意欲向上傾向とともに，
社交不安症の改善も認めた症例を経験したので報告する．なお，
本発表については書面による本人の同意を得ている．
【症例】患者：43歳女性．主訴：上顎前歯部欠損による審美障害，
う蝕治療．既往歴：社交不安症，自閉スペクトラム症（ASD），
骨粗鬆症（病的骨折を伴う）．初診時口腔内所見：慢性辺縁性歯
周炎中等度，う蝕，残根を認める．
【経過】約 25 年間以上病院受診歴が無く，歯科処置に対する強い
不安や，対人緊張によるパニックに対する配慮が必要であった．
要治療歯が多く，鎮静下での処置を提案したが，医科主治医から
社交不安症に対するリハビリの一環としての歯科治療を希望さ
れ，通法下で歯科治療を行った．歯科医師・歯科衛生士は固定

化，予約管理も徹底しASD患者の特徴を考慮した．治療回数を
重ねるとともに自信獲得し，意欲向上に繋がった．入院時 BMI 
13，アルブミン 3.5 g／dl と栄養失調状態だったが，現在は BMI 
31 とやや肥満になり，アルブミンは 3.9 g／dl と基準値を満たし
た．骨密度の増加に伴い運動量も増量．また，医科受診に併せた
定期的な歯科受診を継続している．
【考察】今回は，不安軽減法を用いた歯科治療をリハビリの一環
として活用することで口腔衛生の改善をはじめ，審美性の回復や
QOL向上を自覚でき，自信と喜びを得ることで社交不安症の改
善にも繋がったと考えられる．精神疾患患者は様々な理由で口腔
衛生不良を引き起きしやすく，日常的に口腔管理の継続が困難で
あり，本来ならば積極的な歯科介入が必要である．今後，精神疾
患患者への歯科介入と医科歯科連携の課題に取り組む必要がある
と考えられた．

○長田 侑子1）・野上 朋幸2）・鮎瀬 卓郎2，3）
1）長崎大学病院医療技術部歯科衛生室，2）長崎大学病院特殊歯科総合治療部，3）長崎大学病院麻酔・生体管理室
An autism spectrum disorder patient whose social anxiety was improved after dental intervention：a case with social 
withdrawal for 25 years
○OSADA YUKIKO，Medical Technology Department Dental Hygiene Room, Nagasaki University Hospital, Nagasaki, Japan

1-P-068　引きこもりが約 25 年間に及んだ自閉スペクトラム症患者に歯科介入を行い社交不安症の改善に関わった症例

【緒言】Sotos 症候群は，乳幼児期の著明な発育促進，特異な顔
貌，精神運動発達遅延などを主症状とする稀な奇形症候群であ
る．今回当院にて，平成元年から長期口腔管理下にある Sotos 症
候群女性について検討を加え報告する．
症例：37 歳の Sotos 症候群女性．平成元年 5月当院初診．初診
時年齢 ６歳．
現症：令和元年現在，全身状態は良好で体格は大柄，口腔内所
見：上顎は無歯顎，残存歯は下顎 8歯のみである．
経過：平成元年 5月当院初診．知的能力障害に加え，奇声をあげ
て頻発する示威行為などにより外来での歯科処置は非常に困難で
あった．外来ではできうる限りの口腔清掃処置を行い，急性症状
出現時には全身麻酔を選択するというスタイルで対処してきた．
22 歳時より上下の第一大臼歯，前歯部の喪失を引き金に歯周組
織の状態悪化が顕著となり，義歯の使用が不可能なことも相まっ

て咬合関係の崩壊が一気に加速し現在に至っている．
【結果】1：31 年間の内訳は外来通院回数 482 回，全身麻酔下歯
科処置は 11 回であった．2：長期通院管理下にあったにも関わら
ず，歯牙の大半を失う結果となった．3：歯牙喪失は左右第一大
臼歯部，上下前歯部から始まっていた．4：PCR スコア（唇面の
み）は平均して 49.5％であった．
【考察】平成元年より 31 年間に渡って Sotos 症候群女性の口腔管
理を続けてきた．家庭での口腔清掃は非常に困難であるが，母親
の協力により継続的に来院してくれている．しかしながら期待に
反して大半の歯牙喪失を招いてしまう結果となってしまった．
ホームケアや，治療計画の定期的な見直しの必要性が重要である
と考えられた．
本発表に際して書面によるご家族の同意は得てあります．

○友利 浩一郎・国吉 初枝・城戸 千代美・新垣 有里・幸喜 奈緒子・我妻 優花・上地 智博
医療法人上智会上地歯科医院
Long-term oral management of Sotos syndrome
○TOMORI KOICHIRO，Uechi Dental Clinic, Okinawa, Japan

1-P-067　Sotos症候群患者の長期口腔管理について
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【緒言】CIPA（先天性無痛無汗症）は指定難病疾患である．第一
報では，自傷防止の為の乳前歯萌出過程での口腔保護装置（OP）
の作製と口腔衛生管理について発表した．今回，乳歯萌出に伴う
口腔の発育変化が著しい CIPA児に対しOPを再作製しながら，
歯科衛生士が主体となり口腔衛生管理ならびに口腔機能の発育を
支援した症例を報告する．尚，本発表にあたり書面にて保護者の
同意を得た．
【症例】患児：7 か月，女児．主訴：舌を何度も咬む．既往歴：
生後 4か月頃，発熱を頻発し，CIPAと診断を受ける．その後複
数回骨折．現症：舌下部潰瘍．
【経過】舌下部潰瘍に対し当初は可撤式OPを作製したが，患児
自ら外すことで咬傷と治癒を反復した．その為，咬合に配慮し上
下顎に分けた固定式OPをセメント合着した所，良好な結果を得
られた．しかし固定式によりセルフケアに難渋につき，保護者の

希望から歯科衛生士主体の短期口腔衛生管理を行った．患児に対
する負担軽減の為，来院時間や室温を配慮，体温管理を実施し
た．その後可撤式OPへ移行を促したが，71 と 72 に自傷に起因
する動揺を認め抜去した．現在 2歳 5か月，第二乳臼歯萌出中で
あり可撤式OPの使用に徐々に慣れ，咬傷はなく摂食機能の獲得
に問題はない．
【考察】口腔発育に配慮したOPの作製と調整，歯科衛生士主体
の口腔衛生管理とコミュニケーションにより患児の協力度は向上
し，医療者と保護者の信頼関係の構築が図れた．発育に伴い骨折
を反復していることが，乳前歯の脱臼に関連する可能性もある．
稀な疾患を有す患児に対して全身状態を理解し，保護者と医療者
が協働し患児の発育を支援するよう同一の目標と情報を共有した
上で連携，さらに保護者の不安を解消しながら今後も患児の口腔
を管理していく予定である．

○青柳 ひとみ1）・白瀬 敏臣2，4）・萩原 岳2）・武井 正己3）・小林 邦枝1，4）・麻見 千登世1，4）・大嶋 依子1）・野杁 明美1，4）・上石 恵
里1，4）・由利 啓子1，4）・岩瀬 祐未1，4）・楊 秀慶2）・松崎 祐樹2）・阿部 恵一4）

1）日本歯科大学附属病院歯科衛生士室，2）日本歯科大学附属病院小児歯科，3）日本歯科大学附属病院歯科技工室，4）日本歯科大学附属病
院スペシャルニーズ歯科センター（障がい者歯科センター）
Management of oral hygiene for CIPA patient who set fixed oral protector second report：supported as a dental hygienist
○AOYAGI HITOMI，Division of Dental Hygienist, the Nippon Dental University Hospital, Tokyo, Japan

1-P-070　固定式口腔保護装置を装着した先天性無痛無汗症児の口腔衛生状態の管理　第二報―歯科衛生士としての支援―

【緒言】口唇口蓋裂は，約 500 人に 1 人の割合で出生し，頭蓋顎
顔面領域において最も多い先天異常である．口唇裂では，片側が
両側の 4倍，口蓋裂では片側が両側の 3倍と両側の頻度は低い．
両側裂により中間顎が突出した症例では，良好な口唇・鼻形態を
得ることが困難である．今回我々は，両側唇顎裂患児に対して長
期にわたり口腔管理を行ってきた症例を報告する．本症例の報告
にあたっては本学付属病院規定により患者家族の同意を得た．
【症例】初診時年齢：1 歳 10 か月．男児．主訴：歯磨きができな
い．現病歴：近隣病院形成外科にて，口唇形成術を施された後，
当院矯正歯科へ紹介され，当科へ口腔管理を依頼された．既往
歴：在胎 42 週（生下時体重 21６0 g）出生．両側唇顎裂を指摘さ
れた．家族歴：特記事項なし．全身的既往歴：知的障害（境界領
域），軽度広汎性発達障害，注意欠陥多動障害．処置および経
過：はじめはエナメル質形成不全歯が存在したことから，口腔清

掃指導，食事指導を中心に行なった．4 歳時に衝突や転倒による
外傷を頻発し，それ以降月 1回の指導を継続して行っている．11
歳時，診療室内で泣いている子どもや赤ちゃんに対して，過剰に
怒りだし罵声を発するようになったり，急に逃げる異常行動が見
られたりしたため，1 日の全ての患者さんが終了してから患児の
みの状態で診療を行っている．加えて，咬合に関する問題は存在
するが，矯正歯科での積極的な治療は希望されず，経過観察を
行っている．
【考察】両側唇顎裂患児の 1歳 10 か月から 17 歳 4 か月の 15 年 ６
か月間，口腔管理を行なってきた．口腔清掃指導を早期から開始
し，齲蝕予防処置を継続することで永久歯列交換後，齲蝕は認め
られず良好な口腔環境を保っている．今後は患児自身への清掃意
欲を持たせる事を目標に口腔管理を継続していく予定である．

○吉田 美香子1）・女ヶ沢 美貴2）・星野 倫範1）
1）明海大学歯学部形態機能成育学講座，2）明海大学病院歯科衛生部
A case report with long-term management of bilateral cleft lip and alveolus patient
○YOSHIDA MIKAKO，Meikai University School of Dentistry, Saitama, Japan

1-P-069　両側唇顎裂患児に対して長期的に口腔管理を行った 1例
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【緒言】触覚過敏（以下過敏）の消失には，早期から適切な方法
で継続した関わりが重要だと考える．今回，当院NICU にて人
工呼吸器管理中で著しい過敏を有した患児に対し，脱感作療法
（以下脱感作）を行い消失が図られた症例について報告する．発
表については書面により保護者の同意を得た．
【症例1】患児：1 歳 ６ か月，男児．初診時年齢：0 歳 7 か月（修
正年齢 4 か月）．全身既往歴：370 g で出生．重症慢性肺疾患，
気管軟化症と診断され，生後 3か月で気管切開術が施行され，人
工呼吸器と経管栄養管理となった．現症：乳歯は未萌出であり，
頬粘膜および上唇粘膜に著しい過敏が認められた．経過：初診
時，過敏に対する脱感作を病棟スタッフへ指導し継続実施を促し
た．3 か月後には過敏が消失し，保護者による口腔清掃も開始さ
れた．8 か月後には下顎左右Aが萌出し歯ブラシでの口腔清掃
も開始された．
【症例2】患児：9 か月，男児．初診時年齢：5 か月．全身既往

歴：3123 g で出生．Cantrall 症候群，肺形成不全，気管軟化症と
診断され，肺動脈短絡術，気管切開術ののち，人工呼吸器と経管
栄養管理となった．現症：乳歯は未萌出であり，上唇粘膜に著し
い過敏がみられた．経過：脱感作を開始し 2か月後には過敏は消
失し，保護者による口腔清掃も可能となった．3 か月後，下顎左
右A，下顎右側 Bが萌出し，歯ブラシによる口腔清掃が開始さ
れた．4 か月後，下顎左側 B，上顎左側ABが萌出し，ブラッシ
ングが継続されている．
【考察と結論】本症例では，出生直後から人工呼吸器管理を要す
る全身的背景の患児に対し，乳歯未萌出の段階から脱感作を行っ
た結果，全ての過敏が消失し，乳歯萌出時には歯ブラシによる口
腔清掃も可能となった．このことは，口腔衛生を良好に保つこと
のみならず，保護者が口腔清掃へ参加する契機ともなった．今後
も保護者の支援を含め，患児の成長に合わせた関わりを継続して
いきたい．

○田代 早織・後藤 申江・谷地 美貴・御代田 浩伸
宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科
Two cases of desensitization therapy for patients with tactile hypersensitivity in their oral region with under the control of 
ventilator at NICU
○TASHIRO SAORI，Miyagi Childrenʼs Hospital, Oral Surgery, Orthodontics and Dentistry, Sendai, Japan

1-P-072　NICUにて人工呼吸器管理中で口腔内に著しい触覚過敏を有し脱感作療法に取り組んだ 2症例

【緒言】若年性骨髄単球性白血病（以下 JMML）は乳幼児期にお
こる稀な小児白血病の一種で，唯一の根治的治療法は造血幹細胞
移植（以下移植）とされる．今回，周術期口腔管理を行ってきた
が移植ののち終末期に移行した JMML患児に対し，周術期から
終末期まで全身状態や治療方針に沿った口腔管理を経験したので
報告する．発表については書面により家族の同意を得た．
【症例】患児：初診時年齢 2歳 2か月女児．
主訴：周術期の口腔管理．
全身的既往歴：顔色不良と貧血にて白血病が疑われ 1歳 7か月時
に当院血液腫瘍科に紹介．
歯科的既往歴：なし．
現症：上顎左右乳中切歯および上顎左乳側切歯に一部脱灰面あ
り．
【経過】周術期より週 1回病室訪問し継続管理を開始した．倦怠
感や食欲不振時も本人の希望で口腔のケアは通常通り行われた．

移植後 7日目に口腔粘膜炎が出現したが，保湿中心のケアに変更
し 4日後には改善が認められた．生着後，血球貪食症候群から肝
不全を併発し生着不全により ICU 管理下で終末期へ移行した．
その後，歯ぎしりの頻度が高くなり舌咬傷が誘発されたため保護
床を作製し対応した．患児は保護床を用いながらも好物を摂取
し，家族は最期まで口腔のケアを頻回に行っていた．
【考察】病状の変化により日常行っていた患児へのケアの割合が
医療者へ移行していく背景があるなか，本症例では歯科は周術期
から終末期を通して口腔管理を継続し，家族は積極的に口腔のケ
アに関わる姿が見受けられた．患児の全身状態や治療方針に沿っ
た口腔管理を行うことで，症状の早期改善を可能にし家族とも信
頼関係が深まり，患児や家族に寄り添った口腔管理に繋げること
ができたと思われる．患児が好物を美味しいと感じる口腔内を最
期まで維持できたことは，終末期の本人と家族との有意義な時間
を共有することに繋がったと考えられた．

○谷地 美貴・後藤 申江・田代 早織・御代田 浩伸
宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科
A case of a juvenile myelomonocytic leukemia child with oral management along stage from hematopoietic stem cell 
transplantation to terminal stage
○YACHI MIKI，Miyagi Childrenʼs Hospital, Oral Surgery, Orthodontics and Dentistry, Sendai, Japan

1-P-071　造血幹細胞移植から終末期までを通しステージに沿った口腔管理を行った若年性骨髄単球性白血病患児の 1例
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【緒言】5p-症候群は，小顎症，眼間開離等による特徴的な顔貌
に，重度の知的能力障害を伴う遺伝性疾患である．口腔領域では
前歯部の叢生や臼歯の萌出困難を生じやすく，清掃不良により歯
肉炎等を引き起こすこともある．今回，我々は重度の自傷行為を
持つ長期管理を行った 5p-症候群患者について報告する．発表に
あたり保護者より書面による同意は得ている．
【症例】患者：31 歳，男性．初診日：1998 年 1 月（9 歳 7 カ月）．
主訴：齲蝕診査と口腔内管理を希望．既往歴：5p-症候群，重度
の知的能力障害，自傷行為．現病歴：小児歯科医で口腔管理をし
ていたが転居に伴い当センターへ転院．現症：齲蝕は認められな
かったが，下顎前歯部の叢生，上顎犬歯の萌出余地不足が認めら
れた．治療経過：初診時の上顎犬歯の萌出余地不足は，両側上顎
第一小臼歯の抜歯により解消した．筋緊張低下がみられるものの
行動調整には手で抑制が必要であった．尤も処置中は大変おとな

しかった．父親の海外転勤に伴い，15 歳時に 2 年振りに当セン
ター受診時，口腔内は清掃不良，歯肉炎，歯石沈着，そして下顎
第二大臼歯に齲蝕が認められた．筋力が弱いことから歩行に介助
を要するが，介助磨きに対する抵抗が著しく，母親 1人では十分
な清掃は行えないため，定期的な機械的歯面清掃を行うこととし
た．18 歳時に第三大臼歯が萌出開始し上顎は小窩裂溝予防填塞
をし，下顎は半萌出のままで現在も経過している．
【考察・結論】5p-症候群は小顎症であることより，静脈内鎮静
法や全身麻酔での行動調整に苦慮することもある．下顎の半埋伏
である第三大臼歯は不潔になりやすく抜歯が望ましいが術中の行
動管理に全身麻酔を要し，抜歯後の自傷行為を懸念し抜歯には
至っていない．今後も患者の精神状態に配慮し対応していく予定
である．

○浜中 一将1）・小平 裕恵2）・桔梗 知明1）・倉本 弘樹1）・伊奈 幹晃1）・山崎 茂1）・赤尾 眞理1）・飯嶌 大典1）・西山 和秀1）・渡辺 明
夫1）・中嶋 智仁1）・田中 教順1）・端山 智弘1）・關田 俊介3）

1）公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会口腔衛生センター歯科診療所，2）鶴見大学歯学部小児歯科学講座，3）鶴見大学歯学部歯科麻酔
学講座
Long term oral management of 5p-syndrome patient：a case report
○HAMANAKA KAZUMASA，The Dental Association of Setagaya-ku, Tokyo, Japan

1-P-074　長期口腔内管理を行った 5p-症候群患者の一例

【はじめに】予防歯科業務歴 13 年の歯科衛生士が，はじめて軽度
の脳性麻痺患者を担当した症例を報告する．障害が軽度であった
ため，事前に脳性麻痺の予備知識を得ることなく，予防処置，保
健指導を開始したが，患者の口腔健康状態は改善され，患者の
QOLを改善することができた．障害について知ることは重要な
ことだが，それとともに障害当事者との対話を通じた関係性が重
要だと認識できた事例であるので報告する．尚，本報告に関して
は書面にて患者本人の同意を得ている．
【症例】患者：40 歳女性（初診時），初診日：2013 年 7 月，主
訴：歯磨きすると出血する，全身的既往歴：軽度脳性麻痺（アテ
トーゼ型），歯科的既往歴：幼少期に抑制治療を受けたのが受診
抑制につながる．特徴：患者は緊張感を感じると開口障害，頭頸
部の不随意運動が生じやすくなり，歯科治療が困難になる．それ
が歯科受診行動の障壁となっている．口腔内状態：口腔衛生状態

不良．全顎 4 mm以上の歯周ポケット，歯肉出血あり．アセス
メント，治療方針，治療経過：セルフケアの改善（口腔衛生と間
食回数）と歯周初期治療の受療が課題として挙がった．対話を通
じて心的緊張の緩和，患者の診療時対位の模索を心がけた．治療
結果および現在：詳細は発表時に示す．
【考察】セルフケア改善と専門的ケアを受けることで口腔健康が
得られることは明白である．しかしそれが出来ない事例があるの
も事実である．本症例の患者によると，「何度も妥協された口腔
ケアの経験をしているので，妥協せずに治療や施術をしてくださ
ることによって，予防歯科の重要性を感じた」，「歯科衛生士の手
を借りることによって，私の口腔状態が改善し，健康は維持でき
るようになった」と述べられた．本症例では，対話による双方向
性の医療者患者関係がそれを可能にしたと考えられる．

○日高 孝子1，2）・清水 有紀1，2）・森岡 敦1，3）・中島 好明1）・文元 基宝1，2）
1）NPO法人関西ウェルビーイングクラブ，2）文元歯科医院，3）医療法人森岡歯科医院
A case study of oral health care and QOL improvement in patients with mild cerebral palsy
○HIDAKA TAKAKO，The NPO Kansai Wellbeing Club, Osaka, Japan

1-P-073　軽度脳性麻痺患者の口腔健康および QOL改善
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【緒言】口腔内の触覚過敏（以下過敏）は，口腔清掃や経口摂取
への取り組みを困難にする原因となりうる．今回，入院中に脱感
作を実施し過敏が消失して在宅療養へ移行したが，管理の中断後
に著しい過敏が再出現していたCardio-Facio-Cutaneous（CFC）
症候群患者の口腔管理を経験したので報告する．なお発表にあた
り文書による保護者の同意を得た．
【症例】患者：7 か月，男児．
主訴：在宅療養へ向けて口腔ケアを知りたい．
既往歴：在胎 30 週，1,815 g で出生．喉頭軟化症のため出生直後
から人工呼吸器および経管栄養管理となり，4 か月時に気管切開
術が施行された．2 歳 2 か月時，特徴的顔貌と多発奇形から遺伝
子検査によりCFC症候群と診断された．
現病歴：歯科受診歴なし．口腔清掃は口腔周囲の緊張が強いた
め，保護者が細い綿棒で口腔内を時々清拭するのみであった．
現症：乳歯未萌出．口唇は常時閉鎖し，覚醒時には口唇周囲と頤

部に緊張がみられ，頬粘膜や口唇粘膜に著しい過敏が認められ
た．
【経過】在宅療養まで 1～2週間毎に往診し，患者の口腔内診査お
よび過敏の評価を行った．同時に保護者へ口腔清掃と脱感作の指
導を行い，継続実施を促した．退院前には患者の過敏が消失し在
宅療養へ移行したが，体調不良などで歯科未受診が続き，退院か
ら 1年 8か月後に再受診した際には，口腔内に著しい過敏が認め
られた．3 本の乳歯が萌出していたが，全身緊張が強くなるため，
保護者は脱感作や口腔清掃を行っていなかった．以降，脱感作を
再開し半年後には過敏が消失した．
【考察】本症例では，口腔管理の中断後に一度消失した過敏が再
出現したが，脱感作を再開し継続することにより，過敏の消失が
再度はかられた．このことから過敏を有する患者の口腔管理は，
全身的背景をふまえつつ，過敏消失後も本人や保護者および介助
者に対する継続した支援が重要であると考えられた．

○後藤 申江・田代 早織・谷地 美貴・御代田 浩伸
宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科
A case of Cardio-Facio-Cutaneous syndrome presented with tactile hypersensitivity again in his oral region after interruption 
of oral manegement
○GOTO NOBUE，Oral Surgery, Orthodontics, and Dentistry, Miyagi Childrenʼs Hospital, Sendai, Japan

1-P-076　口腔管理中断後に口腔内の触覚過敏が再び出現した Cardio-Facio-Cutaneous症候群患者の 1例

【緒言】ADHD患者は注意や活動の持続の困難性，多動・衝動的
な行動があるため，患者に応じた歯科的対応を考慮する必要があ
る．今回われわれは，局所麻酔薬に対するアナフィラキシー
ショック既往のため本院を紹介されたADHD患者の歯科治療を
通して，セルフケア意識の向上が認められた症例を経験したので
報告する．なお本発表にあたり書面により保護者および本人の承
諾を得ている．
【症例】17 歳，男性，既往歴：ADHD，プロピトカイン塩酸塩・
フェリプレシンアレルギー，クルミ・ナッツアレルギー，気管支
喘息，アトピー性皮膚炎，アレルギー性鼻炎．現病歴：小学生の
時，紹介元歯科医院にて歯科治療を行ったが，その後定期的な通
院は行っていなかった．2018 年秋，下顎左側臼歯部の疼痛のた
め同歯科医院を受診し，治療時にプロピトカイン塩酸塩・フェリ
プレシン注射剤を使用した際アナフィラキシーショックを発症，

救急搬送されたため当院へ紹介された．初診時，患者には歯磨き
習慣はなく，口腔衛生状態は不良で多数歯にう蝕が認められた．
当院歯科麻酔科と検討し，歯科治療は全身麻酔下で行い，その前
後に外来診療室にて口腔衛生指導を繰り返し行った．その結果，
歯磨きの習慣化のみならずアトピー性皮膚炎の薬の使用を進んで
行うようになったなど，セルフケア意識の向上が認められた．
【考察およびまとめ】患者は当院受診時まで歯磨き習慣がなかっ
たことから，治療終了後も再びう蝕になるリスクが高いことが予
想された．そのうえ，局所麻酔薬アレルギーのため外来診療室で
行える歯科治療には制限があり，継続的な定期管理が重要であ
る．今回，複数回の口腔衛生指導を通してセルフケア意識を向上
できたことから，継続的な口腔衛生指導を通じて，更なる生活の
質の向上にも寄与できると考えている．

○平原 三貴子1）・岩瀬 陽子1）・村上 智哉2）・黒澤 美絵1）・野上 有紀子1）・近藤 淳子3）・倉田 行伸4）・弦巻 立4）・瀬尾 憲司4）・早
崎 治明1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野，2）一般社団法人京都府歯科医師会京都歯科サービスセンター中央診療所，3）新潟大
学医歯学総合病院診療支援部歯科衛生士部門，4）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
Improvement of self-care habit in ADHD patient by oral hygiene instruction after dental treatment under general anesthesia：
A case report
○HIRAHARA MIKIKO，Division of Pediatric Dentistry, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 

Niigata, Japan

1-P-075　全身麻酔下歯科治療前後の口腔衛生指導によってセルフケア意識の向上を認めた ADHD患者の 1症例
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【目的】低出生体重児は明らかな主要神経学的障害を認めない場
合でも，運動や知的発達に問題を伴うことがあり，食事に関する
機能も例外ではない．今回，拒食を示した超低出生体重児に対し
て摂食指導を通して本人および母親のQOLの向上に寄与した症
例を経験したので報告する．
【症例】初診時年齢 3歳，胎生 29 週 450 グラム出生の低出生体重
児の男児．主訴は食事の拒否で，体重は ６300 グラムであった．
生後，母乳哺乳ができなかったため経鼻経管栄養と哺乳瓶を用い
ながら，６ か月から平均月齢で離乳食を開始した．固形に移行し
た際に吐き出すようになり，哺乳瓶だけを好んだという．その後
も母親は普通食で対応し，体重増加を認めないことを指摘されて
来院した．家族は両親と兄で，母は無表情で消極的であった．な
お，発表にあたり保護者から書面による同意を得ている．
【経過】初診時，児は拒否しながらも柔らかいドーナツを食べよ

うとしたので褒めると，弱い力ではあるが良好に食べられた．母
親は褒めなかった．硬い食材を見ると拒否した．摂食機能に対し
て難しい食内容の提供による失敗体験による拒食と判断し，軟ら
かい食事に変更して成功体験を増やすように指導した．また，母
親の強い育児不安によって育児放棄の傾向を認めたので市販の離
乳食を試すなど負担軽減の方法を提案した．受診時には食事に興
味を示したので，その様子を見逃さずに褒めると児は喜んで食事
を口に運んだ．母親にこの状況を体験してもらうことで，児ので
きる事を褒めながら児との生活や成長を楽しむように促した．現
在では，体重も増加し，完食している．
【結論】育児不安の強い母の状況に対して配慮しながら低出生体
重児の摂食指導を行ったところ，児の摂食機能の向上のみなら
ず，母子関係が良好となり，両者のQOLの向上につながった．

○小川 志保1）・遠藤 眞美2）・松本 桂1）・西川 貴美江1）・江田 明子1）・瀧川 一也1）・長崎 敏宏1）・小川 冬樹1）・野本 たかと2）
1）公益社団法人東京都町田市歯科医師会，2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
A case report of dysphagia rehabilitation for low birth weight infant with refusal of food
○OGAWA SHIHO，Machida Dental Association, Tokyo, Japan

1-P-078　拒食を示した超低出生体重児に対する摂食嚥下リハビリテーションの経験

【緒言】偏食の要因は多岐に渡り改善には長期的な取り組みが必
要となることが多い．自閉スペクトラム症に伴う偏食に対し約 5
年間当院で摂食指導を行い食形態の幅が広がった症例について報
告する．本症例の発表に際し対象者，保護者の書面による同意を
得た．
【症例】本症例は初診時 5歳 9 ヶ月の男児であり非定型自閉症と
診断されていた．丸飲みで，決まった食物以外摂取せず，離乳食
から進まないことを主訴に来院した．カウプ指数は 13.６ であり，
乳歯は上下E～Eまで萌出していた．粗大運動能は独歩であり太
田ステージは 3-1 であった．口腔周囲に感覚過敏の疑いを認め
た．
【経過】初診時は全粥，ヨーグルトしか摂食していなかった．バ
ンゲード法から指導を開始し，６ ヶ月後から咀嚼訓練を追加した．
就学に伴い同年代の子供達と食事をする経験により学校給食とい
う場に限り口にできる味のレパートリーが増えた．1 年 2 ヶ月後

には軟らかい食材を前歯で齧り取る様子が認められた．2 年後に
は学校給食の後期食を押しつぶしでほぼ完食できるようになっ
た．4 年 7 ヶ月後，わずかに臼歯部でのすり潰しの動きが出現し
始めた．ローレル指数は 108.1 だが，摂取量は増加しつつある．
摂食指導開始 ６ヶ月後から一貫して咀嚼訓練を行ってきたが，途
中家での訓練が断続的になり学校職員に摂食指導に同席してもら
いフォローを図った．
【考察・結論】食形態の拘りという感覚面の問題が咀嚼機能を学
習する機会・経験の乏しさに影響したと考えられた．家庭のみで
訓練を続けることは難しく学校側の協力も不可欠だった．学校給
食のという場での環境刺激も味のレパートリー増加に寄与した．
短期間で偏食という問題を解決することは難しく，家族や学校職
員の協力により訓練及び摂食指導を継続していくことの重要性が
示唆された．

○柴崎 育美1，3）・礒田 友子1）・西澤 加代子1）・田村 文誉1）・菊谷 武1，2）
1）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，2）日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学，3）日本歯科大学附属病
院口腔リハビリテーション科
Feeding therapy of autism with picky eating for about 5 years
○SHIBASAKI IKUMI，The Nippon Dental University, Tama Oral Rehabilitation Clinic, Tokyo, Japan

1-P-077　偏食をともなった自閉スペクトラム症児への約 5年間の摂食指導経験
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【目的】ラパデリノ症候群は，ヘリカーゼタンパクRECQL4 の異
常で発症し，橈骨欠損・低形成，母指欠損，膝蓋骨低形成，口蓋
低形成，口蓋裂，高口蓋，慢性下痢症，小柄な体型や細長い鼻を
特徴とする遺伝子修復異常症である．今回，離乳開始早期より介
入し，自力経口摂取に移行した事例を経験したので報告する（家
族より書面での同意取得済）．
【症例】初診時 0歳 11 か月の男児．10 か月時より離乳食を開始
したが，むせることが多いため，本学形成外科より紹介来院．生
後 9か月時にラパデリノ症候群と診断されていた．（初診時所見）
軟口蓋裂，小下顎症，橈骨欠損・低形成，母指の欠損，難治性下
痢症を認めた．体重 4.3 kg．経口哺乳 1日 5 回，30-40 分／回で
摂取．授乳中の鼻漏（±），むせ（＋）．市販離乳食（5か月用）
摂取では，捕食時・嚥下時口唇閉鎖（＋），舌運動：前後，顎運
動：単純上下，嚥下反射良好．離乳食継続とし，摂食機能療法を
開始した．

【経過】1 歳 3 か月時には，2 回食，離乳食も 7 か月用に変更し
た．1 歳 5 か月時に皮膚症状から主病名がロスムンドトムソン症
候群となった．離乳食は 9か月用になったが，食欲旺盛で，若干
丸呑み傾向がみられた．1 歳 8 か月でスプーンを把持し，自食開
始．食具操作により捕食ペースが抑えられ，押しつぶし処理も明
確にみられるようなった．1 歳 11 か月時に，哺乳終了．1 歳児用
の食形態となり，示指，中指を使いスプーンでの自食が主となっ
た．2 歳時に体重 9 kg となり，口蓋形成術施行．術後 1か月で
ストロー飲みが可能となり，前歯咬断，臼磨運動もみられるよう
になった．
【考察】本児は，体重増加不良のため口蓋形成術が遅れた．しか
しながら，順調な離乳食のステップアップと，両母指欠損にもか
かわらず食具での自食が可能となったのは知的な遅れがなかった
ことが要因と考えられた．

○内海 明美1）・久保田 一見1）・横山 薫2）・弘中 祥司1）
1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門，2）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔リハビリテー
ション医学部門
A case report of dysphagia rehabilitation for RAPADILINO （Rothmund-Thomson） syndrome
○UTSUMI AKEMI，Division of Hygiene and Oral Health, Department of Special Needs Dentistry, School of Dentistry, Showa 

University, Tokyo, Japan

1-P-080　ラパデリノ（ロスムンドトムソン）症候群児への摂食指導の経験

【緒言】嚥下と姿勢は密接な関連があり，体位，頭位の調整を行
うことは摂食嚥下リハビリテーションを行うにあたって重要な要
素である．今回我々は一般的には嚥下に不利と思われる姿勢に
よって誤嚥が防止できた重症心身障害児の 1例を報告する．本発
表については書面により家族の同意を得た．
【症例】患者：15 歳男児．脳性麻痺（痙直性四肢麻痺），てんか
ん，知的障害の既往がある重症心身障害児．誤嚥性肺炎のため，
経口摂取が楽しみ程度に制限され，経鼻栄養にて栄養摂取を行っ
ていた．胃瘻造設を機に保護者より嚥下機能評価の希望があり，
嚥下造影を行うことになった．食材としては非イオン性ヨード造
影剤を液体，固形食はヨーグルトにとろみを加えた造影剤を混ぜ
たものを用いた．姿勢は普段の生活に使用している姿勢保持装置
を用い，体幹の角度は 90°であった．筋緊張が強いため，頭位は

頸部伸展位となっていた．また，母の希望で頸部が回旋した水平
仰臥位でも検査を行った．姿勢保持装置での検査では液体，固形
食ともに誤嚥が認められることがあったが，水平仰臥位では誤嚥
が認められなかった．検査の結果より，頸部が回旋した水平仰臥
位で経口摂取を進めていく計画とした．
【考察と結論】重症心身障害児では変形・拘縮などの 2次障害や
筋緊張などにより，摂食嚥下に適切な姿勢の調節が困難になる場
合がある．本症例では一般的には嚥下に不適切と思われる姿勢の
方が誤嚥を防止できた結果となった．個々の患者の個別性を考慮
する重要性を改めて認識させられた．
【参考文献】1）清水充子．姿勢調整．才藤栄一，植田耕一郎監
修．摂食嚥下リハビリテーション．第 3版．東京：医歯薬出版：
201６．221-22６．

○大島 昇平1，2）・服部 佳子2）・梶 美奈子2）・高井 理人2，3）・木下 憲治4）
1）北海道大学病院小児・障害者歯科，2）北海道医療大学病院歯科，3）医療法人稲生会生涯クリニックさっぽろ，4）北海道医療大学リハビ
リテーション科学部言語療法学科
A body position considered generally inappropriate reduced aspiration in a child with severe motor and intellectual 
disabilities
○OSHIMA SHOHEI，Hokkaido University Hospital Dentistry for Children and Disabled Person, Sappro, Japan

1-P-079　不適切と考えられる姿勢が誤嚥を防止できた重症心身障害児の 1症例
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【緒言】日本歯科医学会では定型発達児において口腔機能の発達
に何らかの問題があることが示された．本研究では，摂食嚥下障
害を専門とするクリニックを受診し，口腔機能発達不全症と診断
された患児について，口腔機能の問題の傾向を検討し，支援の方
法の一助にすることを目的とした．
【対象と方法】対象は平成 30 年 4 月～令和元年 5月に当院外来を
訪れ口腔機能発達不全症と診断された患児 17 名（男児 8名，女
児 9名，平均年齢 ６.2±3.4 歳）とした．基礎情報として患児の年
齢，性別，発達障害の有無，就学状況を収集し，初診時の主訴，
口腔機能発達不全症評価項目（以下，項目），摂食機能の問題点
について調査した．なお，本研究は日本歯科大学附属病院臨床倫
理審査委員会の承認を得た（倫理審査承認番号：NDUH-RINRI 
2019-21G）．
【結果】年齢は 1～６ 歳児群は 7 名，7～13 歳児群は 10 名であっ

た．紹介元は，かかりつけ歯科 ６名，主治医 5名であった．対象
児 17 名のうち 1名（６％）は発達障害であり，残り 1６ 名の中に
は療育や支援級に通っている児が 4名（24％）存在した．初診時
の主訴は，咀嚼の問題が 8名（47％）であり，項目では C-8 が
12 名，C-5 が 11 名と上位を占めた．当クリニックでの診断は，
咀嚼の問題が 9名（52％），偏食が ６名（35％）と続いた．
【考察】口腔機能発達不全症と診断された今回の対象児の多くは
咀嚼を主訴としており，専門医の診断と一致した．さらに発達不
全症には，療育や支援級に通う何らかの支援が必要な児が含まれ
る可能性があることから，咀嚼の問題が単に機能の獲得不全だけ
ではなく，感覚異常の問題を有することが示唆され，そのことが
咀嚼の問題を引き起こしている可能性も伺えた．さらに歯科にお
いて口腔機能発達不全症を，早期に口腔機能の問題と捉えていく
ことが望まれる．

○駒形 悠佳1）・田村 文誉1，2）・山田 裕之1，2）・保母 妃美子1，2）・礒田 友子1，2）・永島 圭悟3）・加藤 陽子3）・水上 美樹1）・西澤 加代
子1）・田中 祐子1）・菊池 真依1）・菊谷 武1，2，3）

1）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，2）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科，3）日本歯科大学大学院生
命歯学研究科臨床口腔機能学
The fact-finding survey of oral developmental dysfunction in outpatients with dysphagia
○KOMAGATA YUKA，The Nippon Dental University Tama Oral Rehabilitation Clinic

1-P-082　摂食嚥下障害専門外来における口腔機能発達不全症患者の実態調査

【緒言】幼児期は歯の萌出をはじめとした口腔の成長が目覚まし
く様々な食経験を通して口腔機能は発達していくが，その一方で
保護者が子どもの食べ方に不安を感じる時期でもある．内閣府は
核家族化や少子化に伴い 3歳未満の子どもを持つ女性の約 8割は
家庭で子育てをしており，社会から孤立感や疎外感を持つ者も少
なくないとして子育て支援の必要性を指摘している．そこで本研
究は保護者が感じるわが子の食事に関する心配事を抽出し，効果
的な食事支援の方法を検討するための基礎資料を得ることを目的
とした．
【対象】対象はT市の保育園，幼稚園に通園する 1歳～６歳まで
の幼児の保護者で，調査に同意が得られた 257 名（回収率 ６7％）
を対象にアンケート調査を行いそのうち回答に欠落のない 241 名
を分析対象とした．本研究は愛知学院大学歯学部倫理委員会
（53６）の承認を得て行った．

【結果】1．子どもの食事について心配事が「ある」と答えた保護
者が 145 名（６0％）「ない」が 95 名（39％）であった．2．心配
事の理由の内，子ども側の問題では「偏食」が 42 名で最も多く，
保護者自身の心配事では「食べやすい調理の仕方がわからない」
が 24 名で最も多かった．3．食事の心配事について相談相手が
「いる」が 220 名（91％）「いない」は 17 名（7％）であった．4．
相談相手は「自分の身内」が最も多く 299 名で，次いで「保育
士・幼稚園の先生」が 98 名であった．
【考察】今回幼児の保護者の約 ６割が食事に関する心配事を持ち，
相談相手の大半が身内で相談相手がいない者も存在し，食事支援
の必要な親子の多くが家庭内に留まり支援が行き届いていない現
状が明らかとなった．本研究の結果から保健所，保育園，幼稚園
などの社会的資源を活用した専門的な食事支援の必要性が示唆さ
れた．

○藤井 美樹・野村 佳世・杉本 恵里・中野 崇・福田 理
愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
Survey on the anxiety of parents regarding to eating of infants
○FUJII MIKI，Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University

1-P-081　幼児の保護者が感じる食事の心配事についてのアンケート



障害者歯科　第 40 巻第 3号　2019　　353

【目的】舌・頬・口唇などの口腔軟組織の健全な機能は，歯列咬
合，構音機能，摂食機能の育成にとって重要である．Down 症候
群においては，上顎の劣成長が，口唇や舌の弛緩など軟組織の機
能異常と相互に影響して，歯列咬合不正，構音・摂食機能障害に
つながると考えられるがそのメカニズムの詳細は不明である．本
研究では，舌突出や口唇弛緩に対して筋機能訓練を行い，舌圧・
口唇圧を計測・評価したダウン症候群において，歯列咬合矯正治
療との関連性を解析した．
【方法】後ろ向き調査対象として，Down 症候群症例において，
筋機能訓練を行った 19 名（歯科矯正治療中 15 名，訓練のみ 4
名）を実験群とし，筋機能訓練の協力が得られず舌圧・口唇圧の
評価のみ行えた 4名を対照群とした．舌圧・口唇圧は，それぞれ
JMS 舌圧測定器（株式会社ジェイ・エム・エス）および歯科用
口唇筋力固定装置（株式会社松風）を用いて行い，筋機能訓練お
よび矯正治療の舌圧・口唇圧の変化との関連を調べた．また，

3D 画像撮影解析装置ベクトラ（株式会社インテグラル）を用い
て舌形態を定量化した．なお，データは匿名化されている情報を
用いて行った．
【結果】1．筋機能訓練の実施有無による比較から，舌圧および口
唇圧ともに，訓練による有意な効果は認められなかった．2．口
唇圧は舌圧と比較して，訓練に加えて矯正治療に伴うことによる
機能の向上を認めた．3．筋機能が改善しにくい症例に，巨舌の
関与が疑われた．
【考察】1．Down 症において不正咬合の治療は，筋機能訓練と相
互に働いて口唇圧の改善のために有効であると考えられた．2．
矯正治療や筋機能訓練，あるいはその組み合わせにおいても舌
圧・口唇圧が改善しないケースがあることから，Down 症候群に
おける舌圧・口唇圧に対する，舌形態など他の要因の関与が示唆
された．

○佐々木 康成・成瀬 正啓・小川 綾野・田淵 由希・加藤 清美・三輪 直子・横山 恭子
神奈川県立こども医療センター
Study of the effect of orthodontic treatment and myofunctional therapy on the tongue and lip pressure in Down syndrome
○SASAKI YASUNORI，Kanagawa Childrenʼs Medical Center

1-P-084　Down症候群における舌圧・口唇圧に対する矯正治療および筋機能訓練の効果についての研究

【緒言】先天異常は新生児乳児期の死亡原因の約 1／3 を占め，そ
の対応は医学上大きな課題である．Simpson-Golabi-Behmel 症
候群は，出生前からの過成長，特異顔貌，多発奇形，巨舌，口蓋
裂を主徴とし 1），歯科分野においても経年的な対応が必要とされ
る．今回我々は，口腔機能発達不全症に対して，摂食指導から口
腔機能へのアプローチを行い，良好な経過を得たので報告する．
尚，書面により家族の同意を得ている．
【症例】患児：年齢 2歳 5ヶ月，男児．初診日：平成 27 年 10 月．
主訴：口臭が気になる．既往歴：平成 25 年緊急帝王切開で出生．
心室中隔欠損，尿道下裂，多指症，過体重であり，新生児巨舌に
伴う閉塞性呼吸障害を有す．身長，体重ともに＋2SD．
【治療経過】平成 27 年 10 月歯の検診と，よく食べるため口臭が
気になる事を主訴に来院．当院においては，口腔衛生管理とフッ
化物塗布を行ってきた．平成 29 年 ６ 月検診時において，食材に
よって食べにくい物があると相談を受け，摂食指導を行う事と

なった．
【材料と方法】事前に摂食相談調査票を渡し，摂食における問題
点の抽出を行った．動画撮影下で指導を行った．
【結果】平成 30 年 9 月，初回の指導時は，むせを認めたので，姿
勢を是正し，一口量の規制とペース作りを指導した所，咀嚼時間
が長くなり，麺類がむせなくなった．平成 30 年 12 月，むせはな
くなったが，前傾姿勢があったので，再度姿勢の是正を行った．
また，口唇閉鎖での咀嚼の指導をし，口唇閉鎖をした状態での咀
嚼が可能となった．
【考察】摂食指導から口腔機能にアプローチする事によって，摂
食嚥下機能だけでなく，口唇閉鎖などの口腔機能の向上も認め
た．
【文献】1）染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群（細分類 27）
小児慢性特定疾患情報センターHP平成 30 年 7 月 17 日版より．

○金野 弘靖1，2）・中野 崇1，2）・酒井 啓介1）・福田 理2）
1）豊橋キッズデンタルクリニック，2）愛知学院大学歯学部附属病院小児歯科学講座
A case of approach of eating instruction for oral functional incomplete development of Simpson-Golabi-Behmel syndrome
○KONNO HIROYASU，Toyohashi Kids Dental Clinic, Toyohashi, Aichi, Japan

1-P-083　Simpson-Golabi-Behmel症候群の口腔機能発達不全症に対して摂食指導からアプローチした 1例
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【緒言】近年，骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）のうち，感
染を伴う症例に対しては外科的治療が推奨されている．外科的治
療後は，顎骨の形態変化を伴うため，口腔機能の回復に顎補綴を
必要とする症例が少なくないが，術後の口腔機能やQOLについ
て調査した報告は少ない．今回，われわれはARONJ に対する外
科的治療後に顎義歯を製作した患者の口腔機能，QOL について
評価したので報告する．本発表に際し，患者より書面による同意
を得ている．
【対象と方法】ARONJ に対する外科的治療後，顎義歯を製作し
た 2 例 に つ い て，General Oral Health Assessment Index
（GOHAI），山本の咬度表，咀嚼能力検査（グルコセンサー），嚥
下スクリーニング質問紙（EAT-10）による評価を行なった．
【結果】症例 1：73 歳，男性．既往歴：前立腺癌骨転移，高血圧．
診断：ARONJ stage 2．治療：下顎骨辺縁切除術．GOHAI：59／
６0．山本の咬度表：６ 段階目のビフテキは摂取可能．グルコセン

サー：174 mg／dL．EAT-10：0．口腔内の問題で支障を感じる
ことはなく，他覚的にも咀嚼能力の低下は認めなかった．
症例 2：80 歳，女性．既往歴：左乳癌，糖尿病，狭心症，橈骨骨
折．診断：ARONJ stage 3．治療：下顎骨区域切除術＋プレート
即時再建術．GOHAI：54／６0．山本の咬度表：4 段階目のかまぼ
こは摂取可能．グルコセンサー：74 mg／dL．EAT-10：0．他覚
的には咀嚼能力の低下を認めたが，自覚的には高い満足を得られ
た．
【考察】ARONJ の発生メカニズムについては未だ不明な点が多
く，確立した治療法は存在しないが，外科的治療を有効とする報
告が増加している．今回調査した 2例では術後に一定水準の口腔
機能と高い患者満足を得ることができた．保存的治療の継続より
も，積極的な外科的治療と補綴治療により口腔機能とQOLが維
持，改善できる可能性が示唆された．

○近石 壮登・小林 義和・岡本 美英子・相澤 貴子・佐藤 公治・松尾 浩一郎
藤田医科大学医学部歯科・口腔外科学講座
Two case reports on assessment of oral function and quality of life with dento-maxillary prosthesis after surgical treatment 
for ARONJ
○CHIKAISHI MASATO，Department of Dentistry and Oral-Maxillofacial Surgery, Fujita Health University, School of Medicine, 

Aichi, Japan

1-P-086　ARONJに対する外科的治療後に顎義歯による補綴治療を行い口腔機能と患者 QOLを評価した 2例

【目的】近年，歯科領域において口腔機能の低下や機能の発達不
全が脚光を浴び始め，これらの検査や診断，治療が盛んに行われ
ている．主に高齢者にみられる口腔機能低下症は，検査項目と診
断基準が明確に設定されているが，小児の口腔機能発達不全症の
診断は，主治医の裁量によって決められることが多い．しかし小
児の場合，各成長段階に対応した評価基準がなければ，正常か否
かを見極めることが非常に困難である．本研究では，口腔機能の
なかで最も重要視されている咀嚼機能に着目し，歯列の発育とと
もに変化する咀嚼機能の発達様式を客観的に評価するとともに，
咀嚼機能に関わる因子を明らかにすることにした．
【方法】4-19 歳までの男女 80 名と 21-30 歳の男女 52 名を対象と
し，身体測定，DMFT 指数の算出，最大咬合圧測定，さらに，
グルコースを含有したグミゼリーを用いて 20 秒間の咀嚼能力測
定と嚥下閾値検査を行った．成人には，精神健康状態を評価する

ために，一般健康調査票 12 項目版（GHQ-12）を施行した（承
認番号 18-37）．
【結果】咀嚼能力は，歯列の発達とともに 30 歳まで上昇傾向を示
した．嚥下閾値は，混合歯列期で成人とほぼ同じレベルの値を示
した．2 変量解析の結果，小児では，嚥下閾値と最大咬合圧が有
意な正の相関関係を，DMFT指数が有意な負の相関関係を示し，
成人では，嚥下閾値と年齢が有意な正の相関関係を，GHQ-12 ス
コアが有意な負の相関関係を示した．
【結論】嚥下閾値の成長様式は，歯列の発達段階によっては必ず
しも咀嚼能力とは一致しないことが明らかとなった．さらに，よ
く咀嚼して嚥下する小児は，より高い咬合圧と低いう蝕経験歯数
が，よく咀嚼して嚥下する成人は，より良好な精神健康状態が有
意に関係することが明らかとなった．

○藤田 優子・牧 憲司
九州歯科大学健康増進学講座口腔機能発達学分野
Related factors of the masticatory function among children and young adults
○FUJITA YUKO，Division of Developmental Stomatognathic Function Science, Department of Health Promotion, Kyushu Dental 

University, Fukuoka, Japan

1-P-085　小児および成人における咀嚼機能の関連因子
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【目的】重症心身障害児（者）（以下重症児（者））は重度の知的
能力障害と身体障害を有するが，重度の摂食嚥下障害も少なくな
い．慢性的な誤嚥から誤嚥性肺炎を頻発し，経口摂取を断念せざ
るをえないケースも多い．多職種による摂食嚥下への介入は必須
であるが，歯科衛生士による口腔ケアを含めた介入は必須な要素
の一つであると考えられる．今回摂食機能療法の評価に歯科衛生
士が参加し，介入を行った 3例について報告した．
【対象および方法】当院重症児病棟に入院し，以前より摂食機能
療法を継続中の 10 名を対象に，摂食嚥下認定看護師と歯科医師，
歯科衛生士で病棟ミールラウンドを行った．実際の食事時間にあ
わせ摂食時の様子を観察，評価を行い摂食機能療法の継続の適否
について検討を行った．検討後摂食機能療法として歯科衛生士に
よる介入が必要と思われた 3名について，口腔内評価のために唾
液量，湿潤度，細菌数，アミラーゼ値の測定を行った．なお，対

象の代諾者から書面による同意を得た．
【結果および考察】今回介入を行った 3名の障害名は脳性麻痺が
2名，小頭症が 1名，いずれも重度知的障害を伴っていた．平均
年齢は 54.7 歳であった．口腔内評価では明らかな口腔乾燥は認
めないものの，口腔内細菌数の値が高く誤嚥性肺炎のリスクが懸
念された．その 3名においては食事・口腔ケア時の姿勢の調整や
方法，介助の方法，トレーニング方法などの改善を提案し同時に
介入も行った．歯科衛生士の介入後，担当職員の協力もあり，発
熱など肺炎の発症も認められなかった．重症児（者）の生活の中
の重要な「食」を通じて歯科衛生士が関わることにより，担当職
員や利用者との理解が深まり密な介入が行えたと考えられた．
【結論】摂食機能療法を契機に歯科衛生士が介入したことにより，
良好な結果が得られた．

○田中 恵1）・加藤 篤1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき1）・松井 かおる1）・森田 麻希1，2）・横山 善弘1）・渋谷 恭之2）
1）愛知県医療療育総合センター中央病院歯科部，2）名古屋市立大学病院歯科口腔外科
Examination of 3 cases of intervention for eating of children with severe motor and intellectual disability triggered by eating 
function therapy
○TANAKA MEGUMI，Aichi Developmental Disability Center

1-P-088　摂食機能療法を契機に重症心身障害児（者）の摂食に介入した 3例の検討

【緒言】発達障害児において，食事の問題は保護者や養育者に
とって大きな問題のひとつである．そこで，発達障害児の摂食機
能の実態を調査し関連する項目の検討を行った．
【対象と方法】対象は地域療育センターの通園施設を利用し発達
障害を有する小児のうち保護者の同意が取れた 58 名（男児 45
名，女児 13 名）である．対象児の給食場面を観察評価し，年齢，
知的レベルで比較検討を行った．また，JAMARデジタル握力計
を用いて握力の測定も行った．本研究は昭和大学歯学部医の倫理
委員会の承認を得て行った（承認番号 2017-029）．
【結果】摂食嚥下機能では，押しつぶしが弱い 17.2％，咀嚼が弱
いは 8.６％だったが，捕食時上唇を使わない・使えないが 55.2％
と多くをしめていた．摂食嚥下機能と年齢の間に明確な関連はみ
られなかったが，知的レベルとの関連では，正常の小児は摂食嚥
下機能の問題が少ない傾向にあった．食行動では，こぼす，反対

の手で手づかみがそれぞれ 50.0％，６1.1％であり，特に知的レベ
ルの重度の小児に多かったが，年齢があがると減少する傾向がみ
られた．握力測定が可能だったのは 43 名であった．摂食嚥下機
能との関連では，押しつぶしの弱い小児の握力が有意に低かっ
た．
【考察】発達障害児の食事では，噛まずに丸飲みなど窒息の危険
のある食べ方が問題になっている．今回の調査では，咀嚼の問題
よりも上唇を使わない・使えないことが特徴的であった．このこ
とは口腔内に取り込む量の調整が困難となり食物処理に影響を与
える可能性が考えられた．食行動は年齢があがると改善すること
から療育による支援が考えられ，食具操作の上達が食べるペース
や量の調整に有効と思われた．握力と押しつぶしの間に関連がみ
られたことから，握力が摂食嚥下機能の指標のひとつになる可能
性が示唆された．

○高橋 摩理・内海 明美・冨田 かをり・石﨑 晶子・弘中 祥司
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門
Study of eating function in developmental disorder children
○TAKAHASHI MARI，Department of Special Needs Dentistry, Division of Hygiene and Oral Health, Showa University School of 

Dentistry

1-P-087　発達障害児の摂食機能の検討
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【目的】朝日大学医科歯科医療センター（朝日大学）では小児を
中心とした摂食嚥下リハを行ってきた．近年，中途障害の患者が
増加しており，朝日大学単独で行う診療には限界が生じてきた．
今後，摂食嚥下障害者へシームレスな対応をするには，地域歯科
医院と連携することは必須である．そこで，地域連携を実現させ
ることを目的に，地域の歯科医師を対象に地域連携の現状と課題
に関する意識調査を実施した．
【方法】岐阜県歯科医師会に所属する歯科診療所を対象とし，無
記名の自記式調査を行った．
【結果および考察】170 名（回収率 17.9％）から回答を得た．摂
食嚥下リハは「必要だと思う」が 85.9％で関心は高かったもの
の，実際に実施しているのは 18.8％であった．行わない，やめた
理由は「知識がない」が ６1.9％と最も多く，知識不足が摂食嚥下
リハへの参画の妨げとなっていた．連携に関して，歯科を標榜す

る病院から依頼を「したことがない」「受けたことがない」はと
もに 92.9％で，地域連携は確立されていなかった．今後，依頼を
「したいか」「受けたいか」との問いには「わからない」が 47.1％
と多く，理由は「依頼する基準が分からない」が ６0.0％と最も多
かった．病院と地域連携を行いたいと回答を得た歯科医院は，岐
阜市と岐阜市周辺が 2６ 医院と一番多く，次いで東濃地区 18 医
院，飛騨地区は 4医院で地域格差があった．
【結論】本調査によって，歯科が摂食嚥下リハを行うことの重要
性は認識されていたが，実際に実施している歯科医院は少なく，
地域連携もできていなかった．今後，地域連携を実現させるため
に，小規模でモデル的に地域連携システムの構築を行う．そし
て，歯科医師会と共同して卒後研修を充実させ，朝日大学の専門
性を周知していく必要があると考える．

○太田 恵未1）・谷口 裕重1）・高木 宣雄2）・良盛 典夫2）・萩谷 勅信2）・河合 悟2）・玄 景華1）・向井 美惠3）
1）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野，2）岐阜県歯科医師会，3）朝日大学客員教授
Current situation and problems of regional collaboration in dental clinics and a special hospital of this prefecture regarding 
swallowing rehabilitation
○OTA EMI，Department of Dentistry for Disability and Oral Health Division of Oral Pathogenesis and Disease Control Asahi 

University School of Dentistry, Gifu, Japan

1-P-090　摂食嚥下リハビリテーションに関した当県の歯科医院と専門機関における地域連携の現状と課題

【目的】放課後等デイサービス（以下放課後デイ）は障害児・者
が利用できる放課後活動の支援である．放課後デイでは利用時間
によっては食事も提供されるが，障害児・者ではしばしば摂食嚥
下機能の発達にも障害を有し，誤嚥・窒息といったリスクがある
とされている．本研究では，放課後デイ利用者の摂食嚥下機能の
状況，保護者・放課後デイ職員の悩みの調査を行い，放課後デイ
で摂食指導を行う意義について検討した．
【対象および方法】対象は放課後デイを利用している障害児・者
ならびに保護者，放課後デイの職員である．摂食嚥下機能の評価
は，食事場面の様子をビデオ撮影し，口腔機能発達状況について
評価を行った．またアンケートにより保護者・放課後デイ職員の
食事に関する悩みの把握を行った．なお，本研究は岡山大学臨床
研究審査専門委員会の承認（臨 1807-001）を得て行われた．
【結果】対象者は 10 名（男性 4名，女性 ６名），平均年齢は 10.9

±3.６ 歳（小学生 5名，中学生 4名，その他 1名）であった．疾
患は脳性麻痺，てんかんなどであり，栄養摂取方法は経口摂取 9
名（その内，経管栄養と併用 3名），食事形態は普通食が 5名，
キザミ食が 2名，ペースト食が 2名であった．窒息リスクありが
4名，誤嚥リスクありは 2名であった．アンケートでは，口の動
き，食事形態，ムセへの対応についての悩みが見受けられた．
【考察】本研究では放課後デイで経口摂取をしている者には，誤
嚥・窒息リスクが高いことが推察された．摂食嚥下機能に応じた
適切な食事形態や食べ方の指導，窒息予防，誤嚥への対応など専
門的な視点からの助言を必要としていた．また，保護者や職員へ
の対応も重要であることが示唆された．
【結論】放課後デイで適切な摂食機能評価・指導を行うことは誤
嚥・窒息といった危険を回避する上で必要であると考える．

○田尻 絢子・村田 尚道・山本 昌直・森 貴幸・野島 靖子・東 倫子・関 愛子・劉 法相・瀬尾 達志・三谷 裕子・岩崎 昭憲・後
藤 拓朗・江草 正彦
岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
Searching study about necessity of the training for ingestion in after-school care service
○TAJIRI AYAKO，Center for the Special Needs Dentistry, Okayama University Hospital, Okayama, Japan

1-P-089　放課後等デイサービスにおける，摂食指導の必要性について
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【目的】Down 症児では先天性心疾患および消化管奇形を認める
ことが多く，摂食指導時に考慮する要因となることがある．本研
究は，先天性心疾患や消化管奇形に対する外科的処置（以下，外
科的処置）の有無，カウプ指数（栄養状態）および粗大運動発達
などの全身状態と舌機能発達の関連性を明らかにすることを目的
とした．
【対象および方法】対象は平成 25 年 4 月から平成 30 年 3 月まで
に東京都立心身障害者口腔保健センター摂食嚥下機能療法の初診
を受けた 4歳未満の経口摂取をしているDown 症児で，1 年以上
継続受診した 49 名（0～1歳未満 11 名，1～2 歳未満 24 名，2～3
歳未満 9 名，3～4 歳未満 5 名）とした．調査項目は年齢別に初
診時と 1年後の粗大運動発達，カウプ指数，舌機能発達および外
科的処置の有無とし，各項目と舌機能発達との関連性を調査し
た．本研究は東京都立心身障害者口腔保健センター倫理委員会の

承認を得た（承認番号 30001）．
【結果】49 名中 8名は初診時に舌機能の左右の動きを獲得してい
た．1 年後に舌機能発達の向上を認めたのは 32 名（78.0％）で
あった．1 年後に舌機能発達の向上を認めた者で外科的処置有り
が 8名，外科的処置無しが 24 名で有意差は認められなかった．1
年後に舌機能発達の向上を認めた者でカウプ指数の維持または改
善が 2６ 名，改善せずが ６名で有意差は認められなかった．また，
1 年後にカウプ指数の維持または改善できた者で外科的処置有り
が 8 名，外科的処置無しが 31 名で有意差が認められた（p＜
0.01）．
【考察およびまとめ】本調査では全身状態と舌機能発達の関連性
は明らかに出来なかった．しかし，外科的処置の有無がカウプ指
数に影響を及ぼしており，外科的処置がある場合は栄養面も考慮
した指導が必要であると思われた．

○宇野 恵理1）・田中 章寛1）・堀越 咲葵1）・後藤 悦子1）・森田 寛子1）・荒井 綾子1）・吉岡 真由美1）・横田 英子1）・山口 さやか1）・重
枝 昭広1）・小田 泰之2）・勝俣 正之2）・山崎 一男1，2）・石川 健太郎3）

1）東京都立心身障害者口腔保健センター，2）公益社団法人東京都歯科医師会，3）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生
学部門
The relation between general condition and tongue function development at the swallowing function of Down syndrome 
children
○UNO ERI，Tokyo Metropolitan Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Tokyo, Japan

1-P-092　Down症児の摂食嚥下機能における全身状態と舌機能発達の関連性について

【目的】当科では外来と訪問診療で摂食嚥下障害患者に対応して
いるが，多くは中途障害であり発達障害などの障害児・者は少数
にとどまっている．しかし，近年障害児・者への訪問診療の依頼
が増えており，今後の課題を検討するため当科における取り組み
を調査した．
【対象と方法】対象は，2015 年から 2019 年に当科へ訪問診療の
依頼があった障害児・者とした．患者の性別，年齢，障害分類，
初回の介入日，FOIS（Functional Oral Intake Scale），転帰，お
よび依頼元と依頼内容を調査した．なお，データは匿名化されて
いる情報を用いた．
【結果】当科への依頼件数は 29 名（男 ６ 名，女 23 名，1 歳から
32 歳）であり，全依頼件数の 2％未満にとどまった．全症例が在
宅での訪問対応を希望された．障害分類は，精神・神経的疾患
15 名，器質的疾患 3名，その他の全身疾患 11 名で，脳性麻痺と

染色体異常が多かった．現在も継続して介入している者は 20 名，
終了した者は 9名であった．さらに最終介入時のFOIS（中央値）
は，継続症例：Lv.3, 終了症例：Lv.5 であった．依頼元は都内医
療センター小児科 14 名，小児在宅クリニック 5名，本学小児歯
科 1名，その他 2名で，依頼内容は口腔機能訓練や摂食訓練のほ
か，歯列不正や咀嚼障害に関する内容であった．
【考察】調査期間中において介入を継続している患者は 7割近く
であり，対応が長期化するケースが多いことが明らかとなった．
これは，依頼内容に歯列不正や口腔機能障害に関するものが多い
ことも影響していると考えられる．当科で対応した全患者のうち
障害児・者の割合はごく限られていること，また在宅での希望が
多い一方で，小児在宅クリニックからの依頼割合は 20％未満で
あったことから，今後さらに小児在宅医との連携を模索する必要
がある．

○吉見 佳那子・中根 綾子・中川 量晴・田村 厚子・戸原 玄
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野
A clinical survey of home-visit dental treatment and oral rehabilitation for the patients with disability
○YOSHIMI KANAKO，Gerodontology and Oral Rehabilitation, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical 

and Dental University, Tokyo, Japan

1-P-091　当科における障害児・者への訪問歯科診療―訪問口腔リハビリテーションの取り組み―
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【緒言】自閉スペクトラム症における口腔清掃管理は，その行動
特性から困難なことが多い．視覚支援を利用した口腔清掃指導な
どの報告がなされているが，多くは児を対象としている．年齢と
ともに習慣化率は高くなるが約半数は習慣化されないとしてい
る．今回，40 歳からブラッシング指導開始し約 5か月で習慣化
がなされた症例を経験したため報告する．発表にあたり，患者家
族に文書を持って同意を得た．
【症例】40 歳男性，知的能力障害を伴う自閉症．発語なし．個人
開業医から紹介され来院．恐怖心は強いが，う蝕治療の緊急性は
高く，モデリング法にてレストレイナー装着の練習を行った後治
療した．その後歯科衛生士による本人へのブラッシング指導を開
始した．簡易上肢機能検査では十分な機能が認められた．歯科衛
生士の顔写真を用いた歯磨き順番表を用いたが，習得できなかっ
た．手鏡に映る自身の顔に興味を示したため，自身が歯ブラシを

当てている写真と母親による仕上げ磨き写真に作り替え，診療室
では模倣・逆模倣を繰り返したところ，介入から約 5か月で仕上
げ磨きまで習慣化された．
【考察】顔認知は視覚認知の中でも特化した能力であるとされて
おり，自閉スペクトラム症では，視線走査パターンが偏ると言わ
れている．マーク課題では，遅延自己像に最も興味を示すため逆
模倣が効果的であるとの報告がある．本症例では，自身の顔に歯
磨き順番カードならびに模倣・逆模倣を用いたことで彼の学習特
性を生かせたと考えられた．しかしながら，手の運動や暦年齢な
どはブラッシング指導受容に関連性がなく，視覚支援によるブ
ラッシング指導であれば 4歳の発達年齢がカットオフ値として報
告されている．今後本症例で使用したツールが臨床的有効性に関
連しているかを追求するためには，発達検査を行う必要がある．

○井樋 加奈子1）・田中 陽子2）・出町 千景1）・野本 たかと2）
1）日本大学松戸歯学部付属病院歯科衛生室，2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
A case report of individual with autism spectrum improved tooth bushing skill using tooth brushing sequencing card with 
self-face pictures
○IBI KANAKO，Nihon University Matsudo Dental School Hospital, Matsudo, Japan

1-P-094　�患者自身の顔を用いた歯磨き順番表がブラッシング能力に影響を与えた知的能力障害を伴う自閉スペクトラム症
の 1例

【緒言】障害者のQOLの維持向上や健康寿命の延伸のためには，
摂食嚥下機能を良好に保つことが重要であり，早期の摂食状況の
把握や適切な食環境の支援が必要である．今回，障害者施設で経
口摂取を行っている入所者に対し，食事状況の観察と検討を行っ
たので報告する．
【対象と方法】静岡県の障害者入所施設，宍原荘（社会福祉法人
玉柏会）にて自食を行っている入所者 107 名（男性 ６3 名，女性
44 名，平均年齢 53 歳）について食事状況の観察を行い，誤嚥や
窒息の恐れのある食事摂取動作の有無について調査した．1．か
きこみ，2．ペースが早い，3．一口量が多い，4．ばっかり食べ，
の 4項目について，集計・検討を行った．なお，本研究は本学倫
理委員会の承認を得ている（承認番号A1710）．
【結果】全体で，4 項目のうちいずれも認めなかったものは 7名
（６.5％）のみで，すべて認めたものは 42 名（39.3％）であった．

4 項目の結果は全体で 1．かきこみ ６3 名（58.9％），2．ペースが
早い 73 名（６8.2％），3．一口量が多い 70 名（６5.4％），4．ばっ
かり食べ 73 名（６8.2％）であった．また，4．ばっかり食べのみ
認めたものが 7名（６.5％）であったが，多くの入所者において
は複数のリスクが認められた．男性で最も多く認められたものは
2．ペースが早い 48 名（7６.1％）で，女性では 4．ばっかり食べ
31 名（70.5％）であった．食内容は常食が多く，高齢入所者の場
合には献立内容により個別に刻みやとろみつけ等の対応がなされ
ているケースが見られた．
【考察】多くの入所者に誤嚥・窒息のリスクとなる摂食状況が認
められたが，観察時の献立や当日の体調・嗜好・食思等により食
事摂取状況に変化が生じる可能性も考えられる．今後定期的な
ミールラウンドと職員講習及び適切な食環境支援のための介入を
行い，継続して食環境の整備と基準化を図っていく．

○高野 梨沙1）・大岡 貴史2）・服部 清3）・松川 綾子3）・谷口 聡子3）・南 菜穂子3）
1）明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野，2）明海大学歯学部機能保存回復学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野，3）静岡
市障害者歯科保健センター
Survey of actual conditions of the problems of feeding behavior at a facility for persons with intellectual problem
○TAKANO RISA，Department of Community Health Sciences, Meikai University, School of Dentistry, Saitama, Japan

1-P-093　障害者施設入所者における摂食の問題点についての実態調査
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【緒言】病棟管理を受けている重症心身障害児・者（以下，重症
者）の日常的な口腔ケアには，看護師を始めとして多職種者が関
わることとなる．そのため，当センターは現在，病棟での口腔ケ
アに歯科衛生士・歯科医師の専門的口腔ケアチームが介入し，多
職種者の中心となることで，病棟での口腔衛生管理状況の改善に
取り組んできた．口腔ケアは各種ブラシによる機械的な清掃だけ
ではなく，口腔ケア剤を併用する機会が多い．しかし，重症者の
口腔衛生状態の向上に効果的な口腔ケア剤は明らかにされていな
いため，口腔ケア剤の影響を比較したので報告する．
【対象および方法】某重症心身障害者施設に入所中の経管栄養者
10 名を対象とした（倫理承認番号 18-10）．日常の口腔衛生管理
に，水，口腔保湿ジェル，2％重曹水，オーラルケア製品を各 2
週間使用した．開始直後・開始 1週間後・終了時に，安静時唾液
量・舌表面細菌数のレベル・口腔湿潤度・舌苔付着状況にて口腔

衛生状態を評価した．統計的解析は一元配置分散分析後，Tukey
検定にて行った．
【結果】1．安静時唾液量：どの口腔ケア剤を用いた場合にも有意
差は認められなかった．2．舌表面細菌数：オーラルケア製品を
用いた場合，1 週間後に有意に減少し，終了時にはさらに減少し
ていた．3．口腔湿潤度：2％重曹水では減少し，終了時に有意差
が生じていた．4．舌苔の付着状況：2％重曹水では 1週間後と終
了時に有意に増加していたが，オーラルケア製品を用いた場合，
1 週間後，終了時ともに開始時と比べて有意に減少していた．
【考察】今回の結果より，従来から口腔ケアの現場で用いられて
きた重曹水は，継続使用により，重症者の口腔湿潤度を下げるこ
とが示唆された．また，オーラルケア製品は舌表面の細菌数を減
少させ，舌苔の付着状況を改善させる可能性が示唆された．

○宮川 咲枝1）・林 勇輝1，2）・岡本 卓真1，2）・佐藤 里幸1）・松野 智子1，2）・堀部 森崇1，2）・福田 理2）
1）愛知県青い鳥医療療育センター，2）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
Comparison of preparations for oral care improve of oral hygiene in ward of patients with severe motor and intellectual 
disabilities
○MIYAGAWA SAKIE，Aichi Prefectural Aoitori Medical and Rehabilitation Center for Developmental Disabilities, Nagoya, Japan

1-P-096　病棟管理中の重症心身障害児・者における口腔衛生状態向上に適した口腔ケア剤の検討

【目的】関節リウマチ（以下 RA）患者は歯周病のリスクが高く，
歯周病の予防・治療をすることでRAの症状のいくつかを改善で
きることが報告されている 1）．その一方で，RA患者の口腔は顎
関節の異常，不正咬合，口腔乾燥などの特徴があり，う蝕が多発
しやすいことが問題となっている．本研究ではRA患者の口腔内
状態および口腔保健行動について健常者と比較検討することを目
的とする．
【方法】研究対象者は本学医学部附属病院膠原病・リウマチ内科
に通院中のRA患者 20 名，対照群は全身疾患を有しない者 20 名
である．唾液 pH，刺激時唾液量，DMFT歯数，プラーク付着状
態，歯周炎の進行度（以下 PI），開口量，口腔粘膜の水分量，歯
磨きの回数および歯磨きの時間を調査し，統計学的に検討した．
本研究は東京医科歯科大学歯学部倫理審査委員会の審査承認を得
て行った（承認番号D2017-0６1）．
【結果】RA群は対照群より有意にプラークの付着部位が多く，

DMFT歯数および PI が高い値を示した．またRA群は対照群よ
り有意に，歯磨きの回数が少なく，歯磨き時間の時間が短かっ
た．唾液 pH，刺激時唾液量，開口量および口腔粘膜の水分量に
有意差は認めなかった．
【考察・結論】RA患者は関節滑膜内の炎症や手指関節の骨や軟
骨の破壊が生じると身体機能が制限され，十分なセルフケアが困
難となる．そのためRA群はプラークの付着が多く認められたと
考えられる．口腔保健行動に支障をきたすとう蝕が発生しやすく
歯周病も進行しやすい口腔環境となる．RA患者の口腔衛生管理
では，定期的にう蝕の有無と歯周病の進行度を確認し，患者の口
腔環境に応じた口腔清掃方法の指導を行うことが必要だと考えら
れる．
【文献】1）小林 哲夫，吉江 弘正．歯周炎と関節リウマチ．日歯
周誌 54（1）：11-17，2012．

○星合 愛子1）・楠本 康香1）・木村 直樹2）・星合 泰治3）・相田 貴絵3）・野末 杏奈3）・浜 文奈3）・岩淵 佑介1）・有福 愛美3）・渡邊 麻里
子3）・鈴木 朋3）・田村 昌平3）・竹内 陽平1）・櫻井 誠治1）・篠塚 修1）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科障害者歯科学分野，2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科学
分野，3）東京医科歯科大学歯学部附属病院スペシャルケア外来
Investigation of intraoral condition and oral health behavior in patients with rheumatoid arthritis
○HOSHIAI AIKO，Department of Dentistry for Persons with Disabilities, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo 

Medical and Dental University, Tokyo, Japan

1-P-095　関節リウマチ患者の口腔内状態および口腔保健行動についての検討
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【目的】当センターでは新規採用職員研修や個別の口腔衛生指導
を実施しているが，口腔衛生管理が不十分な入所者もみられる．
そこで今回，職員の口腔ケアに対しての意識調査を行い，今後の
入所者の口腔衛生管理の一助とすることを目的とした．
【対象と方法】令和 1年 5 月に病棟で入所者の口腔ケアを実施す
る看護師・介護福祉士（計 152 名）に口腔ケアの意識について無
記名によるアンケートを実施した．
【結果】職員一人当たり一日平均 ６～10 名の口腔ケアを実施して
おり，一人当たりにかける時間は 1～3 分間が最も多かった．口
腔ケアが難しいと感じる理由として「開口保持困難」「体動や抵
抗」「歯ブラシを噛む」「むせる」が多かった．磨きにくいと感じ
ている部位は「歯列不正部」「上顎左右臼歯部口蓋側」が多かっ
た．職員の 74％は口腔ケアは歯ブラシだけでは十分でないと回
答し，口腔ケア時に取り入れたい物品として吸引付の歯ブラシや

スポンジ，開口保持用具があった．また，個々に応じた補助用具
の使用方法や口腔ケアについて，定期的な口腔衛生指導の実施を
望んでいた．
【考察】職員が磨きにくさを感じる一因である開口保持困難や体
動・抵抗等に対応するためには複数人での口腔ケアの実施が望ま
しいと思われた．職員の磨きにくいと感じている部位と入所者の
プラーク付着状況は必ずしも一致しておらず，効果的な口腔ケア
を実施するためには磨き残しやすい部位を認識させることを含め
た院内研修を適宜行う必要を感じた．また，口腔ケア用品選択や
使用法の指導，管理についても行う必要があると感じた．
【結語】入所者の口腔衛生管理を行ううえで病棟職員の協力は不
可欠である．職種間連携を密にとり，入所者のQOLの向上に寄
与していきたい．

○川床 裕子・藤崎 郁恵・田中 荘子・下松 孝太
やまびこ医療福祉センター
A study of awareness on oral care for ward staff in our facility
○KAWATOKO YUKO，Yamabiko Medical Welfare Center, Kagoshima, Japan

1-P-098　当センター病棟職員の口腔ケアに関する意識調査

【緒言】当科では，唇顎口蓋裂の治療に対して院内他科と連携し，
哺乳障害を認めた際にホッツ床（口蓋哺乳床）の作製を行い哺乳
のサポートを行っている．出生後間もない時期から関わるため，
疾患への理解や長期の方向性を示すためのガイダンスの実施，保
護者への心理的サポートも重要な役割と考えている．今回我々は
保護者の治療に対する不安や悩みなどに関してアンケートを行っ
たので今後の課題を含め報告する．
【対象および方法】2019 年 5 月から 2019 年 ６ 月までの間に当科
を受診した唇顎口蓋裂児（0～3歳）の保護者 12 組とした．アン
ケート内容は，診察の満足度，治療と手術・哺乳と離乳食・言
語・育児や生活，各 4項目の相談したい診療科，Web 検索の使
用頻度と解決の程度，自由記載などとした．なお倫理面の配慮と
してアンケート結果は匿名化されている情報を用いた．
【結果】診察の満足度については，満足，やや満足が 100％を占

めた．治療と手術，哺乳と離乳食，言語，育児や生活の各相談先
としては，何れの項目においても歯科が多数を占めた．Web 検
索の使用頻度は，よくする 40％，まあまあするが 20％を占め，
解決の程度は，まあまあ解決できた ６7％，解決できなかった
33％であった．
【考察】歯科が専門領域に限らず保護者の不安や悩みの積極的な
相談先とされていることが示唆された．これは早期からの頻回な
哺乳や育児指導を通して，口蓋裂全般に関して保護者が安心して
相談できる環境整備に繋がったからだと考えられる．またWeb
検索の使用に関しては，必ずしも問題の解決に至らず，時に保護
者の不安を煽ることが明らかになった．今後，歯科ではチーム医
療の中でコーディネーターとしての役割も責任に考えながら，保
護者の不安や悩みをサポートできるような体制づくりが重要だと
思われる．

○楠 幸代1）・瀬下 愛子1）・坂口 真弓1）・若井 美佳1）・石田 圭吾2，3）・萩原 大子1）・市川 怜那1）・大嶋 瑛1）・木下 樹1）
1）群馬県立小児医療センター歯科・障害児歯科，2）群馬県健康福祉部保健予防課，3）群馬県歯科口腔保健支援センター
A survey of the primarily dental management for the treatment of cleft lip and palate in our center：Based on a questionnaire 
survey
○KUSUNOKI SACHIYO，Department of Dentistry for Children with Special Needs Gunma Childrenʼs Medical Center, Gunma, 

Japan

1-P-097　当センターにおける，唇顎口蓋裂治療に対する初期の歯科の役割に関する調査―アンケートより―
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【緒言】富士・東部口腔保健センターは県内東部地域の障害児，
者の歯科診療を行う施設として開設された．平成 29 年から近隣
の障害者支援施設協力歯科医療機関となり，定期的な歯科健診を
実施しているが，う蝕と歯周病の罹患率が高く，歯科治療を実施
するも，口腔内環境の著しい改善と維持には至っていない．そこ
で，利用者の口腔の健康維持増進のため，施設職員の利用者への
個別の口腔清掃法を構築することの必要性から，施設職員の口腔
清掃に関する意識調査を行い問題点を評価した．
【対象および方法】利用者の口腔清掃に携る施設職員 17 人を対象
に，歯科衛生士が口腔清掃技能向上研修会を実施し，研修会の前
後に無記名式のアンケートを行った．調査項目は利用者の口腔内
環境，口腔清掃の内容，口腔清掃への意識等とした．本報告にあ
たり障害者支援施設と施設職員からは同意を得ている．
【結果】調査票の回収率は介入前 17 人（100％），介入後 14 人

（82.4％）であった．「利用者の口腔内環境は良いと思うか」は，
大いに思う，大体そう思うが介入前 47.1％から介入後 35.7％に，
「必要な場所や用品を準備できるか」は，94.1％から ６4.2％，「利
用者は現在の口腔のケアを満足しているか」は，70.６％から
57.1％にそれぞれ減少した．「口腔のケアは必要だと思う」は介
入前後ともに 100％であった．自由記載は，「介助磨きが昼 1回
では不十分と思った」との回答があった．
【考察および結論】研修会を機に，口腔清掃の正しい知識が得ら
れ，現状の口腔清掃の課題に気づき，自己評価が下がったと思わ
れる．更に，勤務時間内での支援の介入回数の限界や環境整備の
個別対応が困難であることが推察された．口腔清掃の回数や環境
面の改善に繋げるため，利用者毎に具体的な支援内容を提供し，
口腔衛生管理の課題を施設職員と共有する必用性が示唆された．

○雨宮 仁美・伊藤 美香・小濱 志織・宮下 由美子・戸澤 寿乃・渡辺 秀昭
一般社団法人山梨県歯科医師会富士・東部口腔保険センター
Efforts on oral care to the staffs in facilities for the disabled in our center
○AMEMIYA HITOMI，Yamanashi Dental Association Fuji-Toubu Oral Health Center, Yamanashi, Japan

1-P-100　当センターにおける障害者支援施設職員への口腔のケアに関する取り組み

【緒言】知的能力障害のある患者は，視覚からの情報が入りやす
い為，文字や絵カードによる視覚支援が有効である．そこで自宅
での口腔清掃を支援する目的とし，診療で使用した物と同じ歯磨
きカード（以下カードとする）を配布し活用状況を確認するアン
ケート調査を実施した．
【対象と方法】対象は知的能力障害を有し，カードに興味を示し
た患者 50 名（年齢・性別は無作為）とした．方法はカードを配
布し，使用状況のアンケートを依頼した．項目は，配布視覚支援
媒体の使用方法，実施者，使用後の変化，日常生活での視覚支援
媒体の使用有無等である（昭和大学歯科病院臨床試験審査委員会
承認：DH2019-018）．
【結果】アンケート回収率は 50 名中 41 名の 82.0％で，年齢は 4
歳～43 歳（平均年齢 1６.4 歳），男性 31 名，女性 10 名，療育手帳
の判定基準は重度～中度が多かった．配布したカードの使用環境
は自宅が 35 名，うち 3名が学校や施設でも併用していた．使用

方法は，カードを 1枚ずつめくる方法が 29 名，掲示方法が ６名，
使用者は本人のみが 7名，本人と保護者が 30 名であった．カー
ドを使用して本人ができるようになった項目では「磨く場所が分
かるようになった」が多く，次に「歯磨きの時間が長くなった」
「磨く順番を覚えた」となった．カードを使用してよかったとの
回答は 34 名であり，理由は「嫌がらなくなった」「カードを見せ
ると歯磨きの行動に移る」「親の説明は嫌がるがカードでは協力
的」となった．
【考察および結論】カードの使用に関しては概ね良好な回答が得
られ，診療時に行った口腔衛生指導を自宅でも反復し習慣化する
為に有効と考えられた．対象者の多くは保護者と共に使用してい
るが，歯磨きに関しての自立は目標の一つであり，今後も本人の
意欲を引き出せるような視覚支援媒体の活用を検討していきた
い．

○茂木 香苗1）・木本 未1）・長谷川 真夕1）・姜 世野2）・佐藤 ゆり絵2）・栗谷 未来2）・馬目 瑤子2）・嘉手納 未季2）・船津 敬弘2）・鈴
木 恵美1）

1）昭和大学歯科病院歯科衛生室，2）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門
Changes in home care due to introduction of visual support media
○MOTEGI KANAE，Division of Dental Hygiene, Showa University Dental Hospital, Tokyo, Japan

1-P-099　視覚支援媒体（歯磨きカード）の導入によるホームケアの変化
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1-P-101　障害者の保護者における口腔および通院への不安や悩みに関する調査

○勝連 義之1）・真喜屋 睦子1）・上地 智博1）・砂川 英樹1）・長嶺 忍1）・喜屋武 望1）・伊波 徹1）・中根 のぞみ1）・加藤 喜久2）・水野 和
子1）・真境名 勉1）

1）沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター，2）みずほ内科・歯科クリニック
The trend of the introduction patients in our center for the past one year-cooperation with an area medical agency-
○KATSUREN YOSHIYUKI，Okinawa Dental Association Okinawa Oral Health Care Center

○寺田 ハルカ・道脇 信恵・池田 菜津美・原田 順子・西嶋 友里・米村 佳恋・宮原 美佐・白石 直之・吉永 美穂・石倉 行男
医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院
Survey on anxiety and trouble regarding oral cavity care and clinic visit held by guardians of disabled people
○TERADA HARUKA，Ogata Pediatric Dentistry, Fukuoka, Japan

1-P-102　当センターの過去 1年間における紹介患者の動向―地域医療機関との連携―

【緒言】障害者の保護者における子どもの口腔や通院への不安や
悩みが，保護者の年齢とともにどのように変化するかを把握し，
保護者のニーズに応じた支援方法の検討を目的としてアンケート
を行ったので報告する．
【対象と方法】対象は 2019 年 ４ 月に当院を受診した保護者 ４72 名
とした．調査項目は回答者・患者の基本情報，通院，口腔，保護
者と患者の体調や行動，生活の不安や悩みについての設問とし
た．回答には ４つの選択肢を設け，1～４ 点でスコア化した．結
果は，保護者の年齢を ５群に分け群間を比較した．また，データ
は匿名化されている情報を用いて，個人が特定できないよう配慮
した．なお，本研究は本学倫理委員会の承認（承認番号：19003）
を得て行われた．
【結果】回答者は母親が 8５.５％であった．群別症例数は 20・30 代
（37 名），４0 代（119 名），５0 代（118 名），60 代（12４ 名），70・

80 代（7４ 名）であった．歯周病の罹患については加齢とともに
スコアが増加し，60 代が最も高かった．本人の歯磨きへの不安
は，各年代群ともに 3.2 から 3.４ と高いスコアを認め，70・80 代
より 60 代で有意にスコアが高かった．保護者の体調への不安や
悩みは，60 代，70・80 代で他群と比較しスコアが高かった．ま
た，将来の来院への不安は，60 代で他群と比較し有意にスコア
が高かった．
【考察と結論】本結果より，患者の口腔に関する不安や悩みは，
保護者の年齢により変化する項目とそうでない項目が存在するこ
とが判明した．また，将来の通院については保護者年齢 60 代で
不安や悩みが強く，保護者が体調に不安を感じている年齢と一致
していた．歯科管理を継続して行うためには保護者の年齢を考慮
した心理的配慮や支援，保護者年齢 60 代より将来来院が困難に
なることを想定した備えが必要であることが示唆された．

【緒言】当センターは，県内の障害者歯科医療を担う 2次医療機
関である．近年は，幼児から高齢者まで幅広い年齢層，多種多様
な障害の患者が来院するようになり，歯科以外の医療機関からの
紹介も増えてきた．今回，過去 1年間で紹介状を持参した初診患
者を対象に調査を行い，地域医療機関との連携や患者の動向等を
検討したので報告する．
【対象および方法】平成 29 年 ４ 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日ま
での間に，紹介状を持参し受診した患者を対象として集計を行っ
た．調査項目は，年齢，性別，障害名，居住地，紹介元施設，紹
介理由，医科疾患の有無，行動調整，治療後の経過とした．な
お，調査にあたり診療録の閲覧は，センター医局内のみで行い，
対応表を保有しない匿名化処理を行った．
【結果】来院した初診患者数は 287 名であった．紹介状持参患者
は 11５ 名（４0.1％）であった．調査項目で最も多数であったのは，

年齢では 10 歳未満（５8.3％），紹介元では開業医（歯科）（7５.7％），
障害名では非協力児（治療困難な定型発達児）（3５.7％），紹介理
由では特に記載なし（88.7％）であった．行動調整では，通法で
の治療（４9.6％），全身麻酔下での治療（21.7％）が多く，治療後
の経過は，継続受診（４3.５％），紹介元での受診（17.４％），地域
の歯科医院への逆紹介（8.7％）などであった．
【考察】紹介患者で治療困難な定型発達児が多数であったことは，
障害がない場合でもスペシャルニーズのある人としての対応が求
められ，その役割としてのセンターの存在が認知されてきている
と思われる．行動調整では通法が多数となっているが，センター
における通法とは，発達面や心理面に配慮したアプローチのこと
であり，このような行動調整法を啓蒙していくことで，地域の歯
科診療所で診てもらえる患者を増やしていくことがセンターの役
割でもあると考えられる．
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【目的】2009 年 7 月に愛知県下歯科医師会が運営する障がい者歯
科診療所の中では初めて静脈内鎮静法下での歯科治療を行う医療
機関として蒲郡市障がい者歯科診療所が蒲郡市（人口 8万人）か
ら蒲郡市歯科医師会（会員数 ５４ 名）への委託事業として開設さ
れた．毎月 3回木曜日，会員と松本歯科大学からの派遣歯科医師
で運営されている．開設後 10 年を経て，今後の事業継続の参考
にすることを目的にこれまでの診療記録を調査したので報告す
る．なお，データは匿名化されている情報を用いた．
【方法】10 年間の診療録から 1）年別新患数，2）年別 1日平均来
院患者数，3）年別のべ来院患者数，４）年別月平均レセプト枚
数，５）登録患者年齢構成，6）障害分類別構成，7）年別笑気吸
入鎮静法・静脈内鎮静法の実施数，8）治療後の転機等について
調査した．
【結果】総登録患者数は 206 名であった．年別新患数は 1年目が

５1 名と最多であったが，その後経年的に減少し，近年は 12 名程
度となっていた．1 日平均患者数は，1 年目が 10.3 名でその後漸
次増加し，8 年目に 18.2 名と最大値を示した．年別患者数は 1年
目 3５1 名であったが，8 年目には 618 名となった．登録患者の年
齢構成は，５0 歳代が最大値を示した．静脈内鎮静法の件数は ４
年目までは ４0 件を超えていたが，その後漸次減少していた．
【考察】1日平均患者数が 8年目まで順調に増加したことは静脈
内鎮静法下での歯科治療を含めた障がい者歯科診療所の存在が地
域に認知されたと考える．しかし，8 年目以降は増加が止まって
きた．このあたりが人口 8万人規模の地方小都市の障がい者歯科
診療のニーズの上限かもしれない．このところ認知症や脳梗塞後
の機能障害で来院する患者が散見される．当診療所のこれからの
課題の一つは，そのような患者の積極的受入れと考える．

○佐藤 厚1）・稲吉 直樹1）・井澤 秀紀1）・酒井 寿泰1）・市野 英昭1）・山本 浩司1）・中村 大輔1）・山田 眞右1）・望月 慎恭1，2）・渡部 義
基3）・三井 達久４）・久野 喬５）・河瀬 聡一朗6）・小笠原 正7）・蓜島 弘之2）

1）蒲郡市障がい者歯科診療所，2）松本歯科大学地域連携歯科学講座，3）ひで歯科医院，４）なわ歯科医院，５）まつもと歯科，6）石巻雄勝歯科
診療所，7）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
The clinical status of outpatients and management continuity problems for ten years at a special needs dental clinic in a local 
city
○SATO ATUSHI，Gamagori Special Needs Dental Clinic, Aichi, Japan

1-P-104　地方小都市に開設された障がい者歯科診療所 10 年間の歩みと事業継続の問題点

【緒言】当センターでは障がいのある方がかかりつけ歯科をもつ
ために登録医制度を導入しており，安心して地域歯科医院に通院
できることを目的に歯科医師会と連携しマッチング形式による地
域移行支援事業を行ってきた．今回，事業参加者にアンケートを
行ったので報告する．
【対象および方法】2018 年度の地域移行支援事業に参加した 6医
院の歯科医師 6名，歯科衛生士 6名．アンケート内容は，障がい
のある患者の治療経験の有無，事業の感想や改善点についての
10 項目，回答は無記名，選択式，自由記述式として集計を行っ
た．なお，個人情報に配慮しデータは匿名化されている情報を用
いた．
【結果】回収率は 12 名中 10 名（83.3％），「障がいのある患者の
治療経験」について有と答えたものが 9名（90.0％）であった．
また「本事業を受けて今後も障がいのある患者を受け入れようと
思うか」について「ややそう思う」が 8名（80.0％），「わからな

い」が 2名（20.0％）であった．自由記載については「障がいの
程度の軽い方についてはなるべく早めに地域へ引き継ぎ，診察待
ちをしている患者がセンターで診察を受けられるようになれば良
いと思う」「疾患についての知識を得ることで想定される診療時
の問題にも対応できるようにしたい」「他の患者がいない時間帯
に診察しているがこのやり方では多くの障がいのある患者を管理
することはできない」といった意見がみられた．
【考察】多くの参加者が今後も障がいのある患者を受け入れても
よいと回答しているが実際には診療室の環境や時間，他の患者へ
の配慮等の問題のため地域歯科医院で継続的に管理することは困
難であると考えていることがわかった．しかし，センターへ患者
が集中してしまう懸念もあり，今後より多くの患者が安心して地
域歯科医院へ受診できる環境づくりを検討する必要があると考え
た．

○松川 綾子・谷口 聡子・南 菜穂子・竹内 尚美・松風 雅子・栗田 美咲・川端 薫・金山 奈央子・服部 清
静岡市障害者歯科保健センター
A questionaire survey for shifting to locally-centered support project in collaboration with the dental association
○MATSUKAWA AYAKO，Shizuoka City Oral Health Center for Disabled, Shizuoka, Japan

1-P-103　歯科医師会との連携による地域移行支援事業に関するアンケート結果
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【緒言】宮崎歯科福祉センター（以下，当センター）は，宮崎市
に県内唯一の障害者専門歯科診療施設として，2002 年 11 月に設
立され，16 年が経過した．障害者歯科診療部，在宅歯科医療連
携室，口腔保健支援センターの 3部門からなり，全身麻酔法，静
脈内鎮静法下での治療や訪問診療にも対応している．歯科大学の
ない地方のセンターは，二次医療機関としての役割はもちろん，
一次から三次医療にいたる全ての対応が求められる．患者のニー
ズも多様化し，その診療体制を今後どのようにしていくべきか，
検討するために実態調査を行ったので報告する．
【対象と方法】2002 年 11 月から 2019 年 3 月までの 16 年 ４ か月
間に来所した患者を対象に診療録をもとに調査した．なお，調査
においては，個人が特定できないように匿名化したデータを用い
て集計を行なった．
【結果】利用者は年々増加し，2019 年はのべ 11,3４7 名が利用，そ

のニーズは今後もさらに増加する傾向であった．障害の分類で
は，知的障害が 31％で最も多く，ついで自閉症，先天異常，脳
性麻痺と続き，発達障害が全体の約 8割を占め，最近は認知症や
脳血管障害後遺症など中途障害も増えてきている．全身麻酔症例
は年間 ４9 例，静脈内鎮静法は 2５8 例．在宅診療ののべ患者数は
1,737 名であった．
【考察】歯科大学のない地方の障害者歯科センターでは，障害者
や要介護高齢者に対して様々な診療内容が求められる．単独でそ
のニーズに全て応えるのは難しい．当センターで可能な診療内容
を積極的に周知，理解してもらうことで，歯科医師会，県内他医
療機関，隣県歯科大学病院と連携を強化し，それぞれ役割分担し
ながら，県域をこえた医療体制を構築していかなければならない
と思われた．

○日高 幸一1）・廣川 惇1）・上田 紀子1）・山本 祐士2）・佐古 沙織3）・木全 直美1）・野崎 由美恵1）・吉田 篤哉４）・黒木 晃一５）
1）宮崎歯科福祉センター，2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野，3）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔全身管
理学分野，４）北九州市立総合療育センター，５）一般社団法人宮崎市郡歯科医師会
Current status and problems of local disability dental center without dental university
○HIDAKA KOUICHI，Miyazaki Dental Welfare Center, Miyazaki, Japan

1-P-106　歯科大学のない地方の障害者歯科センターの現状と課題

【緒言】西尾市障害者歯科医療センターは障害児・者に対して二
次医療を担うことを目的とした市からの委託事業として開設され
た．市内には歯科三次医療機関などの障害者歯科医療を担う高次
医療機関が存在しない．今回，歯科治療が困難な障害児・者の受
け入れを前提とした障害者歯科診療所を開設する際に障害者歯科
医療を担う歯科医師会会員の確保に困難さがあった．そこで障害
者歯科センター開設までの経緯と担当する歯科医師会員の担当者
を確保するための対応を試みたので，報告する．経緯西尾市歯科
医師会は平成 2４ 年から 7年にわたって行政と折衝を続け，平成
31 年 ４ 月開設に至った．診療日時は毎週木曜日の 13 時半から 16
時半で，ユニットは 3台，静脈内鎮静法を導入している．開設時
の 1日当たりのスタッフは歯科医師会から常勤が 1名，輪番制で
2名，歯科衛生士 ４名（12 名交代），受付 1名，松本歯科大学か
ら指導医 1名である．後方支援病院として隣市の蒲郡市民病院口

腔外科と連携している．
【結果および考察】会員は，障害児・者の歯科医療に必ずしも興
味を持っているわけでなく，週半日の診療に参加を希望する者は
1名だけであり，障害者歯科医療センターの稼働が危ぶまれた．
そこで会員を説得して指導医の助言を受けながら常勤医やスタッ
フが診療する実際の現場に輪番制で参加してもらったところ，3
名の会員から積極的に参加したい，8 名の会員から今後も参加す
るとの回答をもらった．歯科医師会の会員にとって知識や経験の
乏しい障害者歯科診療を担当することは重圧となる．しかし指導
を受けながら診療できる環境であれば心理的負担は軽減され，知
識欲と好奇心が刺激されるものと思われる．指導医のもとの障害
者歯科医療の体験は，担当者を増やす動機付けになり，効果が認
められた．

○藤田 尚臣1）・今村 恭也1）・井上 雅貴1）・山本 浩貴1）・鈴木 香保利1）・石野 洋美1）・山口 貴代美1）・本多 陽子1）・小笠原 正2）
1）西尾市障害者歯科診療所，2）松本歯科大学地域連携歯科学講座
Effectiveness of measures taken by our center to secure working dentists
○FUJITA HISAOMI，Nishio City Dental Clinic for Special Needs, Aichi, Japan

1-P-105　当センターが行った診療担当歯科医師確保のための対応
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【緒言】本学会では障害者歯科医療の地域格差を解消するために，
地域の歯科医師会と共催し「障害者歯科セミナー」を開催してい
る．特に東北地方は障害者歯科医療整備が強く望まれる．そこで
本委員会では東北地方に重点を置き「障害者歯科セミナー」を
2018 年度に宮城県，青森県，岩手県の 3ヶ所で開催した．受講
者へのアンケート結果を踏まえて報告する．
【経緯】本委員会では青森県，山形県，佐賀県，大分県でセミ
ナーを行っており報告をしている．
【対象と方法】2018 年 12 月に宮城県歯科医師会との共催では 62
名が受講し，さらに同月に青森県弘前市歯科医師会との共催では
23 名が受講した．2019 年 3 月には岩手県歯科医師会との共催で
は 6５ 名が受講した．受講者にアンケートを行い，無記名による
回答を得た．本調査ではデータは匿名化されている情報を用い，
福岡リハビリテーション病院倫理委員会の承認を得て行った（承

認番号 2019D00４）．
【結果】93.1％が本セミナーを「とても有意義だった」と回答し
た．自院で障害者の診療を増やそうと思うか，の問いに「はい」
が ４2.7％，「いいえ」が 1４.6％，「どちらともいえない」が ４2.7％
であった．一方で障害者の歯科相談なら対応しても良いか，の問
いに 72.５％が「はい」と回答し，「場合による」が 26.2％であっ
た．地域で障害者歯科に対する取り組みは必要と思うか，の問い
に「必要」と回答したものが 100％であった．
【考察およびまとめ】歯科相談には 7割が対応しても良いという
回答であったが，診療には慎重な姿勢もうかがえた．受講者全員
が障害者歯科医療推進を求めていることより，東北地方での障害
者歯科医療啓発活動と同時に，多機関と連携した環境整備につい
ても検討していく必要があると考えられた．

○菊池 和子1，2）・河瀬 聡一朗2）・高満 幸宜2）・森川 和政1）・平塚 正雄2，3）・二宮 静香2，3）・江面 陽子2）・梶 美奈子2）・中神 正博2）・
勝連 義之2）・天野 郁子2）・門田 綾2）・久保田 智彦2）

1）岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野，2）一般社団法人日本障害者歯科学会地域医療推進委員会，
3）医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科
Questionnaire survey at the seminar of special needs dentistry co-sponsored by the community health care promotion 
committee of this society and the dental association held in Tohoku
○KIKUCHI KAZUKO，Division of Pediatric Dentistry and Special Care Dentistry, Department of Developmental Oral Health 

Science, School of Dentistry, Iwate Medical University, Morioka, Japan

1-P-108　東北地方で開催した本学会地域医療推進委員会と歯科医師会共催の「障害者歯科セミナー」でのアンケート

【緒言】浜松市では，浜松市障がい者歯科保健医療システムにて，
浜松市歯科医師会，病院歯科，浜松市口腔保健医療センター（以
下，当センター）の連携を行っている．昨年度は歯科医師会会員
を対象とし，障害者歯科診療の実態調査 1）を行い，三次医療機関
の機能を担う歯科医師会会員の障害者歯科診療の実態の把握をし
た．その上で，今後更なる連携を行っていくために患者の特性の
把握が必要と考えた．そのため当センターを昨年度受診した患者
の特性の調査を行い，分析を行った．
【対象および方法】対象者は，昨年度当センターを受診した患者
５09 名とした．調査項目は主たる障害，受診時の年齢層，居住区，
受診時の行動他とした．本調査はカルテから情報抽出を行い，匿
名化した情報を用いて分析を行った．
【結果】主たる障害で多かったのは知的能力障害であった．受診
時の年齢層は成人期，小児期，高齢期の順となった．居住区は

10 km 圏内が多かった．受診時の行動は体動のコントロールを
要する者が多かった．
【考察】昨年度，当センターを受診している患者の主たる障害は
知的能力障害が多く，歯科医師会会員を対象とした実態調査の結
果と同様であった．受診時の行動は体動コントロールを要する者
が多く，体動コントロールのために人員や設備が必要になること
から地域の歯科医院の受診の際に重要な問題になってくると思わ
れる．また，高齢期の患者と 10 km圏外の患者の通院は少なかっ
たのは，地域の医療資源が充足しているからなのか，それとも通
えないという現状から適切な歯科医療を受けられないままになっ
ているのかは不明である．今後地域での障害者歯科診療の充実の
ため更に検討が必要であると考えられた．
【文献】1）伊藤梓他．某歯科医師会における障害者歯科診療に関
する実態調査，障歯誌（抄），2018；39：379．

○伊藤 梓・戸谷 由里
浜松市口腔保健医療センター
Survey of actual condition of patients at an oral & health center
○ITO AZUSA，Hamamatsu-city Oral and Health Center

1-P-107　某口腔保健医療センターにおける患者の実態調査
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【はじめに】石巻歯科医師会障がい児・者歯科診療所は 2017 年
12月に 2次医療機関として開設した．利用者は増加の一途を辿っ
ている．患者に寄り添った医療を提供しているつもりだが，実際
に患者サイドの意見を確認したことがなかった．そこで今回患者
に向けたアンケートを実施したので報告する．
【当診療所の現状】石巻歯科医師会の休日診療所を一部改装した
診療所である．月 3回の午前中に診療を行っている．歯科医師 ４
名，歯科衛生士 3名，受付 1名の計 8名で職務にあたっている．
【調査対象及び方法】調査対象者は 2017 年 12 月から 2019 年 ４ 月
までに当診療所を利用している患者家族および患者が居住する施
設職員 110 名とした．郵送でアンケート用紙を送付し，郵送で返
信してもらった．回収したアンケートは集計し，データ化した．
データは匿名化されている情報を用いた．
【結果】アンケート回収率は 73％であった．当診療所開所前の通

院先は近医が ５2％で最も多く続いて仙台の 3次歯科医療機関が
20％であった．一方で 16％は歯科未受診であった．診療日数に
ついて「少ない」が 60％，又診療時間についても「短い」が
５５％であった．スタッフに対する評価では 86％が「満足」，1４％
が「普通」で「不満」はいなかった．要望としては，女医を増や
してほしいや，診療日と時間を増やしてほしい等があった．
【考察およびまとめ】仙台へ通院していた患者や歯科未受診患者
にとって通院しやすい環境が整ったと考えられる．さらに，近医
より多くの患者が当院に受診していることより患者にとっても歯
科側にとっても 2次医療機関の役割を果たしていると考えられ
る．
診療日数や時間の短さについては解決策を考え，今後も地域に根
差した医療を提供していきたい．

○齋藤 菜穂・鈴木 徹・木村 文洋・三宅 宏之・山本 寿則・前川 理人・阿部 恵理・木村 一美・新田 利恵・畑山 まり子・河瀬 聡
一朗
石巻歯科医師会障がい児・者歯科診療所
Looking back at the one and a half year of establishment of our dental clinic for people with special needs
○SAITO NAO，Ishinomaki Dental Association Clinic for People with Special Needs, Miyagi, Japan

1-P-110　某障がい児・者歯科診療所が開設して 1年半を振り返る～患者家族や施設職員へのアンケートより～

【緒言】当センター障がい者歯科外来では，それぞれの疾患やラ
イフステージに応じた口腔ケア介入が求められている．そこで，
ライフステージ別に分かれている知的障がい児・者施設職員に対
し，専門的口腔ケアの必要性についてアンケート調査を行ったの
で報告する．尚，本発表にあたり，朝日大学倫理審査委員会
（30032）の承認を得ている．
【対象および方法】調査対象として知的障害児・者の支援施設で
ある ５施設（年齢層の低い順で施設A～Eとする）の職員 188 名
にアンケート用紙を配布し，無記名の自記式調査を行った．
【結果および考察】アンケート回収率 ５6.9％（107 名）．一日あた
りの「口腔ケアの回数」，困っていることの「口臭」と「口腔内
の吸引」の 3項目に有意な結果が認められた．「口腔ケアの回数」
は施設Dが 2.26 回と少なく，「口臭」は施設A，「口腔内の吸引」

では施設Dが一番多く困っていると回答した．施設Aは歯肉炎
や歯周病による口臭が多く，施設Dは口腔ケアの認識の差や協
力が不十分な利用者に対する口腔ケアの理解不足，口腔内の吸引
は効果的な使用法の認識不足があることが明らかになった．以上
の事から各施設の口腔衛生に対し意識改善をする必要があると考
えられる．
【結論】思春期は，歯肉炎や歯周病の罹患率が多い為，齲蝕だけ
でなく歯周疾患に対するブラッシング指導が必要である．成人期
は，歯周疾患や根面齲蝕を抑制するために歯間部や歯頚部の丁寧
な清掃が求められる．壮年期は，摂食嚥下指導のニーズが高いこ
とから，口腔ケアに加えて機能に合わせた摂食嚥下指導が必要で
ある．職員がよりライフステージに応じた効果的な口腔ケアが実
施できるよう指導をし，手技を標準化する必要があると考える．

○長屋 優里菜1）・大島 亜希子1）・野村 玲奈1）・中嶋 恵美子1）・川口 千治1）・谷口 裕重3）・安田 順一3）・畦地 真太郎2）・玄 景華3）
1）朝日大学医科歯科医療センター歯科衛生部，2）朝日大学経営学部ビジネス企画科，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座社会障害者歯
科学分野
The survey of questionnaire on the oral health care for the disabled facilities divided into the life stage
○NAGAYA YURINA，Department of Dental Hygiene, Asahi University Medical and Dental Center

1-P-109　ライフステージ別に分かれた障がい者施設の口腔ケアに関する実態調査
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【目的】脳卒中医療におけるリハビリテーション（以下，リハ）
では，脳卒中発症後の転帰予測に基づいたリハプログラムを用い
て，患者のADLのゴールが設定される 1）．回復期では寝たきり
防止や在宅復帰を目的としたリハが集中的に行われているが，回
復期の病院に転院してきた患者には低栄養が好発しやすく 2），口
腔衛生状態の悪化した症例も多い．今回，私たちは急性期病院か
ら当院へ転院してきた脳卒中回復期患者を対象に，脳卒中地域連
携パスで用いられているADL指標 1，2）と口腔状態や栄養状態と
の関連性を明らかにする目的で検討した．
【対象および方法】対象は 2016 年 10 月 1 日～2018 年 3 月 31 日
までの期間に当院に入院した脳卒中患者 166 名とした．対象者の
入院時ADLを Functional  Independence Measure（FIM）で評
価し，FIMの差により 3群に分けて比較した．口腔状態に関し
てはOral Health Assessment Tool 日本語版（OHAT-J）を用い
て評価した．本研究は後ろ向き調査で行いデータは，匿名化され

ている情報を用いた．
【結果】回復期入院時にADLが低い重度障害の脳卒中患者では，
口腔状態と栄養状態が悪く，6５ 歳以上の高齢者が多く認められ
た（80.8％）．入院時のOHAT-J を目的変数とした多変量解析で
は，関連因子として，経口摂取，FIM（運動項目）および血清
Alb 値が抽出された．
【考察】脳卒中回復期患者において，入院時に低活動のADLで
経口摂取できていない症例では，低栄養に加え，口腔衛生状態も
不良になることが示唆されたことから，入院時の口腔状態と栄養
の評価はADL評価と共に重要であると考えられた．
【文献】1）橋本洋一郎，渡辺進，平田好文，他．脳卒中医療にお
ける連携の考え方．脳卒中 2009；31：４91-４96.
2）吉村芳弘．回復期のリハビリテーション栄養管理．静脈経腸
栄 2016；31（４）9５9-966．

○二宮 静香・平塚 正雄
医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科
Relationship between ADL and oral health condition and nutritional status in post-acute stage stroke patients
○NINOMIYA SHIZUKA，Division of Dentistry, Fukuoka Rehabilitation Hospital

1-P-112　脳卒中回復期患者における ADLと口腔状態および栄養状態との関連性

【はじめに】当診療所は 2017 年 12 月に二次医療機関として開設
した．月 3回の午前中に診療を行っている．開設から 1年が経過
し患者は増え続けている．そこでこれまでの運営実績の検証を行
い今後の対応について考察したので報告する．
【方法】診療所開設後 1年間の来院患者の診療録を資料とし，各
月の初診人数，診療人数，初診時平均年齢，性別，当診療所への
紹介状の有無，障がい分類，通院距離，主訴，用いた行動調整
法，逆紹介の有無を調べた．なおデータは匿名化されている情報
を用いた．
【結果】患者数 101 名，性別男 63 名，女 38 名，平均年齢 29.2±
19.0，1 ヶ月の初診平均人数は 7.7 名で，診療は 36.2 名であった．
紹介元は一時医療機関 16％，三次医療機関 12％で，それ以外は
紹介状を持たずに来院した．障がい別ではMR 3４％，Auti 
2４％，Epi 13％，CP ５％，統合失調症 ５％，Down 症 ４％等であっ

た．通院距離は半径 ５ km 以内が ５6％，５～10 km が 23％，30 
km 以上（登米市，気仙沼市）が ５％であった．主訴は虫歯治療
が ４５％，検診希望が 31％であった．処置の際に選んだ行動調整
法は静脈麻酔が 2５％であった．逆紹介は一時医療機関が 7 名，
三次医療機関が 3名であった．
【考察】患者は多種の障がいを持っており静脈麻酔下での治療を
必要とする者も多い．しかしながら紹介状を持参する患者は少な
く情報が乏しい．よって問診に時間を要す．近隣からの受診患者
が多いことより当歯科医師会内では紹介状の記載について周知し
ていきたいと考える．また逆紹介についても障がい児・者を受け
入れる 1次歯科診療所を増やし連携していくことが必要であると
考える．今後もより多くの患者が安全に効率よく診療ができる体
制作りのため精進していきたい．

○山本 寿則・鈴木 徹・木村 文洋・三宅 宏之・前川 理人・齋藤 菜穂・阿部 恵理・新田 利恵・畑山 まり子・木村 一美・河瀬 聡
一朗
石巻歯科医師会障がい者・児歯科診療所
Correspondence of increasing patients in opening year at dental clinic for people with special needs：Revealed things from 
survey of patients in a year
○YAMAMOTO TOSHINORI，Ishinomaki Dental Association Clinic for People with Special Needs, Miyagi, Japan

1-P-111　�開設から 1年，当障がい児・者歯科診療所の増え続ける患者への対応─ 1年間の実態調査より明らかになったこ
と─
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【はじめに】宮城県で障がい児・者を受け入れる高次歯科医療機
関は仙台市と当歯科診療所以外無い．よって宮城県の北部等の仙
台市や石巻市へのアクセスが悪い患者は長時間を要し通院を余儀
なくされている．
そこで，当歯科診療所では宮城県歯科医師会と連携し，宮城県の
障がい児・者歯科医療普及を果たすべく，1 次医療機関での障が
い児・者歯科医療のスキルアップを目的に宮城県独自の障がい
児・者歯科認定歯科医師・歯科衛生士養成コース（以降養成コー
ス）を行ったので報告する．
【経緯】2017 年 12 月に当歯科診療所は開所した．宮城県歯科医
師会は当診療所を障がい児・者歯科認定歯科医師・歯科衛生士の
研修施設と位置づけ，宮城県からの委託事業として養成コースを
開始した．
【対象および内容】県内の歯科医師，歯科衛生士を対象とした．
2018 年 6 月より全 10 回の講習会を行い，内 7回以上の受講，当

学会指導医の指導の下，当診療所で 2症例以上の実習，５ 症例以
上の見学を終えたものに対して，宮城県歯科医師会が発行する認
定書を発行した．
講習会の内容としては，障がい児・者の理解からはじめ，障がい
児・者の口腔内の特徴，障がい児・者歯科診療のノウハウ，緊急
時の対応等を実習を交えて行った．講師は歯科医師だけではな
く，福祉大学の教授や社会福祉協議会職員，赤十字病院の看護師
等他職種にも協力を得た．
【結果および考察】当初 20 名の定員としていたが，30 名の参加
希望があった．急遽定員を増やして開催した．参加者に行ったア
ンケートでは 33 名中 30 名が今後障がい児・者歯科診療を今以上
にやってみたいと答え，3 名が迷うと答えた．本養成コースの意
義があったと考えられる．本年度も引き続き開催し，宮城県の障
がい児・者歯科医療の推進をさらに加速させていきたいと考えて
いる．

○鈴木 徹1）・木村 文洋1）・三宅 宏之1）・山本 寿則1）・前川 理人1）・阿部 恵理1）・齋藤 菜穂1）・木村 一美1）・新田 理恵1）・畑山 まり
子1）・河瀬 瑞穂2）・河瀬 聡一朗1）

1）石巻歯科医師会障がい児・者歯科診療所，2）いしのまき訪問歯科クリニック
Aiming to spread of dental care for special needs：Trial of our dental clinic
○SUZUKI TOORU，Ishinomaki Dental Association Clinic for People with Special Needs, Miyagi, Japan

1-P-114　障がい児・者歯科医療普及を目指して―当歯科診療所の試み―

【緒言】ノーマライゼーションの理念から，障害の有無に関わら
ず，全ての人が地域で治療を受けられる社会が望まれている．障
害者歯科診療ではQOLの向上，障害者への適切な歯科治療の提
供および親への支援が必要な場合があり地域歯科医療機関では医
療連携が重要と考えられる．今回，「より効果のある診療」を
テーマに歯科医療従事者を対象に地域での医療連携を深める為に
研修会を行い，意識調査を行ったので報告する．
【対象者及び方法】研修会に参加した歯科医療従事者 70 名を対象
に，研修の前後に無記名選択方式にてアンケートを実施し 6４ 名
の回答が得られた（有効回答率 91％）．尚，倫理的配慮に関して
は書面にて同意を得た．
【結果】職種別では歯科医師 2４ 名，歯科衛生士 ４0 名であった．
地域歯科医療機関では 97％が障害者を受け入れていた．他医療
機関との連携についてスムーズに行われているかとの問いには，

５8％の回答であった．研修後に，障害者歯科診療に理解が深まっ
たかとの問いには，100％が深まったと回答とした．親への支援
が必要だと思うかの問いには，9４％が思うと答えた．親への支援
は障害者の口腔の健康に寄与することが期待されると思うの問い
には，100％が思うと答えた．今後，障害者を貴院で受け入れる
にあたり研修会を希望されるかの問いには 89％が希望すると回
答した．
【考察】障害のある人に寄り添う歯科医療を実現するためには保
護者への心的支援を行う事が重要であると考える．しかし医療・
福祉を含む他機関との連携が円滑に行われていない為，保護者へ
の支援が十分には行われていない現状があることや障害者が適切
な歯科治療を受けられていないことも示唆された．我々，歯科医
療従事者は今後さらに知識，技術を深め，専門機関との密接な連
携を行う事が重要になると考えられる．

○一尾 智郁1）・松岡 陽子1）・毛利 志乃1）・太田 康子1）・大久保 久美子1）・筑田 純子1）・近藤 聡美1）・南川 亜紀1）・春日 美智子1）・
片山 博道1，2）・鈴木 聡1，3）・芝田 憲治2）

1）四日市市歯科医療センター，2）四日市歯科医師会，3）愛知学院大学歯学部口腔先天異常学教室
The attitude survey between our center and local dental clinics for the treatment of the patients with disabilities
○ICHIO CHIKA, Yokkaichi-shi Dental Clinic Center, Japan

1-P-113　当センターと地域歯科医院における障害者歯科診療に対する意識調査
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　地域における障害者への予防歯科プログラムは，なかなか確
立，普及していない．日々の臨床の中でも，障害者の保護者や介
助者から，適切な歯磨き介助指導を受けたいという声をよく耳に
する．本発表では，地域における障害者施設において健康教育を
実施したところ，施設のスタッフや作業者の保険行動への行動変
容に繋げることができたので報告する．大阪市にある生活介護事
業所より文元歯科に対して，施設のスタッフ研修会の講演依頼が
あった．内容は，施設利用者を歯磨きすると出血するので，適切
な歯磨きの介助方法を教えて欲しい，というものであった．文元
歯科が所属する NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ（以下
KWC）では，障害のある方や，その保護者や介護者が受け入れ
やすい予防歯科プログラムの構築を目指している．今回この
KWCを通じて，講演依頼に応じる事となった．依頼のあった施

設に対して初めての介入になるため，まず皆が受け入れやすよう
な簡単な予防歯科的アプローチの方法と，参加者のモチベーショ
ンに繋がるような講演を企画した．具体的には，講演が演者から
の一方的な伝達にならないよう配慮し，参加者の表情を見つつ疑
問を投げかけるような対話形式の進行を意識した．また参加者の
実習を含め，より具体的に取り組みやすいよう配慮した．講演内
容ではう蝕や歯周炎の予防方法について言及した．2018 年 10 月
に行われた研修会では，質問が多数寄せられ，すぐに予防歯科プ
ログラムの一つであるフッ化物洗口を取り入れたいとの要望が
あった．その後 9ヶ月以上，現在も継続してフッ化物洗口を利用
されている．今後はさらに連携をとり，歯科の重要性を理解して
頂くと共に，障害者を診察する歯科医院との繋がりを作れるよう
な取り組みを進めていきたい．

○小谷 隆久1，2，3）・中島 好明2）・森岡 敦3，４）・文元 基宝3，５）・日高 孝子3，５）・清水 有紀3，５）
1）こたに歯科，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，3）NPO法人関西ウェルビーイングクラブ，４）医療法人森岡歯科医院，５）文
元歯科医院
The case that health education in person with a disability facility of area was effective
○KOTANI TAKAHISA，Kotani Dental Clinic

1-P-116　地域の障害者施設での健康教育が奏効した事例

【緒言】浜松市歯科医師会会員 ４４1 名中，障害者歯科協力医 112
名が登録しているが，その 3割に障害者歯科治療に自信がないと
いう調査や，浜松市の障害者人口が 10 年間で ５.823 人も増加し
ており，障害者歯科協力医制度の再構築が急務である．そこで，
平成 2５ 年度から開始された掛川市の中東遠総合医療センター
（以下，中東遠センター）歯科口腔外科での障害者歯科実地研修
を参考に，平成 29 年 11 月より浜松市口腔保健センター（以下，
口腔センター）で障害者歯科実地研修を開始し，3 年目が経過し
その課題を報告する．
【対象と方法】モデル研修の中東遠センターの研修対象患者は，
基本的に障害者手帳所持者で知的能力障害，自閉スペクトラム
症，脳性麻痺などである．歯科治療内容は保存処置，補綴処置，
抜歯などである．診療時はさまざまな行動調整法を行うが，場合

によっては手指抑制，パブズボードを併用している．自院で治療
困難な患者を中東遠センターに紹介する患者持ち込み型であり，
紹介元の歯科医師と歯科衛生士が日本障害者歯科学会指導医のも
とで月 2回実地研修を受ける．一方で口腔センターの障害者歯科
研修対象患者，歯科治療内容は中東遠センターとほぼ同じである
が，紹介は患者配当型であり，日本障害者歯科学会指導医のもと
で月 1回実地研修を受ける．
【考察】口腔センターでの実地研修開始から 3年目を迎え，課題
が明確になった．依然積極的に実地研修を参加する歯科医師と歯
科衛生士が少ないため，引き続き浜松市歯科医師会による会員向
けの啓発活動が必要である．さらに患者数も少ないため障害者支
援施設や障害者団体などに口腔センターの紹介受診などを勧める
ことが望ましい．

○渋谷  光広1）・夫  才成2）・村松  保子2）・三谷  好江2）・木俣  敬子3）・伊藤  梓1）・田中  誠一４）・岡本  正志４）・櫻井  剛史４）・宇於
崎 隆５）・牧野 真也５）・貴舩 真澄6）・村上 祐介1）・安田 順一7）・玄 景華7）

1）浜松市歯科医師会，2）中東遠総合医療センター，3）医療法人社団一穂会西山病院，４）小笠掛川歯科医師会，５）磐周歯科医師会，6）さくら
い歯科医院，7）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Progress and problem of the training in the certain area dental health center with the person with a disability dentistry 
training in certain area nucleus hospital oral surgery as a model
○SHIBUYA MITSUHIRO，Hamamatsu City Dental Association

1-P-115　�某地域基幹病院歯科口腔外科での障害者歯科研修をモデルにした某地域口腔保健センターにおける研修の経過と
課題
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【目的】知的障害児・者では，誤学習などによる摂食機能低下や
異常があり，学校職員の対応が重要である．しかし，学校職員は
食機能の発達に関する教育を受けていない者も多く，適切な対応
を行うことが難しい場合もある．そこで，学校職員が生徒の食機
能についてどのように判断しているか確認するため，アンケート
を行った．
【方法】某市の特別支援学校 2校の小学部 1年生の担任職員を対
象とした．野本らのスクリーニング用紙を改変したアンケート用
紙を用い，担当する生徒それぞれについて学校職員が考える摂食
機能の問題を回答してもらった．対象となった生徒は 16 人だっ
た．その後，歯科医師が給食中時間中に学校に赴き，対象となっ
た生徒の摂食機能について評価を行った．その後，学校職員の考
える摂食機能の問題と歯科医師の評価を集計し，比較した．な
お，集計は匿名化して行った．
【結果】生徒の摂食機能に関する評価で一致したのは，16 人中 7

人だった．歯科医師の評価では，嚥下機能に問題のある生徒は 2
人だったが，学校職員が嚥下に問題があると考えた生徒は 1人
だった．
【考察】生徒の摂食機能について，学校職員と歯科医師では評価
の基準が異なっていることが推察された．
【結論】生徒の食事のサポートなどに日常的に係わる学校職員と
歯科医師の評価が異なっており，摂食機能の評価が正しく行われ
ていないために適切なサポートを受けられていない生徒がいる可
能性が考えらえた．特別支援学校の生徒の食の安全を守るため
に，学校職員と専門職が協同して支援していく必要があると推測
された．
【文献】野本たかと，遠藤眞美，他：某知的障害者更正施設にお
ける摂食・嚥下指導介入後の評価　3年経過後の機能評価および
問題点について．障歯誌，30,292,2009．

○久保田 潤平・多田 葉子・唐木 純一・柿木 保明
九州歯科大学老年障害者歯科学分野
Difference of evaluation for eating functions of students with intellectual disabilities between school staff and dentist
○KUBOTA JUMPEI，Division of Special Needs and Geriatric Dentistry, Kyushu Dental University

1-P-118　特別支援学校における学校職員と歯科医師の食機能評価に関する報告

【緒言】摂食指導の場面において，施設と家庭での食形態の乖離
や，集団と家庭での食行動の相違に気づかされることが多い．今
回我々は，外来と施設で連携し摂食支援を行ったので報告する．
なお，本症例の発表に際し保護者に書面による同意を得た．
【症例】初診時年齢：3 歳 9 か月．基礎疾患：Smith-Magenis 症
候群．主訴：施設職員より摂食外来の受診をすすめられた．
【経過】初診時，家庭では普通食，給食はきざみ食であった．丸
のみ，詰め込みがみられたため，家庭ではかじり取りでの一口量
の獲得，咀嚼の練習．給食は，普通・きざみ・まとまり・ゼ
リー・ミキサーの ５段階であったため，普通食ときざみ食のハー
フ食に変更し職員へ声かけによる詰め込み防止を依頼した．その
後，施設では職員の声かけの他，本児が周囲に関心を持つように
なり他児や職員に気を取られ詰め込みが減少．頭部を後屈させ飲
み込む，中途半端な大きさの食材は噛まずに詰め込むなども見ら
れたが，食形態，一口量などを指導．現在は，自分で半分に切り

分ける行動も見られる．
【考察】Smith-Magenis 症候群の特徴として，睡眠障害・パニッ
クが挙げられるが本児には確認できず，疾患にとらわれることな
く摂食時の外部観察による支援を行った．当センターと施設は隣
接し，同日に外部観察が可能であり外来での結果をすぐに施設の
食形態に反映することできた．また，施設職員との症例検討会を
年 ４回実施し情報の共有が図れている．家庭では積極的にすすめ
る一方で，施設では安全面に考慮しながら集団での関わりの中で
詰め込み，丸のみの防止を行うことが可能であった．
【結語】歯科衛生士として施設と連携し摂食支援が出来た症例を
経験した．父母・施設職員の意見を同日に取り入れ支援を行うこ
とが可能であった．
【文献】松川綾子他．Smith-Magenis 症候群の歯科的所見．障歯
誌 2018；39：38-４４．

○谷口 聡子1）・久保田 一見1，2）・松川 綾子1）・南 菜穂子1）・竹内 尚美1）・松風 雅子1）・栗田 美咲1）・川端 薫1）・金山 奈央子1）
1）静岡市障害者歯科保健センター，2）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門
A case of dysphagia supported in cooperation with daycare center for disabled children (Ryouiku Center)
○TANIGUCHI FUSAKO，Shizuoka City Oral Health Center for Disabled, Shizuoka, Japan

1-P-117　施設と連携して摂食支援を行った一例
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【目的】障がいのある子どもをもつ親が生活上の悩みを語ること
のできる場を作るとともに，地域における障がい者歯科のニーズ
をすくいあげ，開業医のできる予防歯科を確立する．
【方法】平成 27 年大阪大学歯学部障害者歯科見学，スウェーデン
国立障害者歯科センター視察．障害者歯科医療を実践しているK
歯科医院を見学．
平成 28 年知的障碍者支援施設Tの健診及び施設内見学（母親と
の対話により，地域での活動の可能性を探った）．
平成 29 年 NPO法人 Cに協力を要請，障害児の親を対象に哲学
対話を開催．以上の活動から上記の目的を目指す．
【結果】大学，地域保健センター，開業医の連携が理想的だが，
大学，地域保健センターがパンク状態なのが現状である．ス
ウェーデンでは障害者の福祉，医療が充実し，社会制度やシステ
ムが整っている．K歯科のように予防歯科が医院に定着すれば，
障害者の予防も導入しやすい．Cとの対話では，生活に関わる話

が多く，客観的に障害のある子どもとの生活を考えることができ
た．地域で障害者に対応できる歯科医を探すのは，口コミに依存
し，保護者の交流の中には情報があるが，それが広く伝わってい
ない現状が明らかとなった．
【考察】かかりつけ歯科医として，障がいがあろうとなかろうと，
健康支援できる体制が必要で，医療者は障害者医療から多くを学
ぶことができる．
【結論】地域における歯科医と保護者の交流の場を，シンポジウ
ムのようなより大規模なかたちで設け，保護者間で共有されてい
る情報を広く伝える仕組みをつくることが，医療の課題を可視化
させる．1 サポートブック（自分取扱い手帳），2 自宅で使えるハ
ンドブック（家族・当事者向け），3 開業医の為の「障害者予防
歯科」ガイドブックの開発を進め，開業医のできる予防歯科を確
立したい．

○森岡 敦1，2）・文元 基宝1，3）・小谷 隆久1，４）・日高 孝子1，3）・清水 有紀1，3）・中島 好明1）
1）NPO法人関西ウェルビーイングクラブ，2）医療法人森岡歯科医院，3）文元歯科医院，４）こたに歯科医院
An approach to dental health care for persons with disabilities-A case study of the Kansai-Wellbeing Club
○MORIOKA ATSUSHI，NPO Kansai Well-being Club

1-P-120　障がい者への予防歯科の取り組み

【緒言】新潟県においては，新潟県歯科保健推進条例の基本理念
に基づき特に歯科疾患が重症化しやすく，かつ，口腔の機能に問
題を抱えることが多い障害者が適切な時期に必要な口腔保健サー
ビスと医療が受けられるよう関連団体と連携を図りながら，生涯
にわたり歯・口腔の健康を維持増進できる環境が整備されること
を旨として取り組んでいる．特に，歯科治療や口腔衛生の予防が
理解されにくい障害者は，それぞれのライフステージにおける予
防や管理が重要であることから，地域の歯科医院で口腔管理が可
能となるよう認定障害者診療医の養成を行っているが会員数の減
少に伴い地域格差が生じている現状にある．そこで，予防という
観点から障害者施設においても日常生活の中で積極的に口腔衛生
の取り組みを推進したいと考え，障害者施設内で活用する施設職
員向けの歯科保健ツール，歯みがき支援カードを施設と協力し制
作したので報告する．なお，今回の報告にあたり対象施設の了解

を得た．
【対象並びに方法】歯みがき支援カードは，カレンダー様式 10 枚
で構成した．1 口腔内を 6分割してそれぞれの部位別にプラーク
を赤く染め出した状態を表現し，裏面にはお口の手入れのアドバ
イスとして口腔衛生のポイントを記載した．さらに，QRコード
を印字し県内の認定障害者診療医情報を閲覧できるように工夫し
た．施設において障害者自身が歯みがきを行う際に，施設職員が
歯みがき支援カードを用いて視覚的にみがく部位を指示できるよ
う工夫した．
【結果及び考察】障害者施設の職員が歯みがき支援ツールを使用
することで，比較的簡単に障害者自身の歯みがきの支援が可能と
なり，日常の口腔衛生の取り組みが推進されると考えられた．今
後，全県の障害者施設において活用方法を検討すると共に障害者
施設内での口腔衛生の推進に努めていきたい．

○石黒 千代栄1）・山田 亮子1）・土屋 信人2）・楯 泰昌2）・豊里 晃2）・松井 宏2）・永井 正志2）・木戸 寿明2）
1）新潟県歯科医師会障害者歯科センター，2）新潟県歯科医師会
About production of dental health tool for the staff to use in person with a disability facility
○ISHIGURO CHIYOE，Dental Center for Special Patients, Niigata Prefecture Dental Association, Niigata, Japan

1-P-119　障害者施設で使用する職員向け歯科保健ツールの制作について
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【緒言】スペシャルオリンピックス（SO）は，知的障害のある人
たちに年間を通して日常的なスポーツトレーニング及びその成果
を発表する競技会を提供している国際的なスポーツ組織で，創設
から約半世紀が過ぎる現在，世界 170 か国を超える地域にて活動
が行われている．また，アスリートの健康増進を図り，健康に対
する意識や知識の啓発を行う取り組みであるヘルシー・アスリー
ト・プログラム（HAP）が実施されており，その口腔部門がス
ペシャルスマイルズ（SS）である．今回 2018 年 9 月に開催され
た，第 7回 SO日本夏季ナショナルゲーム・愛知における SS の
活動内容について報告する．
【組織】HAP責任者・会場統括（本部），HAP副責任者（本部），
SS クリニカルディレクター，準備委員長，ボランティア管理，
各部門別担当（機材，受付，誘導，検診，記録，TBI，ギフト，
集計，記録，写真）で構成．
【活動の概要】2月組織作り開始，５ 月ボランティア募集，9 月 20

日オリエンテーション開催，前日準備，大会当日，終了後検診
データを送信，後片付けにて終了．
【結果】ボランティアの延べ人数は 89 名（歯科医師 3５ 名，歯科
衛生士 32 名，歯学部学生・その他 22 名）であった．SS には 2
日間で 383 名の参加があり，歯科検診とTBI を行い，ギフトを
プレゼントした．検診結果は 2台のパソコンで即時データ入力し
た．
【考察】2日間を通して大きな問題もなく SSを実施できたが，予
想以上に多くのアスリートの参加があり，時間帯によっては受
付，検診，ブラッシング指導への誘導の流れが滞ることがあった
ことより，SS 会場の十分な広さを確保する必要があると考えら
れた．また，SS のボランティアへの参加は，共生社会の理念に
ついて考える機会になると思われるため，今後もこの活動を継続
していくことが大切であると考える．

○名和 弘幸1）・堀部 森崇1）・森 幹太2）・小川 直孝2）・楠田 穰3）・高橋 久雄４）・森崎 市治郎５）・小笠原 正6）
1）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座，2）愛知県歯科医師会，3）スペシャルオリンピックス日本・長崎，４）スペシャルオリンピックス日
本，５）梅花女子大学口腔保健学科，6）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
The 7th Special Olympics Nippon National Summer Games Aichi 2018 -No.1 Overview of the event, Special Smiles-
○NAWA HIROYUKI，Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University, Nagoya, Japan

1-P-122　�2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知─第 1報　スペシャルスマイルズの
活動概要─

【緒言】近年，歯科用ユニット給水系の細菌汚染が問題とされる
ことがある．診療日が週 2回（水・木）の当センターでは非稼働
期間が ５日あり，給水管路内に残留する水の塩素濃度が減少し細
菌の増殖が予想される．また，使用年数とともに管内のバイオ
フィルム形成も危惧される．今回，我々はユニット内の水の従属
栄養細菌検査を実施し，衛生的な水質管理方法を検討した．
【対象と方法】対象は水曜の診療開始前，診療所No.3 ユニットの
タービン注水の水（以後，操作前），及びフラッシング操作を 30
秒実施した後の水（以後，操作後）とした．また適宜建物内蛇口
の水道水も採取した．被検水 0.５ ml を R2A 寒天培地で 20℃，7
日間好気培養し，発育コロニー数を算定し 1 ml 当たりの生菌数
として換算した．また除菌フィルター交換後同様の方法を行っ
た．さらに，簡易浄化装置を用い消毒用エタノールと H2O2
（0.1％）の効果を検討した．なお，本研究は福井県歯科医師会倫

理委員会の承認（承認番号 8）を受け実施した．
【結果】操作前のコロニー数は 238４ CFU／ml，操作後は 992 
CFU／ml であった．フィルター交換後は，操作前は 1616 CFU／
ml，操作後は 800 CFU／ml であった．簡易浄化装置を用いた場
合，エタノール注入（30 分滞留後水道水置換）で 1日後 ５6CFU
／ml，５ 日後 1５20 CFU／ml であった．エタノール注入後さらに
H2O2 を ５ 日滞留させた場合では 162 CFU／ml であった．
【考察】診療開始前の 30 秒のフラッシング操作で厚生労働省基準
（2000 CFU／ml）以下の結果が得られた．また除菌フィルターの
交換によりコロニー数の低減が認められた．エタノールとH2O2
の組み合わせによる洗浄は ５日の非稼働期間後でも，米国疾患管
理予防センター（CDC）基準 ５00 CFU／ml 以下となり有効であっ
た．今後これらの方法に加え，給水管の抗菌チューブ使用を含め
たバイオフィルムへの対応が重要と考えられた．

○味寺 孝治・水島 秀元・大野屋 雅寛・早石 典子・宮本 美紀子・村崎 敏也・多田 伸一郎・三宅 洋・坂野 正仁・齋藤 浩一・梅
田 健吾・岩佐 昌典・佐野 和生・齊藤 愛夫・山本 有一郎
福井口腔保健センター
A bacteriological survey of dental unit water systems
○MITERA KOUJI，Fukui Oral Health Center, Fukui, Japan

1-P-121　歯科用ユニット給水系の細菌調査
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【緒言】2018 年 9 月に「2018 年第 7回スペシャルオリンピックス
日本ナショナルゲーム・愛知」（SO）が開催され，我々は，スペ
シャルスマイルズプログラム（SS）を実施した．今回 SS に参加
したボランティア参加者の意識調査を行う目的で，アンケートを
実施したので報告する．
【対象および方法】2018 年 9 月 22 日，23 日に行われた SS プロ
グラムにボランティアとして参加した 71 名を調査対象とした．
調査項目は，性別，年齢，職業，参加した主なきっかけ，参加す
る前の心境，参加した感想，今後の活動への参加など 13 項目で，
プログラム終了後に，選択式と自由記載式を組み合わせた無記名
式の質問用紙を配布して行った．なお，調査の目的，自由意思の
尊重について説明し，同意の得られたもののみを回収した．
【結果】回収した質問用紙は 6４ 名分で，回収率は 90％であった．
男性より女性の参加者が多く 78％であった．年齢別では 20 代が

33％と最も多かった．職業では歯科衛生士が ４2％，歯科医師
30％，学生 26％であった．参加する前の心境では，「楽しみ」が
6４％，「不安・心配」は 28％であったが，参加した感想において
は「不安・心配」と回答した全員が「よかった」と回答してい
た．参加前後での知的障害のある人の印象は「心のバリアがなく
なった，減少した」と，学生の半数が回答していた．また，今後
もボランティア活動に「積極的に参加したい」と，71％の学生が
回答していた．
【考察】今回の結果より，SS を通して知的障害者と接する機会を
持つことで，ボランティア参加者　特に学生において，障害者に
対する意識の変化が起こっていると考えられた．また，SS の活
動に参加することで，ボランティア活動に対する積極性や知的障
害者への理解が深まり，参加者の障害者歯科に対する理解も深め
る効果が期待される．

○堀部 森崇1）・名和 弘幸1）・楠田 穰2）・高橋 久雄3）・朝比奈 滉直４）・小川 直孝５）・森 幹太５）・森崎 市治郎6）・小笠原 正４）
1）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座，2）スペシャルオリンピックス日本・長崎，3）スペシャルオリンピックス日本，４）松本歯科大学大
学院健康増進口腔科学講座，５）愛知県歯科医師会，6）梅花女子大学口腔保健学科
The 7th Special Olympics Nippon National Summer Games Aichi 2018 -No.3 The questionnaire survey for the volunteers-
○HORIBE MORITAKA，Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University, Nagoya, Japan

1-P-124　�2018 年第 7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知─第 3報　ボランティアへのアンケー
ト─

【緒言】7回スペシャルオリンピックス（SO）愛知が開催され，
スペシャルスマイルズプログラム（SS）として，我々は，歯科
検診およびTBI を実施した．今回 SSに参加したアスリートに歯
科検診を実施したので，その結果について報告する．
【対象および方法】調査対象者は，2018 年 9 月 21,22 日に開催さ
れた第 7回 SO愛知に参加した 389 名の内，SS に参加したアス
リート 383 名（男性 29４ 名／女性 89 名）であった．なお，データ
は匿名化されている情報を用いた．
【結果】検診結果（抜粋）を以下に示す．1．1 日 1 回以上磨いて
いる者の割合は，93.8％であった．2．歯肉炎のある者の割合は，
４6.3％であった．3．口の中の痛みを有するものは，５.1％であっ
た．４．シーラントを有するものは 18.7％であった．５．1 歯以上

の未処置歯を有する割合は 27.2％であった．6．1 人平均 DMF
歯数は ４.５±５.４ 歯であった．
【考察および結論】今回の検診結果を，過去の大会と比較した場
合，1 日 1 回以上磨いている者が増加していた．1 人平均 DMF
歯数と 1 人平均 D歯数は過去 3 大会と比較して減少しており，
過去の SS における啓発活動が一定の効果を上げていると推察さ
れる．一方で，今回，森らが報告する第 ４報（TBI 評価につい
て）を踏まえると，歯磨き回数とプラークの付着量の間に相関を
認めず，歯肉炎のある者の割合が減少していないことより，日々
の歯磨きで口腔清掃が十分にできていない可能性が示唆される．
以上より，SS 時に口腔ケアの重要性について，アスリートのみ
でなく保護者，介助者への指導が重要であると考える．

○堀部 森崇1）・名和 弘幸1）・楠田 穰2）・朝比奈 滉直3）・高橋 久雄４）・森 幹太５）・小川 直孝５）・森崎 市治郎6）・小笠原 正3）
1）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座，2）スペシャルオリンピックス日本・長崎，3）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座，４）スペ
シャルオリンピックス日本，５）愛知県歯科医師会，6）梅花女子大学口腔保健学科
The 7th Special Olympics Nippon National Summer Games Aichi 2018 -No.2 Condition of the athleteʼs oral cavities-
○HORIBE MORITAKA，Department of Pediatric Dentistry School of Dentistry, Aichi-Gakuin University, Nagoya, Japan

1-P-123　�2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知―第 2報　アスリートの口腔内状�
況―
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【緒言】2018 年 9 月に「2018 年第 7回スペシャルオリンピックス
日本ナショナルゲーム・愛知」（SO）が開催された．その中でス
ペシャルスマイルズプログラム（SS）として歯科検診および
TBI を実施した．今回 SS に参加するボランティア歯科衛生士の
TBI が適切に評価することができるよう，アンケート調査を行っ
たので報告する．
【対象および方法】調査対象：実施された SS のうち TBI を担当
し本調査に同意の得られた歯科衛生士 23 名．調査項目：1 就労
状況，2 歯科衛生士経験年数，3 障害者歯科経験の有無，４ 今回
の指導で上手くできた項目の有無，５ 上手くできなかった項目の
有無，6 今後の改善項目で，両日ともプログラム終了後即時回収
した（回収率 100％）．以上から得たデータは，障害者歯科経験
の有無別に分類し，統計学的に検討を行った．なお，調査は無記
名にて行い倫理的配慮を行った．

【結果】1　上手くできた項目は，全ての項目で障害者歯科の経験
の有無に有意差は認めず，「歯ブラシの動かし方」が ５４.５％で最
も多かった．2　上手くできなかった項目についても，全ての項
目で障害者歯科の経験の有無に有意差は認めず，「定期歯科検診
の必要性」「歯みがきの必要性」についての理解が全体の 27％と
最も多かった．3　今後の改善項目としては，「事前説明会の開
催」が ４7.8％で最も多かった．
【考察】知的障がい者に対するTBI は，障害者歯科経験の有無に
関係ないという結果を得た．この背景には，TBI 時間が約 ４ 分
という制限があり，経験の差がでるほどの指導ができなかったの
ではないかと考える．また今後の改善点として「事前説明会の開
催」が約半数を占めていたが，今回事前説明会は行っており，参
加出来なかったスタッフに対し，今後の SS では時間の制約のな
い電子媒体の導入など検討する必要が示唆された．

○宮川 咲枝1）・森 真弓2）・図師 良枝3）・堀部 森崇４）・名和 弘幸４）・森崎 市治郎５）・小笠原 正6）
1）愛知県青い鳥医療療育センター，2）一宮医療療育センター，3）豊田市こども発達センター，４）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座，
５）梅花女子大学口腔保健学科，6）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
The 7th Special Olympics Nippon National Summer Games Aichi 2018 -No.5 Investigation of instruction contents of teeth 
blushing instruction （TBI） in Special Smiles （SS）-
○MIYAGAWA SAKIE，Aichi Prefectural Aoitori Medical and Rehabilitation Center for Developmental Disabilities, Nagoya, Japan

1-P-126　�2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知―第 5報　スペシャルスマイルズ
（SS）TBIの指導内容―

【緒言】2018 年 9 月に「2018 年第 7回スペシャルオリンピックス
日本ナショナルゲーム・愛知」（SO）が開催された．今大会では
アスリートの歯と口の健康増進，生活の質の向上を目的とした
SS も並行して実施しており，今回TBI を実施するにあたり歯磨
きに関するチェックシートを用いてアスリートの歯磨き状況を調
査したので報告する．
【対象および方法】調査対象者は平成 30 年 9 月 22 日又は 23 日に
実施された SS プログラムのうちTBI を実施したアスリート 396
名である．調査方法としては，歯科衛生士により，チェックシー
トの順に質問または指示し，該当するものにチェックをし，即時
回収をした．TBI チェック項目としては歯磨きの状況（問診），
歯ブラシの持ち方，上顎前歯唇側のプラークの付着状態を含む 6
項目とした．なお，データは匿名化されている情報を用いた．

【結果および考察】今回スペシャルオリンピックスに参加したア
スリートの歯磨き状況について調査した結果，約 6割の方が比較
的良好な状況であることがわかった．更にこの 6割の方に対して
日常の歯磨きの状況を比較すると，「自分のみ（61％）」で歯みが
きをしているよりも「介助者による仕上げ磨き（72％）」がされ
ているがよりプラークの付着量が少なかった．さらに介助者が
「親以外」の方が比較的良好な状況であったことから，日常生活
の中で定期的に親に限らず介助者による口腔内チェックを受けら
れる体制が有効であると考えられる．また，アスリートの歯ブラ
シの持ち方と歯の清掃状況については，今回の調査でも，より細
かく動かすことができる「執筆状」の方の清掃が良好な傾向に
あったが，障害の程度により可否があるため，障害の程度や年齢
等を考慮した対応が求められる．

○森 真弓1）・宮川 咲枝2）・図師 良枝3）・堀部 森崇４）・名和 弘幸４）・森崎 市治郎５）・小笠原 正6）
1）社会福祉法人杏嶺会一宮医療療育センター，2）愛知県青い鳥医療療育センター，3）豊田市こども発達センター，４）愛知学院大学歯学部
小児歯科学講座，５）梅花女子大学口腔保健学科，6）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
The 7th Special Olympics Nippon National Summer Games Aichi 2018 -No.4 Evaluation of teeth blushing instruction (TBI) 
in Special Smiles （SS）-
○MORI MAYUMI，Social Welfare Corporation Ichinomiya Medical and Rehabilitation Center for Developmental Disabilities, Aichi

1-P-125　�2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知―第 4報　スペシャルスマイル TBI
の評価について―
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1-P-127　The association of denture satisfaction and OHRQoL in elderly

○Yi-Ching Lin1）・Shun-Te Huang2）・Hsiao-Ling Huang2）
1）School of Dentistry, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Taiwan 
2）Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Taiwan

○Chia-Jen Teng1，2）・Shun-Te Huang3）・Pei-Shan Ho2，4，5）
1）Department of Health, Tainan City Government, Tainan, Taiwan
2）School of Dentistry, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan
3）College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan
4）Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan
5） Division of Medical Statistics and Bioinformatics, Department of Medical Research, Kaohsiung Medical University Hospital, 
Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan

1-P-128　 Factor associated with oral health, oral health-related quality of life and sleep quality of the elderly in 
Southern Taiwan

【Objective】The objectives were to evaluate the association 
between edentate patients’ self-ratings satisfaction and 
OHRQoL after 6 months and 12 months of complete denture 
treatment.

【Methods】This prospective study was conducted in subjects 
aged 65 years and over. All subjects completed questionnaires 
before wearing, 6 months and 12 months after receiving 
complete denture. Information obtained by questionnaire 
included demographic characteristics, patients’ satisfaction 

（including speaking, stability, esthetic, chewing, doctor and 
general dimensions） and OHRQoL （OHIP7T）. The six 
satisfaction dimensions were classified as five cluster groups by 
an analysis of PCA and CA. The improvement of OHRQoL 
were compared among three time points, which are the 
OHIP7T score at before, 6 months and 12 months complete 
denture wearing. 

【Results】There were no statistically significant difference 
among the five satisfaction cluster groups. The “HUS” group is 
the highly unsatisfied in all satisfaction dimensions. And “SDG” 

group is also unsatisfied in most dimensions, but only satisfied 
in the dimensions of doctor and general. After 6 months of 
denture wearing, the significantly statistically less OHRQoL 
improvement was found in “HUS” group, which is only average 
0.75 increasing OHIP score. However, the “SDG” group have 
the significantly statistically largest improved magnitude when 
comparing to the other groups, and the average improved 
OHIP scores is 8.8. Similar patterns among these 5 groups were 
found in the after 12 months comparison, the group of “HUS” is 
the less OHRQoL improvement group, and “SDG” is the most 
improved group whrn comparing to the other satisfaction 
groups. A statistically significant trend was detected in self-
rating satisfaction and OHRQoL in both 6-month and 12-month 
complete denture wearing. 

【Conclusion】The satisfaction to doctor and general dimension 
should be the most important dimensions related to 
improvement of OHRQoL And the affecting effect is persisting 
during the one year follow-up period.

【Objectives】The purpose of this study was to investigate the 
relationship between oral health behavior, oral hygiene and oral 
health status, oral health quality and sleep quality in the elder 
people over 65 years old in the southern county of Taiwan, 
Kaohsiung.

【Methods】A cross-sectional design was conducted. Cluster 
sampling was used to investigate the elder people over 65 
years old. Mental disorder, moderate to severe cognitive 
impairment and disability were excluded. The data collection 
were conducted by oral examination and questionnaire. Every 
participant had an oral examination by the dentist for oral 
health and hygiene status. Researcher face-to-face interviewing 
finished the questionnaire of oral health behavior, oral health-
related quality of life （Geriatric Oral Health Assessment Index, 
GOHAI） and sleep quality （Pittsburgh Sleep Quality Index, 
PSQI）. Finally, there was 777 participant completed the survey.

【Results】The result indicated number of natural teeth were 
associated with plaque index （ab=－1.56, 95%CI=－2.45,－
0.67）, Clean interproximal surface （ab=4.36, 95%CI=2.96, 5.76）. 
the number of functional teeth were also associated with plaque 

index （ab=－2.16, 95%CI=－3.06, －1.26）, Clean interproximal 
surface（ab= 4.75, 95%CI= 3.31, 6.19）. Number of natural teeth 

（ab=0.14, 95%CI=0.09, 0.20）, function teeth （ab=0.14, 
95%CI=0.08, 0.19）, regular dental visit （ab=1.77, 95%CI=0.73, 
2.82） were significantly associated with oral health-related 
quality of life. The sleepy quality was significantly associated 
with oral health-related quality of life （ab=－0.09, 95%CI=－
0.12, －0.06）, especially, psychosocial function （ab=－0.13, 95%CI=
－0.20, －0.05） and pain, discomfort （ab=－0.14, 95%CI=－0.24, 
－0.03） were significant associated to sleep quality.

【Conclusion】The oral health-related quality of life was related 
to sleep quality, epically in psychosocial function and pain, 
discomfort. The number of natural teeth and functional teeth 
also related to oral health-related quality of life. It is 
recommended to maintain good oral health to improve quality 
of life and sleep quality.

　In this study and abstract had considered protecting personal 
information. The data collection also was done anonymously to 
protect personal information.
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　Oral function maintaining is important for the elderly. 
【Objectives】The purpose of this study is to know whether the 
intervention of oral motor exercise training can increase oral 
function in district community elderly subjects.
　The subjects of this study were recruited from Center of 
General Education, Taipei Medical University. The Intervention 
of oral motor exercise would be held at 9：30-10：00 three 
times per week for 3 months. All subjects （N=25） were 
invited to attend oral examination and received oral hygiene 
instruct ion .  Structured quest ionna ire  that  co l l ects 
socioeconomic characteristics is completed by standardized 
personal interview.

　The diadochokinetic rate and oral bite force were used to 
evaluate oral function. Personal information protection was 
considered in this study. 

【Results】After intervent ion ,  there was a s igni f icant 
improvement in the rate of salivary flow （from 4.12 to 4.65 ml/
min） and bite force （from 5.31 to 5 .73 kg/cm2）. The 
diadochokinesis pronunciation rate of PA was significant 
increase after intervention. All the improvements were higher 
in active oral health group than those in control group.

【Conclusions】The results show that the intervention of oral 
fitness improves the bite force and saliva flow rate of elderly 
who had highly intended to approach oral health resource.

○Yung-Kai Huang1）・Yu-An Yang2）・Chia-Hui Chiu3）・Shun-Te Huang1）
1）Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan
2）School of Oral Hygiene, College of Oral Medicine, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan
3）Center of General Education, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan

1-P-130　 The ef fect of oral motor exercise training on elevation oral function in district community elderly 
subjects

【Objective】The number of functional teeth and occlusal 
support teeth are associate with the masticatory function in 
elderly population. We aimed to assess the impact of functional 
teeth and occlusal support on masticatory ability to eat a 
variety of foods in Taiwanese elderly. 

【Method】This cross-sectional survey recruited 1100 adults 
aged ≥65 years old in Kaohsiung city in southern Taiwan. 
People with mental disorder, moderate to severe cognitive 
impairment and difficult language expression were excluded. 
Dental examination was implemented by a dentist. The 
subjective chewing ability was assessed using a face-to-face 
interview questionnaire on perceived difficulty while chewing 
fourteen common foods. Masticatory function was measured 
using color-changeable chewing gum. The Eichner Indices （A, 
B, and C） was based on distribution of occlusal support teeth. 
ANOVA analyzed the differences of perceived chewing ability 

to food types among three groups of Eichner Index in the 
elderly. This survey was approved by the Institutional Review 
Board （IRB） of Kaohsiung Medical University Hospital.

【Result】About 42.2% of participants had fewer than 20 
functional teeth and 27.1% had poor masticatory performance. 
The percentage of participants in each of the three Eichner 
Index groups were 41.2%, 38.3% and 20.6%, respectively. 
Participants who had less than 20 functional teeth were 4 times 
of having poor masticatory performance as that for people had 
more than 20 teeth （46.0% vs. 10.6%）. Compared to Group C 
and B, participants in Group A have a significantly higher 
proportion of answering ‘easy to eat’ to all kinds of food 
including fruit, vegetable, seafood and meat （all P＜0.001）. 

【Conclusion】Special consideration should be given to 
community elderly who are less than 20 functional teeth, loss of 
occlusal support teeth and poor masticatory function.

○Pei-Chen Lin・Ting-Yu Lu・Shun-Te Huang・Hsiao-Ling Huang
Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Taiwan

1-P-129　 The impact of functional teeth and occlusal support on masticatory ability in community dwelling elderly 
people in Taiwan
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【Background】Schizophrenia is a costly disease although it is 
not a high prevalence disorder. People with schizophrenia face 
faster ageing and have shorter life expectancy, when compared 
with ordinary people. If they have poor oral function, it may 
cause negative impacts on the overall health and needs for 
medical attention. Based on an exhaustive literature search, the 
concept of overall oral functions is virtually nonexistent in 
previous studies. 

【Purpose】This study was conducted to investigated the oral 
function status of PS and explored the correlation and impact 
between oral functions and physical function of PS. 

【Methods】Study approval was obtained from the Human 
Experiment and Ethics Committees of Kaohsiung Medical 
University （Protocol number: KMUHIRB-SV（II）-20180030）. 
This was a cross-sectional study. Four hundred and fifty-seven 
eligible PS aged and/or more than 35-year olds from 6 out of 9 
mental nursing homes in Kaohsiung and Pingtung. We collected 

the data of oral examination, oral function evaluation and 
physical function. There were 381 participants. Oral 
examinations were performed based on the criteria from the 
WHO, 2013. Evaluation of oral functions were performed 
according to the criteria of the position paper Japanese Society 
of Gerodontology in 2018.

【Results】The subject population consisted of 58.53% male and 
41.47% female with mean age of 57.96 years old. 89.24% of 
participants were diagnosed oral hypofunction. The top 3 
diagnoses of the oral hypofunction prevalence were decreased 
tongue-lip motor function （100.00%）, poor oral hygiene 

（91.28%） and decreased tongue pressure （69.61%）. The main 
risk factors related to physical function of PS are age, male, 
decreased tongue pressure and decreased tongue-lip motor 
function of ‘pa’ syllables.

【Conclusion】Physical function was significantly associated 
with tongue and tongue-lip motor functions among PS.

○Hsiu-Yueh Liu1）・Kazuaki Harada2）・Kun-Jung Hs3，4）・Ching-Teng Yao5）・ Shun-Te Huang6）・Szu-Yu Hsiao6）
1）Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan
2）Kyushu Dental University, Fukuoka, Japan
3）School of Dentistry, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan
4）Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital, Kaohsiung, Taiwan
5）Master Program of Long-Term Care in Aging, College of Nursing, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan
6）Division of Children and Special Care Dentistry, Department of Dentistry, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan

1-P-132　Oral function among people with schizophrenia in Taiwan

　In the process of aging, the function gradually decline. To 
maintain sufficient activity to support daily activities is 
necessary, it is important to have oral swallowing to gain 
adequate nutrition. Oral hygiene, oral function and general 
health are closely related to self-care ability for the elderly, 
enhancing their awareness of oral hygiene and promoting oral 
function can not only increase oral health care but improve 
their eating and swallowing functions.
　This project invited experts with oral hygiene background to 
conduct community oral health promotion education 
propaganda targeting at elderly people in daycare centers. 
Used the post-test questionnaire to find out whether the 
participants understand the health education content.
　Overall, 27 health education events were held in Taiwan, 
there were 623 elders and their families participated. 78.8% 
were Hoklo, 10.3% were Hakka, and aboriginal people 
accounted for 6.2%, mostly from eastern Taiwan. During the 
field, we found that aboriginal can respond to the daily 
greetings, the introduction of the education, and the activities 

before the class. However, the aboriginal mostly use the mother 
tongue when they communicate with each other. The health 
education is conducted in Chinese or Taiwanese. Although the 
speakers had slowed down and repeated lectures, the post-test 
still needed help. Because of language barrier, the cognition of 
the aboriginal is significantly lower than other places, and it 
could be speculated that the aboriginal content for the 
propaganda poor understanding.
　It is necessary to promote oral health for the elderly, but it 
have to overcome language barriers. If we want to conduct 
health education in the aboriginal area, it need to configure 
translators. Train the Lay Health Advisors who have similar 
language and living habits to the Aboriginal elders. LHA uses 
the same language to educate the elders and improve the 
understanding of the elders.
　The data collection of this study was conducted by 
anonymous questionnaire and presented in the group status, 
without any doubts about leaking personal information.

○Tzu-Yun Huang・Shun-Te Huang・Hsiao-Ling Huang
Department of Oral Hygiene, College of Dental Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan

1-P-131　Elderly oral health education in Taiwan day care and community center
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　Fluoride can be said to be the most ideal remineralizing 
agent ever established. The fluoride varnish, which is widely 
used as a professionally applied topical fluoride, has proven its 
effectiveness and stability. However, the problem is that it is 
not possible to maintain proper fluoride concentration in the 
oral cavity for a long time, as texture and taste of fluoride 
cause children to refuse and fluoride is easily washed away by 
chewing and brushing. To solve these problems, many studies 
have been conducted on the new fluoride transfer system. In 
the Department of Pediatric Dentistry, Chosun University, 5% 
NaF-PVA tape that attaches to teeth by adding fluoride to 
polymer film was developed.
　The NaF-PVA tape reported the anti-demineralization effect 
comparable to that of fluorine varnish, and showed the 

possibility of a new fluoride transfer agent in the effect of 
remineralization using surface microhardness and QLF. The 
treatment of hypersensitivity was also demonstrated by the 
advantages of continuous fluoride release. So far, studies have 
demonstrated the efficacy of 5% NaF-PVA tape on tooth, but 
lack of research on stability and bacteria. Therefore, tests of 
cytotoxicity and antimicrobial properties have been being 
conducted. The test of antimicrobial properties was carried out 
by forming a biofilm on the surface of bovine teeth and then 
forming S.mutans on the biofilm. The cytotoxicity test was 
performed using MTT assays designed for human skin cell line 

（keratinocyte, fibroblast） and human gingival cell line（epithelial 
cell）. We will discuss the results of the 5% NaF-PVA tape to 
date and what to do next.

○Ji-woong Kim・Nan-Yong Lee・Sang-Ho Lee・Myoung-Kwan Jih
Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Chosun University, Gwangju Republic of Korea

1-P-134　Study on cytotoxicity and antibacterial effect of adhesive film containing 5% sodium fluoride

　In a child with a disability, there is a high possibility of saliva 
contamination due to the difficulty of using rubber dam and the 
restriction of communication in the restoration of composite 
resin. One-step self-etching adhesives can be useful in 
simplifying the procedure for such patients. However, studies 
related to saliva decontamination of one-step self-etching 
adhesives are controversial . To evaluate the effect of 
decontamination procedures on the microtensile bond strength 
of one-step self-etching adhesives to primary-teeth dentin. 
Sound primary-posterior teeth were randomly divided into 
three groups according to the adhesive used. Each group was 
further randomly categorized into seven subgroups；（1） 
adhesive applied without saliva contamination （control）；teeth 
contaminated with saliva （2-4） before and （5-7） after 
photopolymerization and decontamination; （2,5） drying; （3,6） 

washing and drying; （4,7） washing, drying, and reapplication of 
adhesive. The microtensile bond strength was significantly 
higher for subgroups （1）, （4）, and （7）, which used the 
Scotchbond™ Universal Adhesive and All-Bond Universal. 
When using TetricⓇ N Bond Universal, the microtensile bond 
strength was significantly higher for （1） and （4） than for （2）, 

（3）, （5）, and （6）. If saliva contamination occurs, reapplication of 
the adhesive is recommended after washing and drying. One-
step self-etching adhesives, which are simple to use, lead to 
shorter operations, decrease the possibi l ity of sal iva 
contamination, and are less sensitive to moisture contamination, 
can be beneficial in a child with a disability. Our results suggest 
the reapplication of the adhesive after washing and drying, if 
saliva contamination occurs.

○Younghyun Ahn・Junhee Lee・Jonghyun Shin・Eungyung Lee・Taesung Jeong
Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Pusan National University, Republic of Korea

1-P-133　Effect of saliva decontamination on bond strength of one-step self-etching adhesives to primary dentin
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　The aim of this study was to determine the factors 
contributing to the barrier of dental treatment for special needs 
patients perceived by the main caregivers of the patients. A 
questionnaire was developed with three parts: patient-related 
factors, caregiver-related factors, and factors for treatment 
barriers. Patient- and caregiver-related factors were analyzed 
for correlations with the barrier factors with anonymization of 
personal information. Fisher’s exact test and Chi-square test 
were used at the level of 0.05. A total of 52 caregivers （mean 
age ［SD］=50.2 ［11.5］ years） for the patients with intellectual 
and cognitive disabilities （mean age ［SD］=38.9 ［21.3］） 
responded to the questionnaires. Oral hygiene status, need for 
assistance in tooth brushing, and cooperation for tooth brushing 
were correlated with the level of treatment cooperation of the 

patients （p＜0.05）. The above three factors were also 
correlated with the treatment barrier despite patients 
presenting oral symptoms （p＜0.05）. Two thirds of the 
caregivers felt the treatment cost as severe or a considerable 
financial burden. For patients, insurance types and need for 
assistance in tooth brushing, and for caregivers, education 
levels and financial status were significant factors contributing 
to financial burden （p＜0.05）. There were background factors 
of the patients and their caregivers associated with access to 
dental treatment for special needs patients. Deficient 
cooperative skills and financial burdens were the main 
obstacles to treatment access. Tooth brushing skills and oral 
hygiene status can be proxy measures to cooperative ability for 
dental treatment.

○Juhea Chang
Special Care Clinic, Seoul National University Dental Hospital, Korea

1-P-136　Treatment barriers of special needs patients―consideration from the perspectives of caregivers

【Objectives】The purpose of this study was to evaluate the 
change of oral health mentally disabled people according to 
visiting oral health care. We accessed the mentally disabled for 
four weeks to provide professional maintenance care, non-
surgical periodontal treatment and additional tooth brushing. 
Changes in periodontal health were estimated via follow-up 
check. We aimed for basic survey for building direction and 
system of visiting dental health care services.

【Materials and Methods】This research was carried out after 
getting approval by institutional review board （IRB No. 
S-D20160014）. In this study, oral health survey was conducted 
by WHO basic methods, patient hygiene performance index 

（PHP）, gingival index. An attending dentist and dental 
hygienist carried out the visiting dental health care service. 
Total participants with mental disability were 80 persons 
consisted with control group and experimental group. In order 
to confirm calculus deposition rate in the experimental group, it 

was the reformation rate of dental calculus on mandibular 
anterior teeth that was confirmed at 4, 8 weeks after the 
discontinuation of visit dental health care management. 
Personal information of all participants was anonymized.

【Results】It was confirmed that the PHP index of experimental 
group had an initial value of 3.54, decreased significantly by 2.97 
at 2 weeks, and maintained at 2.77 at 4 weeks （p＜0.05）. On the 
other hand, in the control group, there were no significant 
changes. Gingival index of experimental group 2.62, decreased 
significantly by 2.02 at 2 weeks, and 1.49 at 4 weeks （p＜0.05）. 
On the other hand, in control group, there were no significant 
changes. Also, in experimental group reformation rate of dental 
calculus 30.76% at 2 weeks, 66.67% at 4 weeks.

【Conclusion】This study showed that continuous oral health 
management improves periodontal health of disabled persons, 
and It has been confirmed that continuous oral health 
management for the disabled is necessary.

○ Jae Young Lee1，2）・Gyo Rin Lee1）・Kyung Cheol Lim1）・Hye Ran Paik2）・Bo Hyoung Jin1）・Young J Kim3）
1）Department of Preventive and Public Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, Seoul, Republic of Korea
2）Dental Research Institute, Seoul National University, Seoul, Republic of Korea
3）Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, Seoul, Republic of Korea

1-P-135　 Short-term effect of visiting dental health management for the mentally disabled persons on periodontal 
health



380

　Oral self-injurious behavior （SIB） can be defined as the 
intentional, direct injuring of oral tissue, most often done 
without conscious suicidal intent. Chronic biting of oral mucosa 
is an innocuous self inflicted injury, commonly seen in children 
suffering from developmental and psychological problems. This 
report discusses a case that presented with oral SIB with 
quadriplegia and the effect of posterior bite block （PBB） on 
stimulating the healing process. 
　Orofacial self-mutilation resulting from the teeth is managed 
with several modalities. Behavior management, treatment with 

medicine, intra-oral appliance, and extraction of primary and 
permanent teeth are frequently advocated as a solution. The 
mere extraction of the incisors, however, has not proven 
effective in preventing further self-injury. Therefore, the 
removal appliance was thought to be the best solution in this 
study. Clinicians should be well aware of the possibility of oral 
SIB in various mental disorders. Moreover, proper treatment 
modalities or support should be prioritized according to the 
patients, with consideration of patient behavior, dietary method, 
oral hygiene, health condition and age.

○Hyeonmin Cho・Ik-Hwan Kim・Chung-Min Kang・Jae-Ho Lee
Department of Pediatric Dentistry, College of Dentistry, Yonsei University, Seoul, Republic of Korea

1-P-138　The effect of posterior bite block on oral self-mutilation in a quadriplegic patient

　The purpose of this study was to examine the state of the 
articles in the Journal of Korean Association for Disability and 
Oral Health. All the papers in the Journal of Korean Association 
for Disability and Oral Health of 2005 to 2018 were analyzed. A 
total of 181 papers were classified according to its type, field of 
the study, school, the number of authors, references, and 
written language. All patients reveived consent and the 
personal information protection was considered. According to 
the type of the paper, 38（21.0%） were original articles, 12

（6.6%） were review articles, 124（68.5%） were case reports 
and 7（3.9%） were others. In relation to the field, the most 
were pediatric dentistry. According to author’s school, some 

schools showed preponderances. As to the number of 
researchers, the most common number of researchers was four 

（39 articles, 21.5%）, and the number of the articles written by 
six （37, 20.4%） was similar to that of the articles written by 
three and five （28, 15.5%）. As for the number of references, 
this number ranged from minimum 0 to maximum 40, and the 
average was 14.8. Regarding the language of the articles, 
English was used in 5 articles （2.8%）, and Korean was used in 
176 articles （97.2%）. Thirty-nine （21.5%） papers were done in 
collaboration with workers of the other field. The efforts of this 
study was to provide useful information of the journal and the 
development of research in Special care dentistry.

○Woojin Kwon・Ik-Hwan Kim・Chung-Min Kang・Je Seon Song
Department of Pediatric Dentistry, College of Dentistry, Yonsei University, Seoul, Republic of Korea

1-P-137　The research trends of papers in the Journal of Korean Association for Disability and Oral Health
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　Disabled patients suffer from functional and physical 
disorders, resulting in various poor intraoral conditions. They 
also suffer from financial difficulties due to inevitable 
unavailability or performance limitation of economic activities. 
Therefore, this plays a major factor in planning and performing 
dental treatments.
　In my case study, a patient with severe alveolar bone 
resorption was admitted with all his teeth on the right side of 
the upper jaw missing. At the same time, only three teeth 
remained on the left side of the upper jaw. The patient had a 
medical history of hemiplegia due to cerebral hemorrhage, and 
this made the patient to prefer implant to partial denture. Since 
the patient was not able to manage the cost of implants, I had 
to come up with a completely new method. The patient gave 

written informed consent. 
　Overall, I designed the denture as a form of overdenture on 
the right side of the upper jaw and as a form of partial denture 
on the left side. This method provided stability of RPD and 
prevented alveolar bone resorption. Most of all, the cost came 
at a reasonable price, and all these factors subsequently led to 
an increase in patient satisfaction.
　Customized treatment for disabled patients who have 
complicated and diverse oral conditions and low financial 
availability is a vital and realistic solution to planning and 
performing dental treatments. As a dentist performing dental 
treatments for disabled patients, I feel a great sense of duty to 
conduct such research to produce higher patient satisfaction. 

○Mikyung Kim1）・Kee-Yeon Kum1,2）
1）Seoul Dental Hospital for the Disabled, Republic of Korea
2）Seoul National University School of Dentistry, Republic of Korea

1-P-140　Prosthetic treatment customized for specific situations of disabled patients

　Lesch-Nyhan syndrome is a rare X-linked recessive genetic 
disorder. During purine metabolism, the hypoxanthine guanine 
phosphribosyl transferase （HGPRT） enzyme is deficient 
causing phosphoribosyl transferase to accumulate and resulting 
in excessive uric acid.
　Clinical symptoms include hypercalcemia, choreoathetosis, 
spasticity, mental retardation, and self-injury to lips, tongue or 
fingers. This results not only in pain caused by the self-injury 
but also secondary infection of the wound site and the esthetic 
damage of the soft tissue defect.

　Dental treatments include conservative methods using 
intraoral appliances such as soft mouthguards, fixed lip 
bumpers, and occlusal guards, and invasive methods such as 
extraction of all teeth or forming an artificial anterior open bite.
　We report two cases of Lesch-Nyhan syndrome patients 
with self-mutilation behavior; one was treated with a 
preservative method using a soft mouthguard, and the other 
was treated with extraction of all teeth. Both cases obtained 
the consent of the patient's caregiver.

○Won-Seok Choi・Sang-Ho Lee・Nan-Young Lee・Myeong-Kwan Jih
Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Chosun University, Gwangju, Republic of Korea

1-P-139　 Management of Lesch-Nyhan syndrome patients with self-mutilation behavior using their teeth：Case 
reports
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　Cerebro-costo-mandibular syndrome （CCMS） is a rare 
syndrome characterized by severe micrognathia, multiple 
posterior rip gaps with narrow thorax. Palatal anomalies, 
airway obstruction, glossoptosis and scoliosis are common. And 
additional anomalies such as defect of heart, kidney, hearing 
disorder, and mental retardation can occur. The aim of this 
report is to present the clinical and radiologic features of an 
adult CCMS patient under the patient’s consent of case 
presentation.
　A 35-year old female patient visits our dental hospital, with 
the complaints of retruded mandible, large overjet, and 
crowding on upper incisors. She received soft palate surgery at 
infancy and spinal surgery for severe scoliosis about twenty 
years ago. In clinical examination, anterior open bite and 
narrow maxil lary dental arch was observed. Lateral 

cephalogram showed micrognathia with vertical facial growth 
pattern, retruded tongue position, and narrow airway. In cone-
beam computed tomography, hypoplasia of both condyles was 
observed, however there was no sign of degenerative joint 
disease. In posteroanterior chest radiograph, severe scoliosis 
was identified, however a gap sign of the posterior rib were not 
detected. 
　Cerebro-costo-mandibular syndrome requires various 
imaging tools for a diagnosis and treatment planning. Primarily, 
thoracic radiography is required for definite diagnosis in 
growing patient. Lateral cephalogram and cone-beam 
computed tomography are useful to analyzing the maxillofacial 
feature of CCMS patient and treatment planning. However, in 
adult, the rib gap in CCMS could not be detected due to its 
ossification.

○In-Woo Park1）・Jae-Jun Kim2）・Bong-Kuen Cha2）・Dong-Soon Choi2）・Insan Jang2）
1）Department of Oral & Maxillofacial Radiology, College of Dentistry, Gangneung-Wonju National University, South Korea
2）Department of Orthodontics, College of Dentistry, Gangneung-Wonju National University, South Korea

1-P-142　Cerebro-costo-mandibular syndrome in an adult：A case report of clinical and radiologic features

　Lennox-Gastaut syndrome （LGS） is characterized by 
epileptic encephalopathy of multiple seizure types and mental 
retardation or regression. Most of patients with LGS require 
general anesthesia for dental treatment due to uncontrolled 
behavior. To prevent prolonged recovery and complications 
related to deep general anesthesia, it is important to maintain 
an adequate level of anesthesia. However, the Bispectral Index 

（BIS） sometimes gives erroneous values in patients with 
neurologic disorders. We present a case of a wide range of 
fluctuating BIS values during general anesthesia in LGS 
patients. 
　In this case, multiple caries of a 6-year-6-month old boy with 
LGS was treated under sevoflurane anesthesia. He had multiple 
primary teeth which needed caries treatment involving pulp 

treatment and primary central incisors to be extracted. As 
soon as general anesthesia was induced, we applied the BIS 
sensor to his forehead and monitored BIS values. However, BIS 
values fluctuated abruptly and irregularly in the range of 60 to 
80. There was no tendency for the BIS values to remain stable 
during sevoflurane anesthesia. 
　BIS values have been widely used to monitor anesthetic 
depth. Its efficacy as anesthetic depth monitor has been 
extensively investigated in numerous literatures. However, 
there is a possibility that BIS values in patients with brain 
disorders may be erroneous since the BIS value is derived from 
normal electroencephalogram. Serious consideration should be 
given when monitoring the depth of anesthesia with BIS values 
in patients with abnormal findings on the EEG.

○Jieun Kim1）・Teo Jeon Shin2）
1）National Dental Care Center for the Person with Special Needs, Republic of Korea
2）Department of Pediatric Dentistry, Seoul National University Dental Hospital, Republic of Korea

1-P-141　Erroneous bispectral index under general anesthesia in Lennox-Gastaut syndrome patients
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【Aim】The purpose of this poster presentation is to describe 
the interesting aspects of dental treatment of a pediatric 
patient with Moyamoya disease （MMD） who presented with 
early childhood caries and dental fear, and the challenges to 
maintain the oral health of a patient undergoing complex 
medical treatment.

【Case Report】A 4-year-old boy with MMD visited Seoul 
National University Dental Hospital complaining of dental 
caries. Clinical and radiographic examination revealed multiple 
carious teeth. The patient was anxious and uncooperative, and 
was treated with full coverage crown restorations for posterior 
teeth and composite restorations for anterior teeth under 
general anesthesia. 

【Discussion】MMD is a rare progressive disease of the 
proximal cerebral blood vessels having unknown cause, which 
is strongly associated with genetic factors. MMD is commonly 
found in East Asian countries such as Japan, China, and Korea. 
MMD tends to affect children between the ages of 5 and 10 

years, and adults in the third to fourth decades of life.
　MMD is characterized by narrowing of the internal carotid 
artery, middle and anterior cerebral arteries leading to 
irreversible blockage of the main blood vessels to the brain. 
The disease signs include stroke or mini-strokes, paralysis of 
part of the body, disability, or loss of consciousness. The 
dentists should consider the management plans for reducing 
the risk of strokes.

【Conclusions】The management of patients with MMD need a 
multidisciplinary health care with good communication between 
the patient’s physician, neurologist, anesthesiologist, and 
pediatric dentist to provide a safe and efficient comprehensive 
care. Dental treatment under general anesthesia might be 
considered for uncooperative and very anxious children who 
are diagnosed with MMD. Complete coverage restorations 
might be the treatment of choice for the patients with MMD. 
Written informed consent was obtained from his legal guardian 
for the study.

○Mohammad Mahmoud Alkeshan1，2）・Ji-Soo Song1）・Teo Jeon Shin1）・Hong-Keun Hyun1）・Jung-Wook Kim1）・Sang-Hoon 
Lee1）・Ki-Taeg Jang1）・Young-Jae Kim1）

1）Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, Republic of Korea
2）Ministry of Health, Makkah, Saudi Arabia

1-P-144　Dental treatment in a child with moyamoya disease

【Aim】The purpose of this presentation is to describe the 
interesting aspects of dental treatment of patients with 
congenital nephrotic syndrome （CNS） through consultation 
with nephrologists regarding the specific considerations for 
preventing complications in dental practice.

【Case Report】Two sisters of 11 and 12 years old with CNS 
visited Seoul National University Dental Hospital for dental 
treatment before kidney transplantation They had poor oral 
hygiene with calculus deposit at lower anterior teeth, and. 
multiple primary teeth, which are about to exfoliate, needing 
extraction. Nephrologists prescribed prophylactic antibiotics 1 
hour before dental treatment. Dental treatment was scheduled 
on the day after hemodialysis. Written informed consent was 
obtained from their legal guardian for the study.

【Discussion】CNS is a rare kidney disorder characterized by 

heavy proteinuria, hypoproteinemia, and edema starting soon 
after birth. The majority of cases are caused by genetic defect 
such as methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms, 
at C677T and A1298C, as heterozygous, homozygous, or with a 
compound heterozygous state, which shows different 
association with chronic renal failure requiring hemodialysis. In 
children, CNS can elicit a wide spectrum of oral manifestations 
in the soft and hard tissues. Bleeding, altered drug metabolism, 
impaired immune function, and an increased risk of orally 
induced bacterial endocarditis are important features that 
require attention.

【Conclusions】Oral hygiene improvement with professional 
care can be useful to maintain the good oral and systemic 
condition during hemodialysis and even after kidney 
transplantation for patients with CNS.

○Al Jaffar Eman1，2）・Ji-Soo Song1）・Teo Jeon Shin1）・Hong-Keun Hyun1）・Jung-Wook Kim1）・Sang-Hoon Lee1）・Ki-Taeg 
Jang1）・Young-Jae Kim1）

1）Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, Republic of Korea
2）Ministry of Health, Eastern Province, Saudi Arabia

1-P-143　Dental management of patients on dialysis with congenital nephrotic syndrome
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【Background】This research wil l provide specif ic data 
regarding the dose needed to achieve propofol effect site 
concentration using target-controlled infusion between 
intellectual disabled patients. This information will provide 
clinically useful data on patient with different kinds of 
intellectual disability treated by deep sedation using propofol in 
the dental environment. 

【Methods】Having been approved by the IRB No. S-D20190002 
of Seoul National University School of Dentistry, we reviewed 
all charts of patients receiving propofol by use of target-
controlled infusion for deep sedation. To provide an adequate 
deep sedation state, we adjusted the target concentration of 
propofol according to the state of unconsciousness through BIS, 
patient stimulus response and vital signs monitoring according 
to condition of dental treatment. 

【Results】The study was conducted on 138 patients, classified 
according to the type of mental disability they suffered：51 of 
Mental Retardation, 36 of Autism, 30 of Brain lesion, 12 Genetic 
diseases, 9 of Dementia. In the case of propofol stabilized 
dosage, the values of each group were: mental retardation 3±
0.5（2-4）µg/ml, autism 3.1±0.7（2-5）µg/ml, brain lesion 2.8±0.7

（1.5-5）µg/ml, genetic disease 2.9±0.9（1-4）µg/ml, dementia 2.3
±0.7（1-3.4）µg/ml, being statistically significant the group of 
dementia requiring lower dose than the other groups.

【Conclusions】We can conclude that the dose needed to reach 
the effect-site of propofol by target control infusion in dementia 
group is lower than other groups of intellectual disabilities.

　The personal information protection was considered.

○Keyling Sthefani・Salinas Salmeron・Hyun Jeong Kim・Kwang-Suk Seo
Department of Dental Anesthesiology, Seoul National University, Seoul, South Korea

1-P-146　 Effects site concentrations of propofol using target controlled infusion （TCI） in dental treatment under 
deep sedation between intellectual disability types

　Anticonvulsants used as a remedy for epilepsy cause gingival 
enlargement as an undesired effect. Phenytoin is the most well-
known anticonvulsant to induce gingival enlargement. As an 
alternative, sodium valproate is considered, which is less 
frequent but causes gingival enlargement.
　These are case reports of two patients with the consent of 
the guardian and suffered from drug-induced gingival 
enlargement due to anticonvulsants.
　The first case was a 13-year-old girl who was referred for 
gingiva enlargement. She had Lennox-Gastaut syndrome and 
was taking anticonvulsants. The gingiva of the whole dentition 
was overgrown and covered entire crowns of all teeth. 
Gingivectomy under general anesthesia was planned. Gingival 
enlargement has become improved than before, but severe-to-
moderate gingival enlargement still remained due to her 
intractable epilepsy.
　The second case was a 11-year-old boy who was diagnosed 

with pachygyria scoliosis and has been taken sodium valproate. 
He had severe generalized fibrous gingival enlargement with 
poor oral hygiene. Because gingival enlargement was firstly 
judged to be a drug induced hyperplasia, drug change was 
considered, however, the plan was rejected by the physician. 
Because dental home care and education is limited due to 
intellectual disability of the patient and his guardian, short 
interval follow up was planned to enhance the oral hygiene. 
Despite of regular intensive professional tooth cleaning, the 
gingival status did not improve remarkably.  
　In conclusion, when gingival enlargement induced by 
anticonvulsants, changing the medication should be firstly 
considered if it is possible. Besides, it is very important for the 
patients to take regular check and a professional tooth cleaning, 
and for guardian to take oral hygiene instruction to improve 
oral status.

○Mi So Lee・Yeon-Mi Yang・Jae-Gon Kim・Dae-woo Lee
Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Chonbuk National University, Jeon-ju, Korea

1-P-145　Dental management of gingival overgrowth in children on antiepileptic drug therapy：Case reports
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2-P-001　核内レセプター Nr1i2が骨芽細胞遺伝子を制御する

○藤川  順司・佐伯  直哉・笠川  あや・下田  麻央・赤松  由佳子・安藤  早礎・和田  真美・安田  美貴子・玉田  明英・秋山  茂久
大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
Identification of tooth skeleton formation expression control enhancer in murine Trps1 proximal promotor region
○FUJIKAWA JUNJI，Division of Special Care Dentisty, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

○佐伯  直哉・藤川  順司・赤松  由佳子・下田  麻央・笠川  あや・関根  伸一・秋山  茂久
大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
Nr1i2 regulates osteoblast differentiation
○SAEKI NAOYA，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

2-P-002　転写抑制因子 Trps1における歯・骨格形成発現制御エンハンサーの探索

【目的】Nr1i2（PXR）は核内受容体でありその遺伝子欠損マウ
スは骨格の異常を示す．しかし，骨芽細胞自律的な Nr1i2 の役割
は未だ不明な点が多い．今回，Nr1i2 の骨芽細胞分化に対する作
用を検討するため，骨芽細胞に Nr1i2，リガンド結合部位を欠失
させた Nr1i2（DN-Nr1i2）を発現させ，分化の影響を検討した．

【方法】骨芽細胞はマウス頭頂骨から酵素処理により調整した．
マウス Nr1i2，DN-Nr1i2 遺伝子を用いてレトロウイルスを調整
した．遺伝子発現はリアルタイム PCR および Affymetrix Gene 
Chip を用いて行った．

【結果】骨芽細胞の培養に通常の血清を用いると，Nr1i2 により
石灰化の抑制が見られたが，DN-Nr1i2 を発現させた細胞では石
灰化の亢進が見られた．活性炭処理した血清を用いると，Nr1i2，
DN-Nr1i2 ともにコントロールと比べ石灰化に対する影響はほと
んど見られなかった．通常の血清を培養に用いると，Nr1i2 の核

への局在が約 20％の骨芽細胞で見られたが，活性炭処理した血
清では 3～5％と Nr1i2 の核局在は有意に低下していた．通常血
清と活性炭処理した血清を用いて Nr1i2 により変動する遺伝子を
マイクロアレイで検討したところ，通常血清と Nr1i2 の組み合わ
せでのみ発現が低下する遺伝子として Gli1 や Hhip などが見出さ
れた．Nr1i2 を発現させた培養骨芽細胞に Smo アゴニストを作
用させると石灰化のレスキューが見られた．全動物実験は大阪大
学歯学研究科動物実験委員会の承認の下（承認番号：動歯-27-
007-0），遺伝子組み換え実験は大阪大学遺伝子組替え実験安全委
員会の下（承認の下：4080）で行った．

【考察】通常血清中の因子に Nr1i2 が結合することで骨芽細胞の
分化を制御していることが示唆され，その機序として Nr1i2 によ
るヘッジホッグシグナル伝達の低下が考えられた．

【結論】Nr1i2 は骨芽細胞分化を制御する．

【目的】Trichorhinophalangeal Syndrome（TRPS：毛髪鼻指骨
症候群）は先天的に毛髪，顔貌，指節骨に異常を示す疾患であ
る．この疾患の原因として転写抑制因子 TRPS1 遺伝子の変異が
多くの患者で認められている．以前我々はマウス Trps1 遺伝子
転写開始部位上流に関節軟骨に関する発現制御エンハンサーが含
まれ，TRPS の表現形に関与する可能性を報告した 1）．今回，
TRPS 患者に歯や骨格形成の異常も認められることからそれらの
部位に関する発現制御エンハンサーが Trps1 遺伝子転写開始部
位上流に含まれるか検討した．

【方法】マウス Trps1 遺伝子転写開始部位上流約 4kb の下流に
Cre リコンビナーゼを配置したコンストラクトを作製（Trps1-
Cre）しトランスジェニックマウスを作製した．さらに，Cre レ
ポーターマウスと交配させ，Cre が発現している（もしくはした）
細胞を X-gal 染色にて可視化した．全ての動物実験は大阪大学

歯学研究科動物実験委員会の承認の下（承認番号：動歯-30-8-
0），遺伝子組み換え実験は大阪大学遺伝子組み換え実験安全委員
会の承認の下（承認番号：4288）で行った．

【結果】歯に関しては切歯では限局した活性が見られたが臼歯で
はほとんど見られなかった．顎関節におけるエンハンサー活性は
見られなかったのに対して，他部位では耳小骨においてツチ骨，
キヌタ骨には限局した活性が見られた．

【考察】遺伝子は切歯，臼歯ともによく似た発現様式を示すこと
が知られている．しかし，今回の結果から切歯と臼歯における遺
伝子発現が異なる制御を受けていることが示唆された．

【結論】マウス Trps1 遺伝子転写開始部位上流約 4kb に切歯特異
的エンハンサーが含まれることが示唆された．

【文献】1）藤川順司，村上旬平，他：転写抑制因子 Trps1 にお
ける発現制御エンハンサーの探索，障歯誌 2014；35：479（抄）．
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【目的】グラスアイオノマー（GI）は，その接着性が水分による
影響を受けにくい材料として防湿が困難な症例での使用が推奨さ
れている 1）．弊社では手練和が不要なオートミックスタイプの
GI である Fuji Automix LC（FA）を昨年米国で発売した．本研
究では，被着面が唾液に汚染された場合の接着強さについて，
FA とコンポジットレジン（CR）を比較することを目的とした．

【方法】FA 及び CR 製品 A を本研究に使用した．抜去牛歯を
120 番耐水研磨紙で研磨した後，キャビティコンディショナー

（GC）又はボンディング材製品 B を適用した．ここで唾液汚染
（Slv）群では処理面にヒト唾液を塗布した．内径 2.38mm 高さ
1mm のシリコン型を設置し，各材料を充填して光照射した．試
験体は 37℃ 90％RH で 1 時間静置し，さらに 37℃水中で 23 時間
保管した後，せん断接着試験に供した（n＝8）．

【結果】FA の接着強さは対エナメル質 19.2（2.2）MPa，Slv 群
16.5（5.7）MPa， 対 象 牙 質 14.3（3.7）MPa，Slv 群 13.7（3.7）

MPa となり，唾液汚染の有無で有意差は無かった．一方，製品
A では対エナメル質 26.9（5.1）MPa，Slv 群 7.2（1.6）MPa，対
象牙質 28.6（6.2）MPa，Slv 群 10.6（4.1）MPa であり有意に低
下した．

【考察】GI は水を媒介とした酸-塩基反応によって硬化し，また
接着性はイオン結合によるため唾液汚染の影響を受けにくかった
ものと推察された．一方 CR は主に疎水性の成分からなるため，
ボンディング処理後の被着面が水分で汚染されてしまうと接着が
阻害され，その結果接着強さが顕著に低下したものと推察され
た．

【結論】FA は被着面が唾液で汚染されても接着性が低下しにく
いため，防湿が困難な症例においては CR に対して優位性がある
ことが示唆された．

【文献】1）日本歯科保存学会編：う蝕治療ガイドライン．第 2
版，永末書店，2013．

○田中  宏冶
株式会社ジーシー
Effect of saliva contamination on the bond strength of new automix-type glass ionomer filling material
○TANAKA KOJI，GC Corporation

2-P-004　新規オートミックスタイプグラスアイオノマー充填材における唾液汚染による歯質接着性への影響

【緒言】 障 害 の あ る 人 に お い て 歯 周 病 罹 患 者 は 多 い．
Porphyromonas gingivalis（P. gingivalis）を含む Red Complex
は病原性が高いことが知られており，P. gingivalis の存在を確認
することは歯周病の予防および治療に有用といえる．しかしなが
ら，現在の検出方法では結果を得るまでに通常約 1 週間を要する
ため，この情報を臨床的に適用することは困難である．ポイント
オブケアテスト（POCT）は，検査を実施して即時診断を可能に
するリアルタイムテストで，病気を予防するための迅速で適切な
治療を可能にすることで医療の質を向上させるものである．本研
究では，関連細菌を検出することによって，POCT を使用して
障害のある患者の歯周病リスクを評価できるかどうか調査を行っ
た．また，得られた結果をもとに患者へ介入し再度評価を行っ
た．本研究は大阪大学大学院歯学研究科・歯学部及び歯学部附属
病院倫理審査委員会の承認（H25-E5）を得ている．

【対象と方法】歯周病菌用 POCT システムは，サンプルチューブ，
遺伝子増幅，検出の 3 つのセクションで構成されている．P. 
gingivalis 用のプライマーを用いて PCR プロトコルを作成した．
同意を得た 60 名の患者から歯垢を採取し，得られた POCT の結
果は歯周病のリスクの評価，治療の選択肢の特定，および受診間
隔の設定に使用した．

【結果】このシステムはリアルタイム PCR の感度に匹敵する感度
で P. gingivalis を検出しており，結果は約 40 分で得られた．60
名のうち陽性であった患者は 33 名であり，受診間隔の短縮の必
要性を伝えたところ 5 名は要請に応えた．

【考察および結論】患者の歯周病リスクを即座に評価することは，
職員や両親とコミュニケーションをとり，障害のある患者に適し
た治療を選択，及び受診間隔を設定するのに役立つものである．

○鬼頭  昭吉1）・関根  伸一2）・森田  剛敏1）・川原  康秀1）・岡  雅子1）・牧野  仁志1）・村上  旬平1）・秋山  茂久1）

1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，2）大阪大学歯学部附属病院予防歯科
Clinical application of point-of-care testing to determine the risk of periodontal disease in patients with disabilities
○KITO AKIYOSHI，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

2-P-003　障害者の歯周病リスク判定における歯周病菌検出装置の活用
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【緒言】心身障害児に対する歯科診療は，暦年齢における対応に
加えて，個人の障害および特性に配慮することが重要である．こ
のため障害や疾患等により，特別な行動調整や全身管理を必要と
する患児の歯科診療は，高次医療機関が担う事が多い 1）．その相
互連携の実態について，高次医療機関の初診患者実態調査等，前
方連携における報告は多いが，高次医療機関から地域への紹介に
関する，後方連携の調査・報告は少ない．今回われわれは，三次
医療機関の当センターにおける，地域医療機関との後方連携実態
を把握すべく，調査を行った．

【対象と方法】当センター歯科診療部門において，2016～2018 年
の間に終診となった患者のうち，18 歳以下の者を対象とした．
診療録より，年齢，性別，障害名，初診時の受診理由，診療内
容，終診後の通院先等について，回顧的に調査を行った．なお，
本研究は岡山大学研究倫理審査専門委員会の承認（研 1805-028）

を得ている．
【結果】対象者 88 名（男性 64 名，女性 24 名），平均年齢 9.8 歳
（SD4.5）であった，障害は知的能力障害，自閉スペクトラム症が
多かった．紹介元は，一次医療機関からの紹介が 54.5％と最も多
く，次いで二次医療機関が 31.8％であり，院内他科や，摂食・嚥
下部門より 11.4％受診していた．診療について，麻酔管理下にて
診療を行ったものは 76.1％であった．治療終了後，口腔管理を紹
介元にて行うケースは 80.7％あった．紹介元と別の医療機関での
管理を望んだものや，居住地近隣の医療機関にて管理を希望する
ケースもあった．

【結論】患児の状態にあわせて，通院しやすい医療機関にて口腔
管理ができるよう，後方連携が行われていると考えられた．

【参考文献】1）西条清隆，他：川崎市歯科医師会心身障害児（者）
歯科診療の評価．障歯誌，13：48-57，1992．

○野島  靖子1）・関  愛子1）・森  貴幸1）・二萬  絢子1）・村田  尚道1）・山本  昌直1）・東  倫子1）・劉  法相1，2）・前川  享子1，3）・小林  幸
生1，4）・江草  正彦1）

1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター，2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔・特別支援歯学分野，3）プライムホスピ
タル玉島，4）岡山赤十字病院
A survey of pediatric patients who finished treatment at the special needs dental center of a university hospital between 2016 
to 2018
○NOJIMA YASUKO，The Center for the Special Needs Dentistry at Okayama University Hospital, Okayama, Japan

2-P-006　近年当センター歯科診療部門において終診となった障害児における実態調査

【緒言】食道がん手術は，手術侵襲の大きさや術後嚥下機能の低
下などから術後肺炎を発症しやすい．術後肺炎は入院期間の延長
や長期間の臥床による運動機能低下を惹起する．術後肺炎の原因
として，病原性微生物を含んだ口腔咽頭貯留液の誤嚥が推測され
ており，周術期口腔機能管理により，その発症を予防することが
期待される．そこで今回我々は，本学における食道がんに対する
周術期口腔機能管理の実態を調査した．

【対象と方法】2015 年 1 月 1 日より 2016 年 12 月 31 日までに，
本学消化器外科で胸部食道がん診断下，胸腔鏡補助下食道切除術
を受けた症例．調査項目は，患者因子（年齢，性，喫煙歴，飲酒
歴），臨床検査（呼吸機能，血液検査），治療因子（腫瘍の部位，
病期，手術時間，出血量，術前化学療法の有無，食道再建方法，
嚥下障害の有無），術後肺炎の有無，在院日数，転帰とした．本

研究は本学倫理委員会承認（ERB-C-1079-1）のもとおこなった．
【結果】全 92 症例において周術期の口腔機能管理が実施された．
全症例のうち，術後の肺炎は 22％にみられた．術後の嚥下障害
は全症例の 13％にみられ，半数以上の症例で肺炎がみられた．
喫煙歴がない症例では術後肺炎の発症は 14.6％である一方，喫煙
歴がある症例では術後肺炎の発症は 27.5％に及んだ．また，術前
肺機能検査で呼吸機能低下を認めた症例の 35％で術後肺炎がみ
られた．また，術後肺炎により在院日数が有意に長期化した．

【考察および結論】食道がん術後肺炎は高頻度に発症する．喫煙
や呼吸機能低下などがリスク因子とされ，本調査においても同様
であった．また，術後嚥下障害をきたした症例は高率に術後肺炎
が発症することから，より徹底した周術期口腔機能管理が必要で
あると考えた．

○白杉  迪洋1，2）・山本  俊郎1，2）・高松  美香1，2）・寺岡  友佳2）・藤川  由美2）・足立  圭司1，2）・大迫  文重1，2）・金村  成智1，2）

1）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学，2）京都府立医科大学附属病院歯科
Survey of impact of oral function management on occurrence of pneumonia after surgery for esophageal cancer
○SHIRASUGI MICHIHIRO，Department of Dental Medicine, Kyoto Prefectural University of Medicine, Graduate School of Medical 

Science, Kyoto, Japan

2-P-005　本学における周術期口腔機能管理が食道がん患者の術後肺炎に与える影響についての実態調査
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【緒言】岐阜県口腔保健センター障がい者歯科診療所は 1983 年 4
月に開設され，36 年目を迎えた．今回，当診療所の初診患者の
実態調査を行い課題を検討したので報告する．

【対象および方法】1983 年 4 月より 2018 年 12 月までの 35 年間 8
か月間に当診療所を受診した 1381 名を対象とした．調査項目と
して，性別，初診時の年齢，主障害の種類，障害者手帳の種類，
居住地域の調査を行った．データは匿名化されている情報を用い
た．

【結果】初診患者は男性 846 名，女性 535 名であった．平均年齢
は 31.2±27.0 歳（1～98 歳）であった．10 歳未満の患者が 421 名，
10～19 歳が 291 名で，若年層の患者が半分を占めていた．障害
の種類は知的障害が最も多く 301 名，自閉スペクトラム症 256
名，脳性麻痺 182 名，脳血管障害 170 名，ダウン症 69 名，脊髄
損傷 46 名，その他 357 名であった．てんかんを合併していたの

が 122 名（8.8％）いた．身体障害者手帳を所持していた患者は 1
級 383 名，2 級 146 名，3 級 103 名，4 級 21 名，5 級 15 名，6 級
8 名であった．療育手帳は A1 が 394 名，A2 が 168 名，B11 が
113 名，B2 が 44 名であった．居住地域は岐阜市が 803 名，岐阜
圏域（岐阜市を除く）329 名，中濃圏 131 名，西濃圏域 106 名，
愛知県 7 名，東濃圏域 6 名であった．飛騨圏域の患者はいなかっ
た．

【考察】初診患者の半数以上が当診療所のある岐阜市に居住して
いた．また，岐阜市に近い岐阜圏域を合わせると 8 割を超えてい
た．東濃圏域や飛騨圏域からは通院が困難であり，開業医での受
診が困難な患者は他県の医療機関にかかっていることも考えられ
る．岐阜県歯科医師会では障がい者歯科ネットワーク協力歯科医
の制度があり，登録医との連携をより緊密に行い県全域の障がい
者歯科診療を充実させていく必要があると考えられた．

○橋本  岳英1）・林  哲次1）・各務  尚之1）・高田  陽司1）・川畑  仁克1）・奥田  孝1）・良盛  典夫1）・西川  泉1）・渡邉  淳子1）・杉田  可奈
子1）・椎名  麻里子2）・安田  順一3）・玄  景華3）・阿部  義和1，3）

1）岐阜県歯科医師会，2）岐阜県歯科衛生士会，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Survey of new patients at the oral health center for disability dentistry for the disabled
○HASHIMOTO TAKEHIDE，Gifu Prefecture Dental Association, Gifu, Japan

2-P-008　当センター障がい者歯科診療所における初診患者の実態調査

【緒言】当センターの歯科は昭和 57 年 3 月に開所し，2019 年で
37 年を迎えた．地域の歯科診療所で対応が困難な心身障害児者
や有病高齢者，センターの入院者，入所者を対象として障害児者
の歯科治療や口腔衛生指導を行っている．今回，当センターの歯
科における現状を把握するため，過去 20 年間に歯科受診した患
者の推移を調査したので報告する．

【対象と方法】対象は，平成 10 年 4 月から平成 31 年 3 月までの
過去 20 年間で当センターに歯科受診した患者である．初診時年
齢別，手帳別等級別患者数，基礎疾患別，歯科治療内容別につい
て 10 年ごとに集計し，推移を調査した．なお，データは匿名化
されている情報を用いた．

【結果】患者の延べ人数は平成 10 年度で 5169 人，平成 20 年度で
6212 人，平成 30 年度で 5216 人だった．患者の初診時年齢は 0-9
歳と 80 歳以上で最も患者数の増加がみられた．手帳別等級別患

者数の推移は約 5 割ずつと横ばいで変化はみられなかった．基礎
疾患別では，知的能力障害と脳卒中がいずれの年度においても約
30-40％を占めていた．歯科治療内容別では歯周治療が有意に増
加した．一方，歯冠修復や歯内療法は減少傾向であり，特に歯冠
修復は有意に減少した．

【考察および結論】新規患者で 0-9 歳と 80 歳以上が増加した要因
は，地域の小児歯科紹介受診の増加，神経内科の開設に伴い，
パーキンソン病等の神経難病患者が増加したためと考えられる．
歯科治療内容別は，歯周処置の増加はう蝕の減少により残存歯数
が増え，相対的に増加したのではないかと考えられる．手帳別等
級別患者数，基礎疾患別では変化がみられなかった．当センター
は地域の心身障害児者の歯科治療や口腔衛生指導を実施している
施設であり，今後も同様の推移をたどることが示唆される．

○島崎  涼佳・石塚  あかね・水田  朋子・山地  知子・久保  英範・三浦  雅明・永尾  康
埼玉県総合リハビリテーションセンター歯科診療部
Survey of actual conditions in our center for 20 years
SHIMAZAKI SUZUKA，Department of Dentistry, Saitama Prefectural Rehabilitation Center, Saitama, Japan

2-P-007　当センターにおける 20 年間の実態調査
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【緒言】近年，横浜市歯科保健医療センター（以下，当センター）
を受診する患者の国際色が豊かになってきている．その中には生
活背景を考慮し，安心して歯科受診ができるよう配慮と環境整備
が求められる場合がある．今回，外国出身である患者の受診傾向
を把握するため実態調査したので報告する．

【対象と方法】2009 年 4 月から 2019 年 6 月までに当センターに
来院された保護者あるいは患者本人が外国出身である患者の 26
名を対象として，1．出身地域，2．日本語の理解度，3．初診時
年齢，4．障害の分類について診療録をもとに調査を行った．
データは匿名化されている情報を用いた．

【結果】保護者あるいは患者本人の出身地域はアジアが最も多く
61％，中南米 17％，北米 9％，アフリカ 4％，欧州 4％であった．
日本語で日常会話を理解している者が 87％であり，挨拶程度の
者が 13％であった．また，英語での対応が必要な者は全体の 9％

であった．患者の初診時年齢は 3 歳から 62 歳であり平均は 12.9
歳であった．年齢分布では 10 歳以下の患児が最も多く 20 歳まで
に集中していた．障害の種別は自閉スペクトラム症が 57％で一
番多く，次いで精神発達遅滞，身体障害，Down 症候群の順で
あった．これは当センターに来院する患者の障害種別割合とおお
むね相違なかった．対象患者は 2016 年から受診が増加し，特に
英語対応が必要な患者の受診は直近の数年であった．

【考察・結語】当センターを受診するほとんどの外国出身患者が
通常対応で問題ないが少なからず言語や異なる文化に配慮が必要
な患者がおり，これは今後増えていくと考えられる．また小児患
者を受診させる保護者へ対応するケースが大半を占め，特に麻酔
管理下歯科治療の場合に説明で苦慮する場合がある．今後，円滑
な診療のために多言語による外国人対応マニュアルの作成が必要
である．

○上村  美月1）・竹内  優佳1）・藤田  千紘1）・平山  若葉1）・谷戸  茜1）・川田  理絵1）・武居  まゆみ1）・杉山  紀子2）・清水  政紀2）・今
野  歩1）・水野  貴誠1）・三浦  誠1）

1）横浜市歯科保健医療センター，2）横浜市歯科医師会
A survey of tendency of foreign disabled patients in our center
○KAMIMURA MIZUKI，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Yokohama, Japan

2-P-010　当センターにおける外国出身患者の受診傾向の実態調査

【緒言】当センターは肢体不自由児・重症心身障害児者の入・通
所，病院機能，居宅介護事業等を担う複合施設である．歯科外来
の利用者は施設入所者をはじめ，他科との併科利用者，歯科のみ
の利用者など様々である．今回過去 12 年間の初診患者の動向を
調査したので報告する．

【対象と方法】2007 年から 2018 年の間に当科を初診来院した患
者 1975 名の障害，経管栄養の有無，気管切開・喉頭気管分離の
有無についてカルテより抽出，集計・分析を行った．尚，データ
は匿名化されている情報を用いた．

【結果】（1）経年的に初診患者数は大きな変動なく推移し，平均
164.6 名（最小値 138，最大値 196）であった．（2）障害の内訳に
ついて，2012 年より脳性麻痺の割合が 31.3％から漸次減少，
2018 年では 25.8％であった．（3）経鼻経管栄養を必要とした者
は 59 名存在した．（4）胃瘻造設していた者は 55 名存在した．造

設時の年齢は 0 歳時が最も多く，3 歳以下で施行したものが 62％
を占めた．（5）気管切開が施行されていた者は 40 名存在した．0
歳時が最も多く，3 歳以下で施行したものが 75％を占めた．（6）
喉頭気管分離術が施行されていた者は 22 名存在した．0 歳時が
最も多く，3 歳以下で施行したものが 68.2％を占めた．（7）上記
のような医療的ケアを要する初診患者数が経年的に増加している
訳ではなく，年毎にばらつきがあった．

【考察】日常臨床において，障害の重度化を実感することが多く，
今回の調査を行ったが，初診患者について重症児が経年的に増加
しているという訳ではなかった．当センターは元々脳性麻痺の早
期療育を目的に開設された為，従来脳性麻痺の割合が 40％程度
であったが，近年の初診患者では脳性麻痺の割合が減少してい
た．周産期医療の発達に伴い，病態がより複雑化していることも
影響していることも一因と考えられる．

○中村  由貴子・登尾  優樹・中村  詩野・和氣坂  香織・田中  聡美・中村  恵子・米花  佳代子
大阪発達総合療育センター南大阪小児リハビリテーション病院
The trend of our new patients in the past for 12 years
○NAKAMURA YUKIKO，Osaka Developmental Rehabilitation Center, Osaka, Japan

2-P-009　過去 12 年間における当科初診患者の動向
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【目的】滋賀県歯科医師会口腔衛生センター（以下センター）で
は，一次医療機関の受診が困難な障害者を対象とした歯科治療を
行っており，治療終了後はかかりつけ歯科医での定期健診やプロ
フェッショナルケアを受けるよう啓発に努めている．しかし近
年，患者数の増加による予約困難な状況が生じている．そこで今
回，医療機関を分散させることを目的に在宅来院患者の治療適応
状況について調査したので報告する．

【対象と方法】平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月までに来院した
在宅患者の診療録を元に受診状況，受診経緯，治療内容，居住地
を調査した．なお個人情報に配慮しデータは匿名化されている情
報を用いた．

【結果】総患者数は 305 名であった．うち行動調整が必要な者は
251 名，通法治療が可能な者は 54 名であった．通法治療可能者
のうち一次医療機関からの紹介は 34 名で，過去に抑制下治療を

経験した者は 12 名，治療終了後かかりつけ歯科医の受診を希望
したのは 2 名だった．通法治療内容は，歯周治療 103 例，う蝕治
療 87 例，義歯関係 4 例，外科処置 2 例，検診 1 例であった．往
復通院時間が 1 時間未満の者は 29 名，2 時間未満の者は 24 名，
2 時間以上の者は 1 名だった．

【考察と結論】通法治療が可能となり一次医療機関で対応できる
状態になってもセンターの受診を希望している状況がみられた．
また歯周治療の症例数が多く，特に通院距離が短いとセンターを
継続受診している傾向があり平均通院歴は 10.2 年と長期になる
ことも分かった．これには，かかりつけがセンターとなり一次医
療機関を受診しなくなったためと示唆された．治療終了後は一次
医療機関をかかりつけ歯科医として受診するよう患者を啓発して
いくとともに，障害者に対応できる歯科診療所を集約した情報の
利用状況について行政と協議していく必要があると考えられた．

○中西  由美1）・尾崎  健太郎1）・谷  仁史1）・橋本  昌治1）・西田  武仁1）・西連寺  央康1）・山崎  容子1）・藤代  千晶1，2）・遠山  緑1，3）・秋
山  茂久2）・森崎  市治郎4）

1）一般社団法人滋賀県歯科医師会口腔衛生センター，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，3）大阪大学大学院歯学研究科統合機
能口腔外科専攻高次脳口腔機能学講座，4）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科
Challenges to disperse medical institutions at our center
○NAKANISHI YUMI，Shiga Dental Association, Dental Clinic for Special Needs, Shiga Oral Health Center, Shiga, Japan

2-P-012　当センターにおける医療機関分散の課題

【緒言】一般歯科診療所での障害のある患者への対応は，住み慣
れた地域でケアを受けるために重要であるが，対応は施設により
様々である．今回，一般歯科診療所の開業から今までの障害のあ
る患者の動向を調査し，地域一次医療機関における障害者歯科医
療について考察したので報告する．

【方法】2009 年に人口 36 万人の県庁所在地で開業した一般歯科
診療所（チェア 2（4）台，歯科医師 1（4）名，うち障害者歯科
認定医 1 名，歯科衛生士 1（4）名：開業時，（　）内は現在）の，
障害のある患者の初診時受診記録を集計した．データは匿名化
し，個人が特定できないようにした．

【結果】障害のある患者は 136 名（女性 47 名，男性 89 名）で毎
年増加傾向にあった．初診時年齢は 3～91 歳（平均 25 歳）で，
10 歳未満が 51 名と最も多く，40 歳未満が 80％であった．内訳
は，自閉スペクトラム症 25％，知的能力障害 24％，両者併存が

12％であり，症候群 10％，脳性麻痺 9％であった．90％が県内か
ら通院し，その 76％が市内の患者であった．紹介患者は 52％で，
紹介元は療育・障害者施設，養護学校，一般の歯科医療機関，障
害者歯科専門医療機関の順であった．紹介以外の来院動機では，
インターネットが最も多かった．治療方法は 55％に行動療法を
用い，通法下 23％，物理的行動調整 16％，薬物的行動調整法 6％
であった．高次医療機関に全身麻酔下治療を依頼した者は 3 名で
あった．

【考察】患者の増加や若年患者が多い理由として，設備やスタッ
フ体制が経年的に整備されてきたこと，養護学校の校医としての
受け入れ，笑気吸入鎮静法の導入で治療を完結できる機会が増え
たこと，歯科衛生士らによる行動療法実施の周知，身体抑制を回
避したいニーズへの適合などが考えられた．地域で障害のある患
者が受診できる診療所の情報発信も重要であると考えられた．

○森田  剛敏1）・河井  なつみ1）・小南  眞子1）・山野  視香子1）・西川  恵美子1）・佐伯  直也2）・村上  旬平2）

1）もりた歯科クリニック，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
Survey on ten-year trend of patients with special needs in a general dental clinic
○MORITA TAKETOSHI，Morita Dental Clinic, Nara, Japan

2-P-011　一般歯科診療所における障害のある患者の 10 年間の動向
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【緒言】当院は地域の開業医として，障害者や保護者が気兼ねな
く来院できるように診療所をバリアフリー化し，毎週土曜日の午
後を障害者の特別診療日としている．今回，当院の今後の課題を
検討するため，初診患者の調査を行ったので報告する．

【対象と方法】2008 年 1 月より 2018 年 12 月までの 10 年間の初
診患者のうち障害者加算を算定した患者を対象とし，患者数，性
別，初診時年齢，主な障害，治療内容，来院経路について調査し
た．なお，本調査は匿名化している情報を行い集計した．

【結果】10 年間の障害者の初診患者数は 234 名で全初診患者の
3038 名の 7.7％（男 84 名 35.8％，女 150 名 64.1％）であった．
初診時年齢は 2 歳～99 歳まで（平均年齢 61.1 歳）であった．初
診時年齢が 40 歳未満の 60 名 25.5％の障害内訳はダウン症等染色
体異常症候群や自閉症スペクトラム症などのいわゆる発達期の障

害が多かった．また 40 歳以上は 174 名 74.3％で障害内訳は脳血
管障害や認知症などの中途障害が半数以上を占めた．初診時の治
療内容は歯周疾患処置 97 名 41.4％で最も多く，次いで義歯 62 名
26.4％であった．来院経路は直接来院が 87 件 37.1％で大半を占
めたが，次いで老人保健施設，障害者就労福祉施設よりの紹介が
62 件 26.4％で多かった．

【考察】当院は老人保健施設の協力医となっていることもあり，
初診時年齢は 40 歳以上が半数以上を占めていた．当院の障害者
は二極化傾向であり，高齢者に対する全身管理，発達障害に対す
る行動変容技法などチーム医療として体制をさらに検討する必要
を感じた．今後も地域の開業医として障害者に安心，安全な環境
や診療体制を提供できるよう努めていきたい．

○長谷川  美穂・澤田  育子・石島  さやか・今野  めぐみ・高山  歩里・小島  真一
小島歯科医院
The first visit patient of our dental clinic：he situation of the dental clinic visit of patients with disabilities for 10 years
○HASEGAWA MIHO，Kojima Dental Clinic, Nagoya, Japan

2-P-014　当院の初診患者について─ 10 年間の障害者の来院状況─

【緒言】当院では 2016 年 9 月よりスペシャルニーズ外来を開設
し，通法下での歯科治療が困難な患者に対応している．2018 年
より，静脈内鎮静法，全身麻酔下での歯科治療が可能となり患者
数が増加した．今回は，スペシャルニーズ外来を受診した患者の
実態調査を行ったので報告する．なお，調査は連結不能匿名化を
行い，個人情報の保護および倫理面に配慮した．

【対象と方法】2018 年 6 月から 2019 年 5 月までの当院スペシャ
ルニーズ外来を受診した患者を対象として，患者数，性別，年
齢，障害の種類，行動調整法の調査を行った．

【結果】受診患者は男性 43 名，女性 48 名，合計 91 名であった．
年代は 0～9 歳 12 名，10 代 22 名，20 代 28 名，30 代 24 名，40
代以上 5 名，自閉スペクトルラム症 40 名，てんかん 22 名，
Down 症候群 11 名，脳性麻痺 7 名，知的能力障害 6 名，その他
5 名であった．行動調整の結果，行動変容にて治療可能となった

患者が 52 名，静脈内鎮静法，全身麻酔下によるものが 32 名，亜
酸化窒素吸入鎮静法を用いたものが 4 名，通法下は 3 名であっ
た．

【考察】一次医療機関である当院は，障害児の患者が多く来院し
ている．これらの患者はトレーニングや行動変容を用いることに
より通法下での治療が可能になることが多いが，痛みを伴う症状
が出てから受診するケースの場合は，痛みを除去してからトレー
ニングに移行することも少なくない．トレーニングにより通法下
での処置が可能になることも多いため，発症前の歯科受診が非常
に重要であると考えられる．自閉スペクトラム症の患者に対して
は絵カードを用いた行動変容が大変有効であったので，ご家庭に
おいても絵カードを用いたブラッシングは効果的と思われ，患者
だけでなくご家族への指導も重要と考えられる．

○中岡  裕美1）・児玉  秀樹1）・東浦  正也1）・大郷  英里奈1）・岸田  修1）・鄭  信二1）・三木  貴子1）・小原  理絵1）・小澤  正明2）

1）ナチュラルスマイル西宮北口歯科，2）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
Survey of the department of special needs dentistry at our clinic
○NAKAOKA HIROMI，Natural Smile Dental Salon

2-P-013　当院スペシャルニーズ外来における実態調査
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【緒言】歯科を併設していない急性期病院に対する緊急的歯科治
療や口腔保健管理は，地域の歯科医師会との連携が重要である．
朝霞地区歯科医師会では，独立行政法人国立病院機構埼玉病院の
入院患者に対する緊急的歯科治療や口腔保健管理を実施してき
た．これまで 15 年間の診療実態について集計・検討したので報
告する．

【対象と方法】2004 年から 2018 年までの 15 年間に，同病院から
依頼を受け歯科的対応を行った内容に関して集計・調査した．な
お本調査は独立行政法人国立病院機構埼玉病院倫理委員会の承認
を得て行い（R2018-26），データは匿名化されている情報を用い
た．

【結果と考察】15 年間の往診回数は 532 回で実人数は 426 名で
あった．年齢構成は生後 1 ヶ月から 100 歳までで，平均 72.0±

15.0 歳であった．入院主病名は脳血管障害が最も多く，次いで心
疾患，癌，整形外科疾患の順であった．産婦人科，小児科からの
依頼もあった．依頼内容は歯の動揺が最も多く次いで歯痛，義歯
関係，口腔精査希望の順であった．近年では口腔精査希望の依頼
も増加傾向にあり，周術期での口腔保健管理の重要性が理解され
つつあると思われた．治療内容は抜歯が最も多く次いで義歯関
係，口腔ケア，口腔精査，齲蝕治療の順であった．またネグレス
トが疑われた症例や意識障害のため矯正器具を撤去した症例，重
複障害児で定期的な口腔ケアを行った症例等特殊な例も見られ
た．今後地域包括支援システムを充実するためには，歯科のない
病院に対しても地域の歯科医師会の対応は重要であると思われ
る．

○小柴  慶一1）・木賀  雄太2）・出浦  恵子1）・田中  入1）・萩原  勝雄3）・杉山  英雄3）・矢尾  喜三郎3）・門脇  寿也3）・小林  雅人3）・小野  晃
弘3）・陽野  載紀3）・阿部  有孝3）

1）朝霞地区歯科医師会，2）医療法人社団慶學会こしば歯科医院，3）埼玉県歯科医師会
A study of home-visit dental treatment for hospital patients in 15 years
○KOSHIBA KEIICHI，Asaka Dental Association

2-P-016　入院中の有病者に対する往診歯科治療 15 年の実態調査

【緒言】一般歯科医院での障害者・有病者歯科診療では，患者の
全身状態の悪化などでその後の歯科治療に苦慮することもある．
その場合，高度医療機関への紹介が一般的だが，患者ニーズとし
てかかりつけ歯科医（FD）の継続治療の希望があり，FD とし
ても可能な限り患者ニーズに応えたいという希望がある．東京都
八南歯科医師会多摩市診療所では，医療連携の一環として FD と
共同で歯科麻酔科医（DA）と小児歯科医（PD）が患者の治療に
あたるオープンシステムを提供しているが，FD の治療参加は都
合に合わせたフレックス制としている．今回，当診療所のフレッ
クスオープンシステム（FOS）で対応した症例とその利点を報告
する．尚，本発表にあたり患者家族から書面による同意を得てい
る．

【症例 1】15 歳男児，既往に先天性筋強直性ジストロフィー，知
的能力障害がある．近医療育センターより口腔ケア目的に FD を
紹介受診．通常の口腔ケアは行えていたが，病状の進行を認め齲

蝕治療が必要となったため当診療所を紹介来院．初診時より複数
回にわたり FD，DA，PD 共同で治療を担当．FD 不在日は DA
と PD で治療を担当した．

【症例 2】78 歳男性，既往に前頭側頭型認知症がある．長年にわ
たり FD を受診していたが，非協力となり治療困難となったた
め，当診療所を紹介来院．静脈内鎮静管理下に FD が治療を担
当．FD 不在日は DA と歯科医師会協力医で治療を担当した．

【考察】当診療所の FOS では，単に診療の場を提供するのではな
く，FD と DA，PD とが共同して治療にあたることで患者との
ラポール形成がし易く，また専門的管理も可能となるため，患者
にとって安心安全な治療を提供することが可能であった．また，
FOS によって FD の負担が軽減され，システム利用が容易となっ
た．今後は本システムを広く周知し，更に利便性の高いシステム
を構築する．

○内田  博之1）・松浦  信幸2）・関戸  達哉1）・菊田  高行1）・新井  曄子1）・白井  弘三1）・戸坂  清二1）・丸山  清孝1）・桜井  真理1）・横田  達
哉1）・時田  英紀1）・櫻井  敦朗3）・今井  裕樹3）・新谷  誠康3）・一戸  達也2）

1）公益社団法人東京都八南歯科医師会，2）東京歯科大学歯科麻酔学講座，3）東京歯科大学小児歯科学講座
Participation of family dentist in special needs dentistry：Efforts of flex open system
○UCHIDA HIROYUKI，Hachinan-Dental Association, Tokyo, Japan

2-P-015　当診療所における医療連携―フレックスオープンシステムの取り組み―
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【目的】これまでの調査から，当センターの歯科衛生士は在宅歯
科医療を行うことに不安に思っていることが明らかとなってい
る．そこで，知的能力障害者に関わる在宅歯科医療のための資料
を得る目的で，歯科衛生士が不安としている事項等を中心に質問
紙による意識調査を行った．

【研究方法】対象者は，当センターの障害者歯科に勤務する歯科
衛生士 11 名とした．年齢は，20 歳代が 1 名（9.1％）のみで 30
歳以上が大半（10 名：90.9％）を占めていた．調査は，研究の趣
旨を説明し同意を得てから質問紙に回答を依頼した．得られた
データを集計し分析検討した．本研究は，本学会倫理委員会の承
認（第 19006 号）のもと実施した．

【結果】「在宅歯科医療に不安がある」が 63.6％（7 名）であった．
不安がある 7 名への「不安の内容」質問（複数回答あり）は，全
身管理 7 名，他職種とのコミュニケーション 3 名であった．さら

に，「不安解決のためには」の問い（複数回答あり）には，在宅
医療研修会受講，全身管理研修会受講，緊急時対応医療者の存在
が各 3 名であった．「外来から在宅となった患者に同行したいと
思うか」には，はいが 81.8％（9 名）であった．

【考察】不安要因の全身管理は，在宅歯科診療の対象となる患者
が全身状態悪化と思っているためで，他職種とのコミュニケー
ションは，在宅医療に他職種連携の重要性を意識している表れと
考えられる．不安解決の方法には，様々な研修会の受講が挙げら
れており，知識不足を感じていると考えられる．また，障害患者
の在宅医療も障害者歯科に関わる歯科衛生士の業務と認識してい
ることが考えられる．

【結論】当センターの歯科衛生士は，在宅歯科診療に関して全身
管理や多職種連携に不安を感じており，実践的な研修の場が必要
と考えられた．

○田島  理矢子・堀越  あゆみ・和田  鮎美・北川  愛華・福澤  美帆・大澤  佳代・細久保  真理子・松永  奈津希・大村  元伸・岩崎  ひと
み・穂坂  一夫・糸山  暁・伊藤  暖果・安藤  正晃

一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋歯科保健医療センター
Attitude survey on home care among dental hygienists at our center
○TAJIMA RIYAKO，Nagoya Dental Center for Special Care, Nagoya, Japan

2-P-018　当センターの歯科衛生士における在宅医療に関する意識調査

【緒言】障害者歯科では定期的な口腔管理により歯科疾患を予防
することが大切であり，できれば地域の歯科医院で継続的に行わ
れることが理想と考える．しかし，患者の特性を理解した上での
対応は困難な場合がある．我々は，新規来院患者で地域の歯科医
院に通院していたが，診療ができず当院に移行した症例について
調査した．データは匿名化されている情報を用いた．

【対象と方法】2018 年 6 月から 2019 年 5 月までに当院歯科を新
規に受診した 71 名の問診票を利用して地域の歯科医院から診療
ができず移行した症例を抽出し，年齢，性別，障害名，主訴，歯
科で困ったこと，紹介状の有無，df（DF）歯数について調査し
た．

【結果】新患 71 名中当院歯科への移行を希望して来院した症例は
15 名（男性 11 名，女性 4 名）で，平均年齢は 10.6±10.41 歳，
障害名は自閉症スペクトラム障害（ASD）が 13 名（86％），脳
性麻痺 1 名，ダウン症 1 名であった．主訴は，う蝕 10 名，検診

2 名，歯石 1 名，歯並び 1 名，その他 1 名であった．歯科受診の
際に困ったことは，泣いて暴れた，歯科に入れなくなった，口腔
過敏，きちんと診察できていたかが不安などがあった．紹介状を
持って受診した患者は 3 名（内 2 名は施設入所）で，12 名は家
族の判断で受診した．df（DF）歯数の平均は 3.3（新患全体平均
は 0.9）であった．

【考察】今回の調査より，地域の歯科医院で診療できず当院歯科
を選んで受診した患者が新患全体の約 20％存在したことがわ
かった．ASD 症例では，地域歯科医院受診の困難さが窺え，特
にう蝕処置は困難であった．紹介状を持って受診した患者は少な
く，家族が自ら判断して当院を受診した症例が多くみられ，適応
が難しいと思われる患者は地域歯科医院からスムーズに受診でき
るような連携システムを構築し，さらなる啓蒙活動をする必要が
あると思われた．

○小坂  美樹・吉原  圭子・土方  深雪・萩原  麻美
社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院歯科
Survey of new patients whose treatment at local dental clinics was difficult
○KOSAKA MIKI，Department of Dentistry, Tokyo Childrenʼs Rehabilitation Hospital, Tokyo, Japan

2-P-017　地域歯科医院への受診が困難であった新規来院患者の実態調査



394

【緒言】当病院は病床数 898 床を有する精神科医療の基幹病院で
身体合併症医療も行っている．精神疾患患者の全身麻酔下の電気
痙攣療法後に発熱がみられる患者が多かったが，口腔ケアを実施
したところ発熱患者を激減させることができている．今回さらに
口腔ケアを推し進め，全身麻酔手術症例に対して周術期口腔機能
管理を導入したのでその取り組みについて報告する．

【対象と方法】対象は当院で全身麻酔下に手術を施行された症例
である．周術期口腔機能管理を導入する前の平成 28 年度の症例
187 例（以下：導入前群），平成 29 年 11 月から平成 31 年 3 月ま
での期間に精神疾患患者で周術期口腔機能管理を行った症例 153
例（管理群）と行わなかった症例 80 例（非管理群）の 3 群に分
け，年齢，性別，診療科，精神科病名，38℃以上の発熱が 3 日以
上継続した患者の頻度等について比較検討した．本研究は松沢病

院倫理委員会の承認を得た（受付番号 2017 年度 23 号）．
【結果】管理群の精神科病名は，統合失調症 74 例，認知症 47 例，
精神遅滞 7 例，その他 25 例で統合失調症と認知症で全体の約 8
割を占めていた．発熱患者の頻度は導入前群が 12.8％であったの
に対して，管理群は 4.6％，非管理群は 6.3％と減少していた．

【考察】精神疾患患者では抗精神病薬の副作用のため嚥下機能に
障害が生じることがあり，それに加え口腔清掃状態が不良である
ことから誤嚥性肺炎を起こしやすいといわれている．今回の結果
では管理群だけでなく，非管理群でも発熱患者の発生率が減少し
ていた．その理由として周術期口腔機能管理の導入に伴い病棟看
護師の口腔ケアに対する意識が高まったことが関係していると考
えられる．

○小幡  浩子1）・金野  さおり1）・金野  真弓1）・成瀬  裕子1）・梅村  朱美2）・鈴木  鉄夫1）・植村  順一1）

1）東京都立松沢病院歯科，2）東京都立松沢病院看護部
Efforts to improve dental management for perioperative psychiatric patients in our hospital
○OBATA HIROKO，Tokyo Metroporitan Matsuzawa Hospital, Tokyo, Japan

2-P-020　精神科病院における周術期口腔機能管理への取り組み

【緒言】三浦半島地域障害者歯科診療所は，一社）横須賀市歯科
医師会が運営し開設より 33 年が経過した．平成 30 年度の年間受
診者数は 1,625 名で年々増加傾向にあるが，躯体の老朽化による
安全性への不安，維持管理費の増大により本年 8 月に移転する事
となった．受診者は，自閉症・知的障害者が多く，移転による環
境の変化に敏感で不安を抱き易い．環境変化への対応・安全・安
心な診療が行える環境づくりを目的にアンケートを行い，検討し
たので報告する．

【方法】平成 31 年 4 月に来院した受診者又は家族・付き添い 120
名に対し，同意を得てアンケートを実施し，匿名化のため無記名
で回収し分析した．

【結果】（1）性別　男性 80 名，女性 37 名　（2）年齢分布　10 歳
未満 30 名，10 歳代 28 名，20 歳代 20 名，30 歳代 15 名，40 歳代
12 名，50 歳代 6 名，60 歳以上 6 名　（3）主な障害病名　知的障
害 68 名，自閉症スペクトラム 50 名，ダウン症候群 5 名，脳性麻

痺 10 名，てんかん 19 名，発達障害 9 名，精神障害 5 名，感覚障
害（視覚・聴覚）1 名，脳性麻痺以外の運動障害（肢体機能障害）
8 名，その他 5 名　（4）移転後の交通手段　自家用車 89 名，電
車 25 名，バス 18 名，徒歩 8 名，介護タクシー 4 名，その他 2 名　

（5）便利さ　近くなる 16 名，変わらない 29 名，遠くなる 64 名
であった．各項目に重複回答及び数名の未記入があった．

【考察及び結論】移転に伴う様々な環境変化は，受診者の負担と
なりうる．解決にはそれぞれの受診者に対し丁寧な対応と時間が
必要である．環境整備としては，専用駐車場の確保・駐車場から
診療室への誘導方法，診療面では，診療日の増日・診療時間の延
長・全身麻酔の実施・感染防止対策の徹底が課題として挙げられ
る．利便性・安全性の向上に努める事はもとより，受診者個々の
障害の特性や心理面を考慮し，信頼関係の維持継続を図る事が重
要であると考える．

○古田  裕一1）・有輪  理彦1）・中村  哲弥1）・原  崇1）・舛田  明徳1）・花岡  透1）・西崎  靖仁1）・井上  宜生1）・宮田  利郎1）・平嶺  倫子1）・
阿部  英子1）・西山  和彦1，2）・楊箸  明朗1）・松本  好史1）・宮城  敦2）

1）三浦半島地域障害者歯科診療所，2）神奈川歯科大学
A questionnaire survey on relocation of secondary special care dental clinic for patients -present situation and agenda found 
out in the survey-
○FURUTA YUICHI，Miura Peninsula Regional Dental Clinic for the Special Patient in Kanagawa Prefecture, Kanagawa, Japan

2-P-019　2 次障害者歯科診療所移転に伴う受診者へのアンケート─アンケートからの現状と課題について─
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【緒言】知的能力障害や，脳性麻痺，自閉スペクトラム症など，
いわゆる障害を有する患者の診療を行うには，通法の対応では治
療が困難なことがあり，特別な配慮が必要であり，過去に我々が
行った調査では人手を要することが，一般診療所での対応を困難
であるという意見を多く得た．そこで今回，障害者歯科治療にお
いて人手がかかる因子を調査した．

【方法】何らかの合理的な配慮が必要である発達障害患者 139 名
に対して，障害名，歴年齢，発達年齢，性別，治療に対する受け
入れ状況，処置に必要であった人数，口腔清掃状態，一回の診療
に要した時間，診療点数を診療録，及び電子カルテよりレトロス
ペクティブに調査を行い，データは匿名化されている情報を用い

た．なお，発達検査には，遠城寺式乳幼児分析的発達検査を用い
た．この調査項目をもとに，対応に必要であった人数に影響を及
ぼす因子を抽出するため，人数を目的変数とした多重ロジス
ティック回帰分析ついて各調査項目と比較検討を行った．

【結果】対応に必要な人数に影響を及ぼす因子は，基本的習慣と，
診療時間，受入状況での中程度群，良好群であった．また，対応
した人数にかかわらず診療点数に有意差はなかった．

【考察】障害者歯科医療が一般診療所での対応を困難にしている
要因の一つに人件費に対する採算性の問題もあるということが示
唆された．

○加藤  喜久1，4）・寺本  平2）・長嶺  和希2）・水野  和子2）・真喜屋  睦子2，3）・勝連  義之2，5）・砂川  恵2）・上原  由和2）・松本  早世2）・新
垣  花絵2）・赤嶺  あきな2）・宮城  愛美2）・知念  すみれ2）・柿木  保明4）

1）医療法人福泉会みずほ内科・歯科クリニック，2）沖縄県歯科医師会沖縄県口腔保健医療センター，3）オアシス歯科医院，4）九州歯科大
学老年障害者歯科学講座，5）那覇まかび歯科
Statistical examination of factors related to manpower in dental treatment for special needs people
○KATOH YOSHIHISA，Mizuho Medical and Dentel Clinic

2-P-022　障害者歯科におけるマンパワーに関わる因子についての統計学的検討

【緒言】重症心身障害児・者（以下，重症児）における快反応表
出の判別では，唾液アミラーゼ活性値（以下，AMY 値）を指標
とした有用性についての報告がある．今回は，表出判別の困難な
気管切開を施した重症児を対象に AMY 値を測定し結果を検討し
た．尚データは匿名化されている情報を用いた．

【対象と方法】対象は重症児病棟に入所する 65 歳から 3 歳（平均
年齢 27.2 歳）までの気管切開を施した 21 名（男性 11 名，女性
10 名）で訪問学級による就学児は 6 名（男児 2 名，女児 4 名），
未就学児 1 名，成人 14 名であった．測定は病棟活動が開始され
る午前 9 時，経管栄養注入終了後の午後 1 時，病棟活動が収束に
向かう午後 4 時の 3 回で，ひとり各 3 回測定しその平均を採用し
た．

【結果】AMY 値には個人差が大きく，1 日を通して高い人と低い
人がいるため各対象者の変化率を求め考察した．変化率は｛（前
測定時─現測定値）÷現測定値｝×100 により求めた．1 日を通し

ての変化率が 10％未満の者は 1 名のみであった．変化率を性別，
年齢，入所時年齢，入所日数で検討したが有意差は認められな
かった．朝から夕方の 1 日の変化について，正の変化率を示す群
9 名と負の変化率群 12 名に大別したところ，就学児で負の変化
を示す者と成人で正の変化を示す者においては有意差を認めた．

【考察】気管切開を伴う重症児はベッド上での生活が主体でほぼ
同一条件といえるが AMY 値が高低に変化することは，ストレス
の関りがうかがえる．就学の有無において有意差が認められたこ
とは，訪問学級が対象者にストレスの緩和の一助に関わっている
ことが想像される．

【結論】快表出の乏しい気管切開を伴う重症児においても AMY
値の増減はみられ，ストレスの有無がうかがわれた．就学児では
快適な変化がみられる児が有意に多く，就学との関りがあるもの
と推察された．

○渡辺  佳樹1）・関口  智子2）・安井  賢二3）

1）国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育センター，2）茨城県立あすなろの郷病院，3）京都歯科サービスセンター
The circadian rhythm of the salivary amylase activity in severely and physically handicapped children with tracheostomy
○WATANABE YOSHIKI，National Hospital Organization Ibarakihigashi National Hospital, Ibaraki, Japan

2-P-021　気管切開を伴う重症心身障害児・者における唾液アミラーゼ値の日内変動について
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【目的】知的能力障害は，状態を表す用語であり，複数の原因に
依り発生する．その原因により，口腔状態には違いがあると考え
られ，その結果，抜歯症例にも違いがあると考えられる．今回わ
れわれは，知的能力障害の原因別に抜歯症例の傾向に関する解析
を行ったので報告する．

【方法】A 大学病院スペシャルニーズ歯科センターにて治療を
行った知的能力障害者を対象とし，原因により，自閉スペクトラ
ム症（AS 群），ダウン症候群（DS 群），脳性麻痺（CP 群），そ
の他の原因（MR 群）の 4 群に分けた．その 4 群について，抜歯
症例の傾向に関する検討を行った．調査は，診療録を用いた回顧
調査として行われた．
なお，本研究は，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科倫理委員会
の承認（倫 2172）を得て行われた．患者データは，匿名化した
情報を用いた．

【結果】調査対象患者は 589 名（初診時年齢平均 25.0±12.4 歳，

中央値 22.8 歳）であった．原因別で初診時年齢は有意差を認め
た（Kruskal-Walis 検定 P＜0.0001）．抜歯が行われた患者は，
239 名（40.6％）で原因別では，AS 群 23.9％，DS 群 37.2％，CP
群 29.0％，MR 群 49.2％で有意差を認めた（χ2 独立性検定 P＜
0.0001）．1 人当たりの抜歯数は 1.9±3.7 歯であった．原因別では
AS 群 0.9±2.4 歯，DS 群 3.1±6.2 歯，CP 群 1.5±3.8 歯，MR 群
2.2±3.6 歯で有意差を認めた（Kruskal-Walis 検定 P＜0.0001）．
抜歯症例は 1131 例あった．抜歯となった理由は，齲蝕 537 例

（47.5％），歯 周 病 262 例（23.2％），智 歯 抜 歯 197 例（17.4％），
外傷 59 例（5.2％），根尖病巣 43 例（3.8％），腫瘍・嚢胞 6 例

（0.5％），その他・不明 27 例（2.4％）であった．原因別で有意差
は認めた（χ2 独立性検定 P＜0.0001）．DS 群および CP 群におい
て歯周病原因の抜歯症例の割合が高い傾向にあった．

【結論】知的能力障害となった原因により，抜歯症例の傾向に違
いが認められた．

○森  貴幸・野島  靖子・関  愛子・田尻  絢子・村田  尚道・山本  昌直・東  倫子・高石  芽求・劉  法相・沢  由紀・前川  享子・森田  幸
介・後藤  拓朗・江草  正彦

岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
Relationship between teeth extraction cases and cause of disabilities of the patients with intellectual disabilities
○MORI TAKAYUKI，The Center of The Special Needs Dentistry, Okayama University Hospital, Okayama, Japan

2-P-024　知的能力障害者の原因と抜歯症例との関連について

【緒言】知的障がい者の歯科治療では行動調整法として全身麻酔
法の選択が余儀なくされることがある．全身麻酔下での治療内容
を理解しやすくする試みとして患者の保護者や施設介護者に対す
る説明に治療前後の口腔内写真を用いた結果，アンケートにおい
て良好な回答を得たことを第 35 回本学術大会で報告した．今回
は対象者の疾患や治療内容とアンケートとの関連性について検討
したので報告する．

【対象および方法】調査対象者は平成 30 年 4 月から令和元年 6 月
まで全身麻酔法で歯科治療を行った障がい者 70 名（男性 45 名，
女性 25 名；平均年齢 32 歳 6 か月）で，術前・術後に撮影した口
腔内写真を保護者や施設介護者に対する治療の説明資料とした．
説明に対する評価のため，アンケートを術前（プレアンケート）
と術後（ポストアンケート）に行った．なお，本調査報告に際し
ては奥羽大学倫理委員会の承認（第 224 号）を得て実施した．

【結果および考察】対象者の障がい分類は重複を含み全症例で
140 疾患（精神遅滞 68 例，自閉スペクトラム症 27 例，てんかん
26 例，脳性麻痺 8 例，染色体異常 8 例，その他 3 例）であった．
全身麻酔下に行った歯科治療では保存修復（コンポジットレジン
充填）施術者 31 例，歯内治療（抜髄，感染根管治療）24 例，歯
周治療（口腔清掃，スケーリング）61 例，外科治療（抜歯）14
例，補綴治療（クラウン，ブリッジ）3 例であった．障がい分類
別による治療内容に差は認められなかったものの，プレアンケー
トにおいて口腔内を“あまり見せてくれない”，“まったく見せて
くれない”と回答した者では外科治療（抜歯）が多い傾向にあ
り，重症化にあることが考えられた．

【結果】本試みを継続するとともにアンケート結果を加えたわか
りやすい説明を障がい者の保護者や施設介護者に対して行う所存
である．

○箱崎  麗子1）・福島  和美1）・宮嶋  唯1）・大橋  志保2）・渡邉  聡1）・神庭  一郎3）・佐藤  穏子3）・佐々木  重夫1，3）

1）奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科，2）奥羽大学歯学部附属病院医療部看護科，3）奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯内療法学分
野
An evaluaton of explanation about dental treatment under general anesthesia for patients with intellectual disability-Part 2-
○HAKOZAKI REIKO，Division of Dentistry for Community Health Care, Ohu University Dental Hospital, Fukushima, Japan

2-P-023　障がい者の全身麻酔治療後の説明をよりわかりやすくするための試み―第 2報―
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【目的】2017 年 5 月より東京歯科大学スペシャルニーズ歯科・摂
食嚥下リハビリテーション科（以下当科）では近隣の歯科を持た
ない病院（以下 K 病院）と提携し，連携病院入院患者へ訪問診
療を開始した．様々なニーズがある中で，周術期口腔機能管理

（以下周管）を依頼されるようになった．術前術後や化学療法，
緩和療法中に歯科が関わることにより，口腔合併症の予防，患者
の QOL の向上や治療完遂に有益となることが広く認識されてき
ている．そこで，当科の周管訪問診療を受けた K 病院入院患者
の実態について調査を行ったので報告する．

【対象】2017 年 5 月から 2019 年 4 月までに K 病院より周管依頼
を受け，当科にて診療を行った患者 66 名を対象とした．患者の
診療録より性別，年齢，紹介元診療科，周術期内容，歯科診療内
容など調査した．なおこれらの集計は匿名化した．

【結果】K 病院からの総依頼患者 180 名のうち 66 名が周管依頼で

あり，男性 23 名，女性 43 名であった．平均年齢は 67.2 歳であっ
た．紹介元は腫瘍内科が 52 件と最も多かった．33 名が化学療法
中の周管で最も多く，22 名が緩和療法中の周管であった．診療
内容は全例で口腔衛生管理を行い，補綴治療が 10 例，保存治療
が 6 例であった．

【考察と結論】今回の調査では周管依頼の患者の主病はすべて悪
性新生物であり，周術期内容では化学療法と緩和療法中が周管の
83.3％を占めていた．これは提携した K 病院の特徴として，化学
療法，放射線療法の入院患者が多く，緩和ケア病棟を備えている
ことが大きな要因であると考えられる．今後緩和ケア病棟入院患
者からの依頼は，Best supportive care（BSC）の観点からも増
加してくると考えられ，今後も医科歯科連携の強化を図っていき
たい．

○半沢  篤1）・大久保  真衣2）・三浦  慶奈2）・大多和  由美1）・石田  瞭2）・福田  謙一1）

1）東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室，2）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
Actual situation of perioperative oral management in visiting treatment in our department
○HANZAWA ATSUSHI，Department of Oral Health and Clinical Science, Division of Special Needs Dentistry and Orofacial Pain, 

Tokyo Dental College, Tokyo, Japan

2-P-026　当科における訪問診療での周術期口腔機能管理の実態

【目的】要介護高齢者の口腔内の状態を把握するために，介護福
祉施設において，入居者の口腔診査を施行した．なお，本研究内
容は当施設倫理委員会の承認を得ている（No.3109）．

【方法】枚方市内某介護福祉施設において，2018 年 9 月 2 回，同
年 10 月 2 回，計 4 回に分けて，入居中の要介護高齢者 75 名（平
均年齢 84.3±9.7 歳）を対象に口腔内診査を行った．対象者の口
腔診査結果から，年齢，性別，基礎疾患，要介護度，食事形態，
協力度，口腔清掃状態，歯および歯周組織の状態，義歯使用の有
無などを統計し，検討を行った．

【結果】対象者の平均残存歯数は 9.5 本で，無歯顎者 20 名を除い
た 55 名の平均残存歯数は 13 本であった．対象者 75 名中無歯顎
者 20 名を除いた有歯顎者 55 名のうち，54 名（98.1％）にプラー

ク付着を，52 名（94.5％）に歯石沈着を認めた．全体の治療ニー
ズは，全対象者 75 名中義歯作成または調整が 37 名（49.3％），
有歯顎者 56 名中，齲蝕処置が 35 名（62.5％），歯周病治療が 51
名（92.7％）であった．

【考察】プラーク付着と歯石沈着の点においては，ともに 95％を
超える高い結果であった．要介護高齢者では，自身での口腔ケア
はもちろん，様々な疾患や服用薬の影響による歯科治療の制限
や，受療行動が困難な場合が多く，口腔衛生状態は不良になるこ
とが多いと考えられる．入居者の QOL を上げるためには歯科治
療はもちろんであるが，介護職員の意識向上や，口腔ケアの知
識，技術の向上が不可欠になってくるため，介護職員と歯科従事
者がより連携していく必要があると考えられる．

○渡邊  亮太・伊堂寺  良子・森崎  靖弘・横内  由美子・奥野  奈津子・松本  一代
枚方療育園枚方総合発達医療センター
Study on oral hygine of elderly in need of care at nursing home
○WATANABE RYOTA，Hirakata General Hospital for Developmental Disorders, Osaka, Japan

2-P-025　介護福祉施設における要介護高齢者の口腔内状態
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【緒言】知的障害者においては，口腔衛生の自己管理や歯科診療
への適応性の困難さから，多数歯におよぶ重度のう蝕や歯周疾患
に罹患したまま放置されることも少なくない．健常者ならば有床
義歯の適応となるような症例においても，知的障害者では義歯の
装着や自己管理が非常に困難であるため適応が難しいと言われて
いる．調査を行った施設には，1994 年より施設内診療所に歯科
が設置されており，毎年歯科検診を行っている．今回，義歯適応
者の使用状況について 20 年前と比較したので報告する．

【対象】施設利用者で，歯科検診受診者．1994 年 20 歳から 69 歳
までの 275 人と 2018 年 20 歳から 89 歳までの 259 人．全員が精
神発達遅滞．なお，本症例は匿名化された数値的データを使用し
ている．

【方法】全園生を対象に行った歯科検診の結果をもとに歯の欠損
状態と義歯の使用の有無を調査し，欠損補綴としての義歯適応者

を選別した．適応症の判定基準としては，連続 3 歯以上の中間欠
損または 2 歯以上の遊離端欠損のものとした．

【結果】義歯の適応者について，20 年前と同様に適応者率は過半
数で加齢に伴い高くなった．特に，40 歳台以上の各群は，20 歳
台と 30 歳台に対して有意に高い値を示した．しかし，今回は 20
歳台では 0％，80 歳台では 100％と極端に差が出る結果となった．
義歯適応者の義歯使用率については，20 年前と比較すると低い
割合となった．

【考察および結語】80 歳台の園生は全員が義歯適応者であるにも
かかわらず，使用者は 0 人であった．また，全体的な義歯使用率
も 20％と低い値である．これは，歯科診療への適応性の困難さ
と喪失歯に相関があるように，義歯への適応も同様と考えられ
る．若い年代からの歯科介入で口腔内を良好に保ち，咀嚼機能維
持させ，喪失歯を減少させることが重要だと思われる．

○岡本  由莉1，2）・財間  達也1）・藤代  千晶1）・松川  綾子1，3）・杉田  英之1）・村上  旬平1）・村山  高章4）・磯  彰格5）・秋山  茂久1）

1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，2）医療法人リヒタント岡本歯科診療所，3）静岡市障害者歯科保健センター，4）宇治武田病
院歯科・歯科口腔外科，5）社会福祉法人南山城学園
A comparative survey with 20 years ago about the denture of institution entrance mental retardation person
○OKAMOTO YURI，Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

2-P-028　施設入所精神発達遅滞者における有床義歯に関する 20 年前との比較調査

【緒言】近年，社会情勢の変化から精神疾患患者は増加している
とされる 1）．精神疾患患者はキャンセル率が高い傾向にあり，治
療が中断することも多い．今回，最近 10 年間に当科を受診した
精神疾患患者について，その分類や歯科治療の進行程度，対応法
等を調査した．なお，データは匿名化されている情報を用いた．

【対象】調査対象は，2009 年 1 月から 2019 年 6 月までに当科を
受診した精神疾患患者 114 名とした．

【結果】DSM5 を参考に精神疾患を分類したところ，パニック障
害（歯科恐怖症）が 42 名で最も多く，統合失調症が 38 名，認知
症が 22 名，うつ病が 12 名であった．また，治療完了まで通院が
可能（もしくは継続中）であったのは全体の 114 名のうち 57 名
で，半数が治療を完了できなかった．治療完了者のうち精神科等
に通院をしている患者は 42 名，治療に静脈内鎮静法（IV）や全
身麻酔などの対応が必要な患者は 22 名，頻繁にキャンセルが

あった患者は 17 名であった．
【考察】治療完了者でも頻繁にキャンセルがあり，精神疾患患者
の治療にはモチベーションの維持と体調・精神面での安定が重要
と考えられる結果となった．治療完了者の中で精神科への通院率
は 73.6％，治療に IV が必要な者のうち，治療完了者は 64.9％と
高い割合となった．これは精神科への通院や，IV などの治療法
によって歯科治療に対する不安や緊張が軽減したことで，精神面
が安定し治療が円滑に進んだ可能性があることが示唆された．

【結論】精神疾患の患者や介護者におけるモチベーションは非常
に重要である．精神科等への通院や IV 等による治療法は，モチ
ベーションを維持し，歯科治療の継続に効果があると思われる．

【文献】1）關田俊介，小澤正明，他；当科を受診した精神疾患患
者 42 名の診療経験．障歯誌，31：360，2010．

○清水  雄1）・芳沢  恒祐1）・關田  俊介2）・西村  康1）・小澤  正明1）

1）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科，2）鶴見大学歯学部附属病院歯科麻酔学講座
Dental treatment for patients with mental disorder：a 10-year survey
○SHIMIZU YU，Department of Dentistry for the Disabled, Tsurumi University Dental Hospital, Yokohama, Japan

2-P-027　最近 10 年間に当科を受診した精神疾患患者の歯科治療の実態調査
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【目的】当センターでは，障害者の歯科治療に静脈内鎮静法（以
下，IVS）を導入して 4 年が経過した．今回，IVS 下歯科治療を
受けた患者の介助者を対象としてアンケートを行い，今後，患者
介助者の立場も考慮した IVS 下歯科治療を行うことを目的とし
て本研究を行った．

【方法】本研究は朝日大学倫理委員会の承認を得て行われた（承
認番号：30023）．2014 年 10 月から 2017 年 12 月の期間に，当セ
ンターで IVS 下歯科治療を行った 30 名の患者介助者を対象にア
ンケートを実施した．質問事項は，患者の年齢，性別，障害の種
類，アンケート回答者と患者の続柄，IVS 下歯科治療に関する患
者介助者の考え及び評価とした．解析に使用するデーターは匿名
化されている情報を用いた．

【結果】22 名（男性 18 名，女性 4 名，回答率 73.3％）の患者介
助者から回答を得た．患者の年齢は 10 代：3 名，20 代：8 名，

30 代：8 名，40 代以上：3 名であった．障害の種類は，自閉スペ
ク ト ラ ム 症：12 名，知 的 能 力 障 害：4 名，脳 性 麻 痺：4 名，
Down 症候群：1 名などであった．続柄は，母親：14 名（63.6％）
で最も多かった．「事前説明は分かりやすかったか」の問いに対
しては，はい：19 名（86.3％）であった．「IVS を行ってよかっ
たか」の問いに対しては，よかった：18 名（81.8％）であった．

「大変だったこと」の問いに対しては，術前経口摂取制限：11 名
（50％），帰宅後体調不良や気持ちが不安定になった，患者介助者
の仕事や時間の都合をつける事，がそれぞれ 3 名（13.6％）など
であった．

【考察・結論】当センターにおける IVS 下歯科治療は概ね患者介
助者の理解を得ており，今後も患者介助者に配慮した上で安全で
快適な歯科治療を行いたいと考える．

○名超  美登利1）・坂下  晴香1）・関戸  優子1）・尾関  弘子1）・黒川  光子1）・作  陽子1）・小林  万里子1）・江口  美加子1）・酒井  美穂1）・吉
川  志保1）・扇  照人1）・池田  幸一1）・安藤  正憲1）・後藤  隆志2）・櫻井  学2）

1）一宮市口腔衛生センター，2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野
Introduced intravenous sedation for dental treatment of the patients with disabilities in our center；from the viewpoint of the 
patient’s helper
○NAGOSHI MIDORI，Oral Health Center of Ichinomiya City, Aichi, Japan

2-P-030　当センターの障害者の歯科治療に静脈内鎮静法を導入して―患者介助者の視点から―

【目的】行動調整法の選択と適用は患者及び保護者と医療従事者
の合意の上で行うが，継続した診療のなかで様々な変化が患者側
及び医療従事者側に生じる．抑制帯使用に関して，日本障害者歯
科学会の「歯科治療時の身体（体動）抑制法に関する手引き」で
身体抑制法の再評価の必要性が示されている．再評価するにあた
り，抑制帯使用の現状把握と付き添い者及び医療従事者の意識の
変化を調査することを目的とした．

【方法】2018 年 8 月から 2019 年 3 月の間に，当センターで抑制
帯使用患者の付き添い者，歯科医師（Dr.），歯科衛生士（DH）
を対象に，診療の前後に自記式質問紙調査を行った．データは 1）
調査 1 回目と 2）3 か月以降のものを匿名化された情報として分
析・検討した（梅花女子大学研究倫理審査委員会承認番号 2018-
0020）．

【結果】抑制帯使用者：81 人（男性 47 人，女性 34 人）．平均年

齢：32.6±13.8 歳．障害別は知的能力障害：50 人，ASD：12 人，
身体障害者：18 人，非協力小児：1 人．抑制帯使用回数は 10 回
以上：60 人，9 回以下：19 人（内初めて 1 人）．（付き添い者）
診療を見ていて安心：1）77 人，2）76 人．不安：1）3 人，2）0
人．（Dr.）診療していて安心：1）71 人，2）74 人．不安：1）10
人，2）7 人．（DH）安心：1）69 人，2）68 人．不安：1）10 人，
2）12 人であった．

【考察】抑制帯使用回数が多い者が多く，付き添い者は抑制帯で
の歯科受診に安心していることが分かった．しかし医療従事者側
では不安に感じていることがあり，付き添い者と医療従事者間で
違いがみられた．新規に抑制帯を使用する対象者は少なく，また
使用期間の短いデータが少ない．今回の結果は初めて抑制帯を使
用する際には該当しない可能性も考えられ，慎重な対応が必要で
ある．

○久保  祐美子1，2）・道満  朝美1）・三浦  麻衣1）・大貫  智崇1）・藤田  琴美1）・柴田  真生1）・赤松  明香1）・竹谷  史帆1）・高木  景子1）・定
政  洋美1）・安藤  早礎3）・榊原  晶子4）・杉村  智行1）・森崎  市治郎2）

1）神戸市立こうべ市歯科センター，2）梅花女子大学大学院看護保健学研究科口腔保健学専攻，3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療
部，4）神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科
Survey of awareness among guardians and medical personnel of physical restraint at a municipal dental center for the special 
needs patients
○KUBO YUMIKO，Kobe Dental Center, Kobe, Japan

2-P-029　障害者歯科センターにおける抑制帯使用に関する付き添い者と医療従事者の意識調査
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【目的】当科は障害や治療内容によって静脈内鎮静法を併用した
補綴治療を実践している．この現状について，本学会にて報告を
行ってきた 1）．今回，最近 4 年間における静脈内鎮静法併用下の
補綴治療における現状を調査した．

【方法】2015 年 6 月から 2019 年 5 月までに補綴治療を行った患
者の中で，静脈内鎮静法を併用した患者を対象とし，1．患者数　
2．静脈内鎮静法下の治療回数　3．障害の内訳　4．補綴の種類
を調査した．患者情報について同意書を作成，説明を行い，患者
本人，家族または介助者の承認を得た．データは匿名化されてい
る情報を用いた．また，本調査は本学倫理委員会の承認（930 号）
を得ており，この研究の利益相反はない．

【結果】本調査期間に静脈内鎮静法併用下で補綴治療した患者数
は 68 名で，治療回数はのべ 236 回であった．障害の内訳は，知
的能力障害（40.0％），自閉スペクトラム障害（17.1％），脳性麻

痺（7.6％），てんかん（17.1％），運動障害（1.9％），精神疾患
（3.8％），歯科恐怖症（2.9％），異常絞扼反射（1.9％）であった
が，Down 症候群の患者はみられなかった．補綴の種類では，ク
ラウンブリッジが 68.1％，義歯が 30.5％，その他 1.4％であった．

【考察】本調査でも，当科における静脈内鎮静法併用下の補綴治
療機会は増加しており，有用性が確認された．また，診療内容に
よって通法下の適応等，行動調整法を模索する現状が確認され
た．今後も家族や介助者の連携により補綴物の再評価が必要で，
長期的な観察の必要性が示唆された．

【結論】当科での静脈内鎮静法を併用した補綴治療の適用患者は
増加傾向にあり，今後も必要性が高まることが示唆された．

【文献】1）西村　康，小澤正明，他．当科最近 4 年間における静
脈内鎮静法を併用した補綴治療の現状調査．障歯誌，36（3）：
330，2015．

○西村  康1）・小澤  正明1）・石垣  孝司郎1）・本多  亮1）・清河  あゆみ1）・清水  政紀1）・徳江  藍2）・花谷  重守3）

1）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科，2）鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座，3）鶴見大学短期大学部歯科衛生科
Clinical research on treatment of prosthodontics with intravenous sedation on last four years (Vol.2)
○NISHIMURA YASUSHI，Department of Dentistry for the Disabled. Tsurumi University Dental Hospital, Yokohama, Japan

2-P-032　当科最近 4年間における静脈内鎮静法を併用した補綴治療の現状調査（第 2報）

【緒言】歯科恐怖症患者はその恐怖心から歯科受診を回避し，口
腔内環境の悪化を招くことがある．今回我々は，当診療所にて薬
理学的アプローチ（以下 PA とする）下で歯科治療を行った歯科
恐怖症患者の歯科恐怖の程度や背景を分析し，今後の歯科受診に
反映させることを目的とし調査を行ったので報告する．

【対象と方法】当診療所にて PA 下歯科治療を行った歯科恐怖症
患者 34 名（男性：5 名，女性：29 名，平均年齢 46±12.8 歳）に
対してアンケートを行った．アンケート内容は，精神疾患の既
往，PA 下歯科治療前後の Dental Fear Survey（DFS）による歯
科恐怖スコアの変化，歯科恐怖となった理由，PA 下での歯科治
療の満足度に関してである．本調査は日本障害者歯科学会倫理委
員会の承諾を得ている（承認番号 19001）．

【結果】調査の結果，パニック障害やうつ病等の精神疾患の既往
がある患者が 17 名であった．PA 前の DFS 平均スコアは 84.6±

10.7，PA 後は 41±21.5 であり，統計学的有意差を認めた（t-test 
p＜0.05）．歯科恐怖となった理由は，過去の治療時の痛み：13 名，
治療に対して不信感がある：8 名，嘔吐反射が起きそうで不安：
6 名，治療時の音や振動が苦手：6 名，パニック発作が起きそう
で不安：5 名，抑制された経験がある：3 名，その他：4 名とい
う結果であった．PA 下歯科治療を行った後の満足度は満足：23
名，やや満足：6 名，どちらでもない：5 名であった．

【考察】今回の調査結果では，過去の歯科治療時の痛みや抑制な
どの苦痛体験，歯科への不信感が歯科恐怖のきっかけとなってい
る意見が多く，歯科医療従事者は無痛治療および患者とのラポー
ル形成が必須である．また対象者 34 名中 17 名が精神疾患を抱え
ており，精神疾患も歯科恐怖症の一因である可能性も示唆され
た．一方，PA 下歯科治療は DFS スコアを有意に低下させてお
り，歯科恐怖症患者にとって有効な行動調整法と思われた．

○馬殿  里奈1）・田中  健司1，2）・柴田  麻未1）・北口  愛里1）・鶴身  綾子1）・寺田  奈緒1）・堀口  真希1）・向井  千加子1，3）・廣瀬  陽介1）

1）一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，3）大阪大学大学院歯学研究科
統合機能口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座
A study of dental phobia patients performed dental treatment under pharmacological approach
○BADONO RINA，Sakai Special Needs Dental Clinic, Osaka, Japan

2-P-031　薬理学的アプローチ下で歯科治療を受けた歯科恐怖症患者に関する研究
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【はじめに】愛知県三河青い鳥医療療育センター（以下，当セン
ター）は，H28 年に旧第二青い鳥学園の移転改築に伴い，重症心
身障害者病棟（70 床）が新しく開設され，最初に 2A 病棟 36 床
が稼働となった．重症心身障害者とは重度の知的障害および重度
の肢体不自由が重複しているため，患者の管理は必要かつ重要で
ある 1）．今回我々は病棟における歯科衛生士の介入方法を検討す
るため病棟スタッフの口腔ケアに関する意識および知識の現状を
把握するためにアンケートを実施した．

【対象および方法】対象は重症心身障害者病棟に配属された看護
師（19 名），支援員（4 名），保育士（1 名）の計 24 名を対象と
した．調査内容は，口腔ケアについての意識，知識，方法，問題
点，歯科衛生士への要望など 23 の設問から構成し，無記名式ア
ンケートを作成した．

【結果】重症心身障害者病棟の経験年数は 1～3 年が 79％と高い
割合であった．全身での清潔ケアの最優先度については陰部洗浄

42％，口腔ケアは 29％であった．必要性は，誤嚥性肺炎の感染
予防のためが 100％であった．

【考察】口腔ケアは重要なケアの一つと考えられるが，齲蝕予防
と歯周炎予防としては考えられていない事がわかった．十分な口
腔ケアができない理由は，人手不足，開口困難で，重心病棟での
口腔ケアの困難性の他，口腔ケアの意義，技術の習得不足も考え
られた．

【まとめ】今回のアンケート結果により，問題点を把握する事が
できた．今後は，病棟と連携を行い定期的に研修会等を開催し適
切な口腔ケアを指導する事を検討している．尚，本研究は愛知県
三河青い鳥医療療育センター倫理委員会の承認（承認番号
30004）を得ています．

【文献】1）日本障害者歯科学会編スペシャルニーズデンティスト
リー障害者歯科．第 2 版．東京：医歯薬出版；2017．58-105．

○加藤  礼子1）・大岩  隆則1）・上出  清恵1）・太田  増子1）・原  憲史1，2）・伊藤  しのぶ1）

1）愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科，2）医療法人社団平成会藤枝平成記念病院歯科口腔外科
Attitude survey for oral care of the staff at the time of the establishment of severe motor and intellectual disabilities
○KATO REIKO，Department of Dentistry Aichi Prefectural Mikawa Aoitori Medical and Rehabilitation Center for Developmental 

Disabilities, Aichi, Japan

2-P-034　重症心身障害者病棟開設時におけるスタッフの口腔ケアに対する意識調査

【目的】障害者歯科における静脈内鎮静では歯科治療のための行
動調整を目的とするために深鎮静とする場合が多いが，物理的コ
ントロールを併用することで深鎮静を回避し得ると考えられる．
今回，本院障害者歯科において，静脈内鎮静法下で歯科治療を行
なった症例について臨床統計学的検討を行なったので報告する．
本研究は，広島大学疫学研究倫理審査委員会より承認を得ている

（第 E-1618）．また，データは匿名化されている情報を用いた．
【方法】本院障害者歯科においてミダゾラムとプロポフォールを
併用して OAA／S スコア 3～4 で管理した静脈内鎮静法症例の 58
名を対象とした．ミダゾラムは処置開始までの導入時のみ使用
し，維持はプロポフォールの持続投与で行なった．これらの症例
を，物理的コントロールのない群，軽い徒手抑制など軽度な物理
的コントロール併用群，抑制帯など強固な物理的コントロール併

用群に分け，患者背景，適応理由，ミダゾラムとプロポフォール
の投与量を比較検討した．統計解析は一元配置分散分析とカイ 2
乗検定を用い，有意水準は 5％未満とした．

【結果】各群で患者背景および適応理由について有意差は認めな
かった．ミダゾラムの投与量は，強固な物理的コントロールを併
用した群が有意に多かった．プロポフォールの投与量は，物理的
コントロールのない群が有意に少なく，強固な物理コントロール
を併用した群で有意に多かった．

【考察】障害者歯科で行う静脈内鎮静法において，ミダゾラムに
よる至適鎮静までに時間がかかり投与量の多い症例では，物理的
コントロール併用下でも意識下静脈内鎮静法は困難となる可能性
があり，同時にプロポフォールの投与量も多いことから，深鎮静
に移行する可能性が高くなることが示唆された．

○小田  綾1，2）・尾田  友紀3）・吉田  啓太4）・河内  貴弘1）・向井  友宏1）・好中  大雅5）・高橋  珠世5）・大植  香菜5）・向井  明里1）・古谷  千
昌1，3）・岡田  芳幸3）・入舩  正浩1）

1）広島大学大学院医系科学研究科歯学専門プログラム歯科麻酔学研究室，2）JA 広島総合病院麻酔科，3）広島大学病院障害者歯科，4）大
阪歯科大学歯科麻酔学講座，5）広島大学病院口腔再建外科（歯科麻酔科）
Clinico-statistical case study on patients underwent dental treatment under intravenous sedation and physical restraint in 
special care dental clinic of Hiroshima University Hospital
○ODA AYA，Department of Dental Anesthesiology, Program of Dental Sciences, Graduate School of Biomedical and Health 

Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

2-P-033　本院障害者歯科で行った物理的コントロール併用意識下静脈内鎮静法管理症例に対する臨床統計学的研究
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【緒言】社会福祉法人南山城学園は 1965 年に知的障害者援護施設
として設立され，1994 年には施設内診療所に歯科が開設された．
それ以来，診療所において利用者の歯科診療および口腔衛生管理
を行っている．
歯科の開設から 24 年が経過し，施設内歯科の継続的な介入の効
果を調査するため，現在の利用者の口腔の状態を過去の記録と比
較検討したので報告する．なお本研究は大阪大学大学院歯学研究
科・ 歯 学 部 お よ び 歯 学 部 附 属 病 院 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 認

（H30-E47）を得ている．
【対象と方法】施設の利用者で，1994 年の歯科検診受診者 251 名，
2006 年の 279 名，2018 年の 259 名を対象とした．口腔診査票を
もとに，う蝕罹患状態と口腔衛生状態を集計した．

【結果】1994 年から 2006 年の間に未処置歯のある者は減少し，
その後は変化がなかった．無歯顎者は 2006 年には増加する傾向
にあったが，2018 年には再び減少した．10 歳ごとの年齢階級別

の 1 人平均現在歯数は，多くの階級において年数経過とともに増
加した．また，その内訳のなかで健全歯の占める割合が増加し，
未処置歯は減少した．プラークスコアは 1994 年から 2006 年の間
に大きく改善したが，その後は横ばい状態となっている．歯石の
スコアは徐々に改善しているが，歯肉の炎症は全体の平均ではほ
とんど変化が見られなかった．

【考察】歯科の開設当初は口腔衛生状態が不良な者が多かったが，
歯科的介入の継続により口腔衛生状態が改善され，う蝕の罹患や
歯の喪失が抑制されたと考えられる．一方で，歯肉の炎症の程度
に大きな変化が見られないことから，これまでは治療に重きが置
かれ，予防への対応が不十分であったことが示唆された．

【結語】施設内歯科での継続的な歯科介入は，利用者の口腔衛生
状態の改善に寄与しており，今後はさらに予防的な介入が必要で
あることが示唆された．

○財間  達也1）・藤代  千晶1）・岡本  由莉1）・井上  香奈子1）・隅  希代子1）・山根  尚弥1）・村上  旬平1）・村山  高章2）・磯  彰格3）・秋山  茂
久1）

1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，2）宇治武田病院歯科・歯科口腔外科，3）社会福祉法人南山城学園
Changes in dental and oral hygiene conditions in institutionalized individuals with intellectual disabilities over 24 years after 
establishing a dental clinic
○ZAIMA TATSUYA，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

2-P-036　歯科診療所を備えた障害者施設利用者の 24 年間での口腔衛生状態の変化

【目的】歯磨きでの困り事に対し，学校歯科医や歯科衛生士から
助言を行い，口腔衛生の意識向上を図る為歯科保健教室を行っ
た．指導後の意識改革による行動変容を把握する為，アンケート
を行ったので報告する．

【対象及び方法】特別支援学校小学部 2 年生の保護者 22 名を対象
に，毎年 1 回開催している歯科保健教室の前後にアンケートを
行った．性別，歯磨き方法，間食，歯科検診，困り事を選択式

（一部自由記載）で行った．その後，保護者に仕上げ磨きをして
もらい個別指導を実施した．教室開催後に自由記載でアンケート
を実施した．

【結果】対象者の 82％から回答が得られた．男児 78％，女児
22％であった．歯磨きは 2 回以上の者が 89％を占め，朝食後と
昼食後，就寝前に行っているが 98％であった．昼食後の歯磨き
は学校で実践されていた．家庭での歯磨きは，3 分以上の者が
89％，寝かせ磨き 67％，立位 22％，座位 11％，場所はリビング

89％であった．うがいができるのは 16％で歯科検診は，92％が
半年以内に受診していた．定期健診フッ素塗布での受診 58％．
仕上げ磨きは，協力的 45％，非協力的 55％であった．事後アン
ケートでは，寝かせ磨き実践，間食の種類と取り方の改善を挙げ
る保護者が多かった．困り事は口を開かない唇に力を入れるなど
が挙げられた．

【考察】非協力的な児童が半数以上だが，寝かせ磨きを 3 分以上
行っている者が高い割合でいる事は保護者の口腔衛生への関心の
高さと努力が窺える．うがいができない児童が多いのは低年齢に
よる事が考えられ，口腔衛生状態向上の為今後も積極的指導が必
要と考える．

【結論】低学年の為，全員親の介助磨きが行われており口腔衛生
状態は良かった．年齢が上がり自立した際も高い関心が保たれる
様保護者だけでなく児童にも歯科保健支援を行い歯磨きに対し高
い意識が持てる様にしていく事が重要である．

○鈴木  佐和子1）・清水  都子1）・森  篤志1，2）・浅野  敬太1，2）・大隅  省1，2）・三宅  洋彰1，2）・安形  友良1，2）・村田  起一1，2）・森下  志穂1）・
原田  恵理子1）・安田  順一3）・玄  景華3）

1）豊橋市こども発達センター，2）豊橋市歯科医師会，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Action of the dentistry health classes in the special needs school
○SUZUKI SAWAKO，Toyohashi Children Mental and Physical Development Center, Aichi, Japan

2-P-035　某特別支援学校での歯科保健教室の取り組み
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【緒言】近年，小児医療技術の進歩により，人工呼吸器など医療
的ケアが必要な子どもが増加している．2016 年障害者総合支援
および児童福祉法の改定もあり，在宅における医療的ケア児が過
去 10 年間で約 2 倍に増加し，口腔ケア，歯列不正，摂食嚥下障
害等で歯科への往診依頼のニーズも増加している．今回，地域開
業歯科医院が約 30 年間行ってきた障害児・者の訪問歯科診療の
実態を調査したので報告する．なお，データは匿名化された情報
を用いた．

【対象および方法】
対象：過去 30 年間訪問診療を行った初診時 0 から 22 歳の障害
児・者 45 名（男子 22 名，女子 23 名，初診時平均年齢 7.7 歳）
方法：訪問歯科診療の初診件数，依頼者，初診時の年齢および障
害の状態（気管切開の有無，人工呼吸の有無，栄養摂取法），保
護者からの相談内容について集計した．

【結果】往診依頼件数は 2001 年以来増加傾向にあった．依頼元は
地域支援室が最も多かった．初診時の障害児・者の状態について
は，気管切開 75.6％（その内 52.2％喉頭分離手術），人工呼吸
51.1％，胃瘻 80.0％，初診時年齢は 0～6 歳の未就学児が 50％以
上を占めた．保護者からの相談内容は口腔ケアについてが多かっ
た．

【考察】当院は月 1 回市内にある地域支援室併設の肢体不自由児
通所施設において検診とフッ化物歯面塗布を実施しているため，
未就学児への訪問依頼が多かったと考えられる．また件数が増加
傾向にあるのは，近年，在宅医療に関わる法律が整備されたこと
により，医療的ケア児の在宅介護・医療が推進，普及するように
なったためと考えられた．

【結論】法律の整備により，医療的ケア児の在宅生活が普及する
ようになったため訪問歯科診療依頼が増加した．

○齋藤  知子1，3）・深澤  映美1，3）・村内  光一1）・原口  由美子1）・村上  旬平3）・秋山  茂久3）・森崎  市治郎2）

1）村内歯科医院，2）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科，3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
Survey visit dental healthcare for the patients with special needs for past 30 years
○SAITO TOMOKO，Murauchi Dental Office, Hyogo, Japan

2-P-038　約 30 年にわたる障害児・者の訪問歯科診療についての実態調査

【目的】現在日本人の死因の第 3 位は肺炎であり年々増加傾向で
ある．そのため，各地域や病院・施設でそれに対する様々な取り
組みが行われている．
当院は香川県の西部に位置する 2 市 12 万人，高齢化率 30％以上
の地域を主な医療圏とする総合病院で，在宅強化型の介護老人保
健施設を併設する．この施設では誤嚥性肺炎予防の摂食嚥下障
害・栄養管理・口腔ケアなど様々な取り組みを多職種で進めてお
り，H29 年度はついに肺炎発症 0 人を達成した．
今回は OHAT の合計スコアで重傷度分類を行い，それを口腔ケ
アに用いたので報告する．

【方法】対象期間は H26～29 年度である．
口腔ケアは施設入所時に介護士が OHAT を用いて評価を行った．
合計スコア（以下スコア）により，対応方法を以下の 3 つに分類
した．
スコア 4 以下の場合：1　介護士による通常の口腔ケア
スコア 5～8 の場合：2　1 に加え口腔衛生加算を用い歯科衛生士
の口腔衛生指導

スコア 9 以上の場合：3　1 に加え訪問歯科衛生指導を用い歯科
衛生士の口腔衛生指導を行った．また病的な評価であった場合も
3 の対応を行った．
また，年に数回歯科医師・歯科衛生士のよる口腔ケア勉強会を
行った．
なお，当該臨床統計にあたりデータは匿名化されている情報を用
いた．

【結果】口腔衛生加算及び訪問歯科衛生指導数は H26 年から 417，
990，980，1240 件であった．肺炎退所率は 12.6，5.4，8.1，0％
となった．

【考察及び結論】口腔ケア体制を整えたことが，肺炎退所 0 達成
の一因となった．摂食嚥下障害に対するミールラウンド，管理栄
養士による栄養管理を同時に連携して行えたことがよい結果につ
ながったと思われる．現在 OHAT の見直しは半年毎に行ってい
る．これらの体制については必要時にリニューアルしていく必要
がある．今後も他の取り組みとともに，より充実させて行きた
い．

○後藤  拓朗1，2）・高橋  弥生1）・森  貴幸2）・江草  正彦2）

1）三豊総合病院企業団，2）岡山大学病院
Oral care system at the nursing care of the zero pneumonia onset -Severity classification using OHAT-
○GOTO TAKURO，Mitoyo General Hospital, Kagawa, Japan

2-P-037　肺炎発症ゼロの老健施設での口腔ケア体制―OHATを利用した重症度分類―
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【目的】当センターは，1992 年 8 月に重症心身障害児（者）施設
として開設された．施設の老巧化のために 2018 年 10 月から大規
模改修に着手し，完了するまでの約 2 年間仮設棟での事業継続と
なる．障害児（者）の中には新しい環境への対応が困難な場合も
あり，移転することによって，歯科に通院する患者にどのような
変化が起こるのか調査した．尚，データは匿名化されている情報
を用いた．

【対象及び方法】仮設棟に移転後（2018 年 10 月後半から 2019 年
1 月まで）の約 3 か月間，仮設棟歯科外来に初めて受診した再来
患者の保護者及び介護者に調査の趣旨を説明し，アンケート調査
の了解を得た 807 人に対して来院時の患者の様子を自記式アン
ケートで答えてもらった．

【結果】知的障害者 318 人，自閉スペクトラム症 226 人，Down
症 70 人，脳性麻痺 139 人，その他 50 人，合計 803 人の回答を得

た．来院時の患者の様子に変化があったと答えた保護者及び介護
者は，44.2％（355 人），待合室での患者の様子に変化があったと
答えたのは 27.5％（221 人），待合室から診療ユニットまでの患
者の様子に変化があったと答えたのは 23.1％（188 人）であった．

【考察】新しく移設した歯科診療室に対して来院や入室の拒否そ
してパニック発現などを想定し，告知を本人ではなく，最も理解
されている保護者や介護者などに実施し，そのうち 56.8％が患者
本人に歯科診療室の場所が変わることについての説明を行った．
そのため大きな混乱は認められなかった．来院時→待合室→診療
ユニットと患者の変化は減少し，診療時にはほとんどの患者がい
つもと同じように診療が行えた．多くの方から「ここに来るま
で，すごく緊張していたが，いつものスタッフの声を聴いたり顔
を見たりして安心したようだ」と言っていただき，患者との信頼
関係を構築することの重要性をあらためて確認した．

○元橋  功典1，2）・藏本  祐介1）・岸  裕子1）・菊池  栄子1）・奥山  順子1）・吉田  隆義1）・小野  芳明1，4）・橋本  吉明4）・伊藤  志穂1）・黒
岩  亜季1）・神野  成治1，2）・塚脇  香苗2，3）・工藤  綾子1）・深山  治久2）

1）東京都立東大和療育センター，2）東京医科歯科大学医歯学総合研究科麻酔・生体管理学分野，3）柏市医療公社医療センター歯科診療
部，4）東京医科歯科大学医歯学総合研究科小児歯科学分野
Changes of patients with disabilities due to temporary relocation of the dental clinic
○MOTOHASHI KATSUNORI，Tokyo Metoropolitan Higashiyamato Medical Center for Persons with Developmental/Multiple 

Disabilities

2-P-040　歯科診療室移設に伴う患者の変化

【目的】知的能力障害児の保護者がかかりつけ歯科医療機関に求
めるものを調査するとともに，かかりつけ歯科の有無と齲蝕経験
の関連について分析することを目的とした．

【方法】平成 30 年 6 月に特別支援学校（知的障害）の小学部から
高等部までの児童・生徒の保護者 227 人を対象に質問用紙を配布
し，かかりつけ歯科の有無と受診頻度，かかりつけ歯科の良い
点，要望したい点を選択形式で，また，「こんな歯科があればい
いな」と思うことについて自由記載方式で回答してもらった．齲
蝕罹患状況は，同年の学校歯科健診の結果から集計した．データ
分析には匿名化された情報を用いた．

【結果】回収された質問用紙は 136 部（59.9％）であった．この
うち，かかりつけ歯科を年 1 回以上受診するとした 104 部につい
て分析したところ，かかりつけ歯科医療機関の種類は一般・小児
歯科を受診する者が 87 人（83.7％）ともっとも多く，大学病院

は 12 人（11.5％）であった．また，かかりつけ歯科の良い点と
して「歯科医師の対応がいい」を選択した者が 71 人ともっとも
多く，次いで「スタッフの対応がいい」68 人，「障害者歯科の専
門性が高い」53 人，「十分な説明がある」52 人であった．自由記
載意見では，専門性の高さへの評価が高く，待ち時間の過ごし方
に関する要望もみられた．齲蝕罹患状況については全体の DF 者
率が 26.7%，一人平均 DF 歯数が 0.779 歯であり，歯科定期受診
の有無による差は認められなかった．

【考察】知的能力障害児の保護者は，かかりつけ歯科医療機関に
対して歯科医師やスタッフの対応の良さ，専門性の高さを評価し
ていた．齲蝕経験とかかりつけ歯科の有無に関連がなかったの
は，近年の齲蝕減少を反映してどちらの群も齲蝕経験が少なかっ
たことによると考えられた．

○中山 朋子1）・前濱 和佳奈1）・緒方 麻記1）・中嶋 真理子1）・水谷 慎介2，3）・小島 寛1）

1）福岡歯科大学成長発達歯学障害者歯科学分野，2）九州大学大学院歯学研究院付属 OBT 研究センター，3）九州大学大学院歯学研究院口
腔顎顔面病態学講座高齢者歯科学・全身管理歯科学分野
Survey of special needs school children with intellectual disabilities regarding the choice of dental clinic and caries 
experience
○NAKAYAMA TOMOKO，Section of Dentistry for the Disabled, Department of Oral Growth and Development, Fukuoka Dental 

College, Fukuoka, Japan

2-P-039　知的能力障害児のかかりつけ歯科医療機関の選択と齲蝕の状況
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【緒言】当診療所は一般診療所での歯科診療が困難な患者に対し
て口腔管理，歯科治療を行うため地域歯科医師会が行政機関より
委託され開所された．診療は障害者歯科専門医，摂食指導専門
医，地域歯科医師会会員（以下，会員）の協力医が輪番制で診療
を行っている．そのような診療所での開所後 24 年間の受診患者
の実態を調査したので報告する．なお集計は診療録を調査し連結
不可能匿名化し行った．

【対象と方法】対象は平成 7 年 4 月から平成 31 年 3 月までに受診
した患者の来所の経緯，男女，障害の種類，主訴，連携医療機関
への転院，受診が途絶えた事由，継続受診患者のリコール期間に
ついて診療録を基に集計を行った．

【結果】開所後 24 年間で来所した患者は 794 名．来所した経緯と
しては会員からの紹介が 105 件，地域の療育センターや障害福祉
サービス事業からの紹介が 96 件であった．男女別では男 487 名，
女 307 名，障害の種類は知的能力障害が 277 名，自閉症スペクト

ラム障害が 105 名であった．主訴は“齲蝕がある”が 154 件，
“摂食指導を受けたい”が 148 件であった．連携医療機関への転
院は 136 件であったが，受診が継続せず再度当診療所の受診と
なった件数が 5 件あった．受診が途絶えた 357 名のうち事由とし
て“予約日未来院”が 99 件であった．受診継続患者 437 名のう
ち，リコール年数は 1 年未満が 126 名，20 年以上が 38 名であっ
た．

【考察】当診療所は会員からの紹介が全体の 13％であった．その
患者のうち，当診療所での歯科処置後，地域歯科医院へ連携でき
た割合は 10％であった．地域の歯科医院と連携を図ることで，
障害者が身近なところで良質の歯科医療を受けられるいわゆる後
方連携を確立するためにも，かかりつけ歯科医をもつ事が患者の
更なる QOL の向上に繋がり今後更に連携を進めていく予定であ
る．

○岩崎  槙1）・松葉  浩志1）・小木曽  周1）・大久保  和久1）・花岡  新八1）・下重  千恵子1）・土生  健史1）・林  昭彦1）・村上  宜正1）・大崎  住
江1）・野本  麻里子1）・大槻  祐子1）・久保寺  友子1）・向井  美惠2）・池田  正一3）

1）一般社団法人東京都中野区歯科医師会スマイル歯科診療所，2）ムカイ口腔機能研究所，3）神奈川歯科大学総合歯科学講座
24-year survey of patients with disabilities in community-based clinic
○IWASAKI MAKI，General Incorporated Association Tokyo Nakano Dental Association Smile Dental Clinic

2-P-042　地域障害者歯科診療所開所後 24 年間における受診患者の実態について

【緒言】東京歯科大学千葉歯科医療センター（旧：千葉病院）は
開設以来，地域障害者治療の中核を担ってきた．当診療所での障
害者の歯科治療は，主に小児歯科外来と歯科麻酔科外来（当科）
で行っている．当科では，全身麻酔や静脈内鎮静法などの薬物的
行動調整を必要とする患者を中心に，患者の状態や治療内容に合
わせて様々な管理方法で診療を行っている．今回，当科障害者歯
科外来を受診した患者の実態を調査した．本研究は東京歯科大学
倫理審査委員会の承認を得ている（承認番号 940）．

【方法】2016 年 1 月から 2018 年 12 月までの 3 年間に，当科障害
者歯科外来を受診した患者を対象に，患者の総数，管理方法，居
住地域を診療録および記録簿を調査した．なお，データ分析は匿
名化して管理を行い，個人を特定できないようにした．

【結果】過去 3 年間で，当科障害者歯科外来を受診した総患者数
は 1146 名であり，総症例数は 5128 例（診察等も含む）であっ

た．管理方法は，静脈内鎮静法が 3067 例，全身麻酔が 226 例，
薬物的行動調整を用いない管理方法での歯科治療が 702 例であっ
た．来院地域は，病院の所在地である千葉市からの来院は受診患
者数の約 42％を占めた．千葉県内からの来院患者が全体の約
99％であり，千葉市県内の様々な地域から来院していた．

【考察および結論】千葉県内において，障害者歯科学会認定医が
在籍する施設は多数あるが，その多くは千葉市内もしくは千葉市
以北に集中している．またその中でも，全身麻酔や静脈内鎮静法
を行うことができる施設は限られている．当科の特性上，薬物的
行動調整が必要な症例が多いが，かかりつけ歯科での定期検診を
行い，必要が生じた際に当科での治療を行っている症例も多く見
られる．今後も医療連携を充実させ地域医療に貢献していきた
い．

○川口  潤・小崎  芳彦・前原  彩香・飯嶋  和斗・高野  恵実・高橋  香央里・萩原  綾乃・松浦  信幸・一戸  達也
東京歯科大学歯科麻酔学講座
A survey of the patients visiting our outpatient clinic for special needs patients
○KAWAGUCHI JUN，Department of Dental Anesthesiology, Tokyo Dental College, Chiba, Japan

2-P-041　当科における受診患者の実態調査
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【緒言】アメリカ精神医学会による以前の診断基準である DSM-4
では，広汎性発達障害（PDD）の下位分類として 1．自閉症，2．
アスペルガー症候群，3．小児崩壊性障害，4．レット症候群，5．
特定不能の広汎性発達障害（PDD-NOS）があった．2013 年に発
表された診断基準 DSM-5 では，これらは明瞭な区分ができない
連続した症状であり，すべてを自閉症スペクトラム症（ASD）
と診断し，それぞれの症状の重症度分類を追加することとなっ
た．このような患児に対しては心理学的なアプローチを基本とす
る行動調整が必要となるが，その効果には限界があり，静脈内鎮
静法や身体抑制法などの特殊な処置を必要とすることもある．今
回当院を受診した ASD 患児を対象に，初診時年齢とその後の歯
科的対応の関連性について実態調査を行った．

【対象と経過】小田原市歯科二次診療所を受診した ASD 患児を
初診時年齢から 3 群に分けて調査した．1 群（初診時年齢 0～6

歳）10 名，2 群（7～12 歳）12 名，3 群（13 歳以上）28 名であっ
た．すべての群において初診時から現在に至るまでの歯科診療時
の対応法について調査した．なお，本症例報告は説明後書面によ
り保護者の同意を得た上で実施した．

【考察】1 群では初診時における抑制具（レストレーナー）の使
用率は 70％であったが，2 年経過後では 20％に低下した．2 群で
は初診時におけるレストレーナーの使用率は 58.3％であったが，
2 年経過後では 16.7％に低下した．一方 3 群では初診時における
レストレーナーの使用率が 32.1％であったが，2 年経過後でも
28.5％と大きな変化がみられなかった．以上より，歯科的介入時
期が低年齢ほど継続的な口腔管理を行うことで患児の歯科診療へ
の協力度は著しく向上することがわかった．特に ASD 患児に対
しては，幼児期から歯科診療を開始することがその後の行動調整
に効果的であることが示唆された．

○廣田  るり子1）・平山  展大2）・河野  孝栄1）・錦織  直哉1）・金子  亮1）・夏目  宗治1）・高橋  美穂1）・河原  博3）・弘中  祥司4）・朝田  芳
信2）

1）小田原市歯科二次診療所，2）鶴見大学歯学部小児歯科学講座，3）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座，4）昭和大学歯学部スペシャルニーズ
口腔医学講座
A survey of actual condition of the relationship between dental intervention and behavior modification in children with 
autism spectrum disorder
○HIROTA RURIKO，Secondary Dental Care Office of Odawara City

2-P-044　自閉症スペクトラム児に対する歯科的介入時期とその後の対応に関する実態調査

【緒言】結節性硬化症（TSC）は，全身の過誤腫を特徴とし，皮
膚・脳・肺・心臓・腎臓．骨などに多様な症状が認められる疾患
である．当院では，てんかんセンターが中心となり，2014 年に
結節性硬化症 BOARD を立ち上げ，多科連携のもと，診療が行
われている．歯科では口腔病変の診査を行っている．TSC 患者
の口腔病変および口腔管理の状況について報告する．

【対象と方法】2015 年 1 月～2018 年 12 月までに当科を受診した
TSC 患者 57 名を対象とし，口腔病変の有無を調査した．口腔管
理の状況については，精神神経症状の有無，口腔清掃の問題の有
無，歯科受診状況を調査した．データは匿名化した情報を用い
た．

【結果】初診時平均年齢は 16.5±14.2 歳であった．口腔病変は 19
名（33.3％）に認められ，エナメル質の多発性小腔が 19 名，口
腔内の線維腫が 1 名に認められた．精神神経症状は 55 名（96.5％）

に認められた．口腔清掃の問題のある者は 29 名（50.9％）であっ
た．44 名（77.2％）にかかりつけ歯科があり，29 名（50.9％）が
定期的に受診していた．エベロリムスの内服治療が行われた者は
25 名（43.9％）で，エベロリムスによる口腔粘膜炎を生じた者は
13 名であった．

【考察および結論】口腔病変は，TSC 診断基準の小症状に含まれ，
エナメル質の多発性小腔の頻度が高かった．同病変の病的意義は
少ないが，TSC 患者は，てんかん，精神発達遅滞，自閉傾向な
どの精神神経症状（TSC-associated neuropsychiatric disorders

（TAND））を高率に生じるため，口腔清掃に問題を有する者が
多い．近年，TSC 患者に対し，エベロリムスによる治療が行わ
れており，歯科での口腔管理の重要性が高まっていると思われ
る．

○福永  暁子
聖隷浜松病院歯科
Oral lesion and oral management of the patients with tuberous sclerosis complex (TSC) in our hospital
○FUKUNAGA AKIKO，Department of Dentistry, Seirei Hamamatsu General Hospital, Shizuoka, Japan

2-P-043　当院を受診した結節性硬化症患者の口腔病変および口腔管理の状況について



障害者歯科　第 40 巻第 3 号　2019　　407

【緒言】当市には障害者歯科の二次医療機関として歯科医療セン
ター（センター）が開設されており，従来市立病院口腔外科と口
腔外科処置を中心に医療連携を図ってきた．しかし，全身麻酔下
の齲蝕治療が必要な場合には市外施設への紹介を余儀なくされて
いた．そのため患者家族からは近隣施設でかかり付け歯科医が参
加した形での全身麻酔下歯科治療の要望が寄せられていた．今回
この問題の解決策としてセンター非常勤歯科医 A の本務先であ
る市内の当病院歯科をセンターの新たな医療連携先として全身麻
酔下歯科治療を実施したのでその概要を報告する．本症例の発表
にあたり患者家族から書面による同意を得ている．

【症例】患者：44 歳男性，脳性麻痺，てんかん
来院の経緯：幼少期からのかかり付け歯科医であるセンター非常
勤歯科医 B より全身麻酔下での歯科治療を目的にセンターを通
じて当病院歯科に紹介来院した．

【治療の概要】本症例は当病院歯科での最初の障害者の全身麻酔

下歯科治療・入院管理症例であるため実施上の問題点の抽出・共
有化を目的に当病院勤務の歯科医 A を含む 3 名に加えかかり付
け歯科医 B，歯科衛生士 2 名，麻酔医，手術室および病棟看護師
の協働で実施した．治療は全身麻酔下で 56 直抜即根充・レジン
充填，智歯 4 歯抜歯，歯周治療を 4 泊 5 日で実施した．退院後，
患者はかかり付け歯科医 B の下で定期的な口腔管理を受けてい
る．

【考察と結論】障害者の全身麻酔下の一般的な歯科治療全般をか
かり付け歯科医が参加して地域内で完結させる診療体制の確立を
目的に新たな医療連携を試み，患者・家族と歯科医療者側ともに
満足しうる結果が得られた．今後，円滑な運営のための体制の確
立とそのための人材育成が必要であると考えられた．

【文献】1）スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科
2009：318．

○佐藤  公彦1，2）・榊原  裕子1）・星野  周二1，3）・青柳  明夫1）・山脇  俊明1）・丸山  賢2）・高田  典子1，2）・小林  尚美1）・合野  信子1）・野
澤  美佐子4）・辻田  真希3）・福田  理5）

1）一般社団法人豊川市歯科医師会，2）医療法人桃源堂後藤病院歯科，3）星野小児歯科医院，4）独立行政法人国立病院機構豊橋医療セン
ター，5）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
A case of dental treatment under general anesthetic management of disabled person by regional alliance -alliance with the 
district disability dental center of dental association and the district clinic-
○SATO KIMIHIKO，General Incorporated Association Toyokawa City Dental Association, Aichi, Japan

2-P-046　�地域連携による障害者の歯科治療全身麻酔症例� �
─地区歯科医師会障害者歯科センターおよび地区診療所との連携─

【緒言】自閉スペクトラム症（以下 ASD）患者は，鋭利な器具に
対し恐怖心が強く，静脈穿刺時に苦慮する場面が多い．今回，注
射針に対し恐怖心が強く協力が得られない ASD 患者に対し，保
護者とともにトレーニングを重ねることで円滑に導入できた症例
を経験したので報告する．発表に際し，書面により保護者の同意
を得た．

【症例】19 歳の男性．探針，スケーラー，局所麻酔等の鋭利な器
具およびエアータービン，吸引等の音に対して恐怖心が非常に強
い ASD 患者であった．診療室へは母親同伴で入室し，カウント
法で介助者歯磨きを行っていたが，切削器具を使用する治療は困
難であった．今回，右側上下顎智歯周囲炎に対し抜歯が必要とな
り，日帰り全身麻酔下での治療を予定した．術前の採血および全
身麻酔時の静脈確保に向けて，トレーニング期間を設ける旨，保
護者の同意を得た．

【経過】チェア上で駆血帯を装着し，カウント法で注射針を添え
る疑似体験を行ったところ，短時間であれば受け入れ可能であっ
た．母親は，自身で駆血帯およびシリンジ先端に鈍針（先端を球
状にした刺繍針）を付けた疑似注射器を用意し，自宅でもトレー
ニングを重ねた．約半年間，自宅および診療室でのトレーニング
を経て術前の採血を行ったところ，抑制を行うことなく安全に実
施できた．手術当日は，あらかじめ緩徐導入も想定していたが，
採血と同部位に静脈確保を行ったところ，抑制することなく穿刺
できた．麻酔は急速導入で行い，合併症なく手術を終了した．

【考察・結語】診療室だけでなく，保護者が自宅でも繰り返しト
レーニングを行ったことで，患者は静脈穿刺への恐怖心を克服で
きたと考えられた．待機可能な手術であれば，患者に合わせたト
レーニング期間を設定し，恐怖心を取り除いていくことが重要で
あると再認識した．

○久木留  宏和1，2）・辻野  啓一郎2，3）・武者  篤4）・福島  圭子2）・鈴木  奈穂2）・布施  亜由美2）・熊井  鈴子2）・佐藤  瑞樹2）・大串  圭太5）・
神谷  清2）・小杉  謙介2，4）・横尾  聡4）・新谷  誠康3）・一戸  達也1）

1）東京歯科大学歯科麻酔学講座，2）公益社団法人群馬県歯科医師会群馬県歯科総合衛生センター，3）東京歯科大学小児歯科学講座，4）群
馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座，5）公益社団法人茨城県歯科医師会口腔センター土浦
An effective case of venipuncture training in a patient with autistic spectrum disorder undergoing tooth extraction under day-
care anesthesia
○KUKIDOME HIROKAZU，Department of Dental Anesthesiology, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan

2-P-045　日帰り全身麻酔下抜歯術に対し静脈穿刺トレーニングが有効であった自閉スペクトラム症患者の 1症例
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【目的】先天性プロテイン S 欠乏症は，常染色体優性遺伝疾患で
動静脈系の血栓症を引き起こす疾患である．今回，先天性プロテ
イン S 欠乏症患者に抗凝固薬を継続し，下顎智歯抜歯術を施行
した全身麻酔管理を経験したので報告する．

【症例】29 歳，女性．右側下顎 8 番水平埋伏歯の抜歯術が予定さ
れた．21 歳時に，下肢の浮腫，静脈瘤を機に，プロテイン S 欠
乏症と診断された．同時期に，下肢静脈血栓症も診断されワル
ファリンの内服を開始している．術前，ワルファリンの内服は継
続．術前血液検査にて，プロテイン S 活性値 10％以下，PT-
INR，APTT は延長．D ダイマーは正常範囲内，下肢静脈エコー
検査で血栓はなかった．

【経過】下肢の弾性ストッキングを履いて手術室入室．麻酔導入

はプロポフォール 100 mg，レミフェンタニル 0.3μg／kg／min，
ロクロニウム 30 mg を投与し，経口挿管を行った．麻酔維持は
酸素 1％，空気 2％，セボフルラン 1-1.5％，レミフェンタニル
0.1-0.25μg／kg／min とした．麻酔導入後，1／80000 アドレナリン
添加 2％リドカインを 1.8 ml 投与し，手術を開始した．手術は，
止血を含め問題なく終了した．術後鎮痛には，アセトアミノフェ
ン 1000 mg を用いた．

【考察】先天性プロテイン S 欠乏症患者は，術前の血栓症の評価，
ワルファリン投与による PT-INR 値，術後の鎮痛薬の選択など
に注意を払って周術期麻酔管理を行う必要がある．
症例報告にあたり本人より書面による同意を得た．

○星島  宏1）・菊地  公治2）

1）埼玉医科大学病院麻酔科，2）医療法人文光会スペシャルニーズセンター
Anesthetic management of congenital protein-S deficiency in dental surgery
○HOSHIJIMA HIROSHI，Saitama Medical University Hospital, Department of Anesthesiology, Saitama, Japan

2-P-048　先天性プロテイン S欠乏症患者の周術期麻酔管理

【緒言】知的障がい者の歯科治療においては，小児期には系統的
脱感作や，身体抑制下により歯科治療が行えていたが，成長や恐
怖感から，身体抑制下の治療が困難となり，全身麻酔下の歯科治
療に移行する場合がある．そのような非協力患者の場合，全身麻
酔を行うにあたって，患者をいかに円滑に室内へ誘導し，全身麻
酔へ導入できるかが問題となる．そこで，当院における知的障が
い者の全身麻酔導入のための特殊な工夫を集計したので報告す
る．

【対象】2014 年から 2018 年の 4 年間において，当院で全身麻酔
を行った知的障がい者 221 名（のべ 731 症例）のうち，特殊な工
夫が必要であった障がい者は 33 名（のべ 117 症例）であった．
それらの症例を対象とし，麻酔導入のために行った工夫を集計し
た．

【結果】当院における知的障がい者の全身麻酔導入における工夫

で，最も多かったのはミダゾラムの経口投与が 26 名（92 症例），
セボフルランによるオープンドロップ法が 3 名（20 症例），お気
に入りの音楽をかけるのが 1 名（2 症例），担当ドクターの固定
化が 1 名（1 症例），ゲームをしながら入室してもらうのが 1 名

（1 症例），お気に入りの人形に話しかけながら誘導するのが 1 名
（1 症例）であった．
【考察および結語】今回，最も多かったミダゾラムの経口摂取は，
まれに患者に拒否されることもある．また，音楽や絵本などによ
る雰囲気づくりも患者の好みに左右されるため，知的障がい者に
おける導入の工夫には万能な方法はなく，患者ごとに有効な方法
を探る必要がある．安全で円滑な全身麻酔導入のためには，患者
や家族とよく相談し，適した方法から試みる必要がある．
なお，症例は集計後匿名化されている．

○冨田  修・佐藤  璃奈・佐藤  光・今井  彩乃・木村  楽・小汲  大二郎・吉田  健司・川合  宏仁・山崎  信也
奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野
Considerations of special induction method for general anesthesia with intellectual disability patients
○TOMITA SHU，Department of Dental Anestheology, Ohu University School of Dentistry, Fukushima, Japan

2-P-047　知的障がい者における特殊な全身麻酔導入方法の検討
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【緒言】Mowat-Wilson 症候群は特徴的顔貌，重度から中等度の
知的障害と小頭症を 3 主徴とする先天異常症候群である．てんか
ん，巨大結腸症，先天性心疾患などが合併し，発語は見られず，
歩行開始も 3 歳以降という障害を有する本症候群患児の周術期管
理を報告する．なお，本症例の発表に際して，書面により保護者
からの同意を得ている．

【症例】14 歳男性．身長 157.5 cm，体重 39.6 kg．既往として，
先天性気管狭窄，気管支喘息，てんかん，三尖弁狭窄症がある．
また，1 歳時に動脈管開存に対し根治術を受けている．今回，多
数歯う蝕に対する歯科治療が全身麻酔下で予定された．術前に耳
鼻咽喉科で気道の評価を受けた結果，声門下狭窄もみられず，気
管の最大径は約 7.5 mm であるために気管挿管は可能との回答が
なされた．

【経過】酸素，亜酸化窒素とセボフルランによる緩徐導入後に末

梢静脈路を確保し，ミダゾラム 3 mg とレミフェンタニル 0.2μg
／kg／分の投与を行った．マスク換気が可能であることを確認し
た後にロクロニウム 30 mg を投与し，φ 5.5 mm スパイラル
チューブを右鼻腔より経鼻挿管した．術中は酸素 1 l／分，空気 2 
l／分，セボフルラン 1.5％，レミフェンタニル 0.1～0.2μg／kg／分
で維持した．術中のバイタルサインは安定していた．手術終了後
の覚醒は速やかで，十分な自発呼吸を確認した後にスガマデクス
200 mg を投与して抜管した．抜管後に呼吸苦や SPO2 の低下な
どは認められなかった．手術時間は 2 時間 25 分，麻酔時間は 3
時間 49 分であった．

【結語】先天性気管狭窄を有する Mowat-Wilson 症候群患者に対
して，手術前に他科と連携することで適切に気道の評価を行うこ
とで，良好な周術期管理をなし得た．

○矢口  絵莉香1，2）・坂水  愛理1，2）・濱口  眞輔2，3）

1）獨協医科大学医学部口腔外科学講座，2）獨協医科大学病院麻酔部，3）獨協医科大学医学部麻酔科学講座
A case of anesthetic management with Mowat-Wilson syndrome
○YAGUCHI ERIKA，Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Dokkyo Medical University School of Medicine, Tochigi, Japan

2-P-050　Mowat-Wilson症候群患者の全身麻酔経験

【緒言】多くの脳性麻痺患児では嚥下障害を合併する．重度の場
合，全身麻酔後の食事の際，窒息の危険性が高くなる．今回，重
度の嚥下障害を有する脳性麻痺患児の全身麻酔下歯科治療後に嚥
下機能評価を行った症例を経験したので報告する．なお，患児家
族から書面による同意を得た．

【症例】患児：9 歳，女児．身長 119 cm，体重 18 kg．障害名：
脳性麻痺，知的能力障害，Lennox-Gastaut 症候群．基礎疾患：
難治性てんかん，摂食・嚥下障害，胃軸捻転症，気管支喘息．現
病歴：紹介元の往診歯科医にう蝕を指摘されたが，治療が困難で
あったため，当院障害者歯科を紹介された．応急処置を施し，治
療後の定期口腔衛生管理が行えるよう行動変容を行った後，全身
麻酔下で保存修復処置と抜歯を行うことにした．

【経過】手術前日に入院し，当日は前投薬としてファモチジン 5 
mg とミダゾラム 10 mg を内服させた．全身麻酔はレミフェンタ

ニル塩酸塩とプロポフォールで行い，予定した歯科処置を終える
ことができた．術後は，誤嚥の可能性が高かったため，胃管を留
置した．口腔内に唾液の貯留が多く，普段より咳反射が減弱して
いた．睡眠時に SpO2 が低下するため，翌朝まで酸素投与を継続
した．翌日，VF・VE を実施し，少量の食物の残留を認めたが，
誤嚥はなく，十分な咳反射もあったことから経口摂取可能と判断
した．術後 2 日目には胃管を抜去し，軽快退院となった．

【考察】本患児は，慢性的な唾液誤嚥があり，食事はペースト食
を丸飲みしていた．したがって，全身麻酔後で咳反射が十分回復
していない状態での食事は，誤嚥による窒息の可能性が高いこと
が予想された．そのため，術後は経管栄養とし，摂食・嚥下チー
ムによる嚥下機能評価を行ったうえで経口摂取を開始すること
で，全身麻酔後の窒息を予防することができた．

○向井  明里1）・好中  大雅2）・高橋  珠世2）・向井  友宏1）・小田  綾2）・菊池  友香2）・河内  貴弘1）・今戸  瑛二2）・大植  香菜2）・吉田  充
広2）・清水  千昌3）・尾田  友紀3）・岡田  芳幸3）・入舩  正浩1）

1）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学研究室，2）広島大学病院口腔再建外科（歯科麻酔科），3）広島大学病院口腔健康発育歯科
（障害者歯科）
A case whose swallowing function evaluation was effective after dental treatment under general anesthesia for a cerebral 
palsy infant patient with dysphagia
○MUKAI AKARI，Department of Dental Anesthesiology, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima 

University, Hiroshima, Japan

2-P-049　嚥下障害を伴う脳性麻痺患児の全身麻酔下歯科治療後食塊による窒息予防に嚥下機能評価が有効であった 1例
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2-P-051　同一の患者における累計 30 回を超える全身麻酔下歯科治療の 2名

○森本 佳成・小松 知子・重藤 良太・赤坂 徹・林 恵美・高城 大輔・飯田 貴俊・藤川 隆義・宮城 敦
神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座
Anesthetic management for dental treatment in a disabled patient with a history of rhabdomyolysis -a total intravenous 
anesthesia using ketamine and remifentanil
○MORIMOTO YOSHINARI，Department of Critical Care Medicine and Dentistry, Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental 

University

○吉田 健司・佐藤 璃奈・佐藤 光・今井 彩乃・木村 楽・小汲 大二郎・冨田 修・川合 宏仁・山崎 信也
奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野
Two cases who were performed dental treatment under general anesthesia more than 30 times
○YOSHIDA KENJI，Department of Dental Anesthesiology, Ohu University School of Dentistry, Fukushima, Japan

2-P-052　�横紋筋融解症の既往を有する障害者の歯科治療時の全身麻酔経験―ケタミン塩酸塩およびレミフェンタニルを用
いた完全静脈麻酔―

【緒言】治療に対してある程度協力が得られる障がい者であって
も，長時間の治療や侵襲性の大きい処置では全身麻酔下処置が必
要となることがある．今回われわれは処置およびメンテナンスも
含め，同一患者に対して累計 30 回を超える全身麻酔下処置を
行った ２名について報告する．なお，患者には書面で同意を得て
いる．
【症例】症例 １は，２007 年から ２0１9 年にかけて知的障がいと自
閉症のために，計 34 回の全身麻酔下歯科治療を施行した．口腔
内清掃や根管治療は意識下でできるものの，浸潤麻酔下処置や注
水下処置は行えず，これらの処置は全身麻酔下で行った．麻酔方
法は初回から変更はなく，導入・維持ともに酸素，笑気，セボフ
ルランのみで行い，平均処置時間は 77 分，平均麻酔時間は １２２
分であった．症例 ２は，２005 年から ２0１9 年にかけて知的障がい
と自閉症のために，30 回の全身麻酔下歯科治療を施行した．治

療に対する協力度は低く，機械的歯面清掃さえ行えないため，除
石や初期う蝕に対する処置等も含め全身麻酔下処置となった．初
期の麻酔方法は，導入・維持ともに酸素，笑気，セボフルランで
行っていたが，８ 回目に術後の悪心・嘔吐がみられたため，9 回
目より維持はプロポフォール，レミフェンタニルを用いた．以降
の嘔吐はみられていない．平均処置時間は 7１ 分，平均麻酔時間
は １35 分であった．
【考察】全身麻酔下での処置を施行する際，治療に対する協力度
によって選択基準が異なる．症例 １は １か月に １度意識下で歯面
清掃を行っていたが，治療のみ全身麻酔下処置とした．症例 ２は
意識下での協力が全く得られないため，歯面清掃を含め全身麻酔
下としたが，平均処置時間，平均麻酔時間ともに差は認められな
かった．いずれの症例も自閉症であることから，協力度の低い自
閉症患者は頻回の全身麻酔になることが示唆された．

【緒言】横紋筋融解症の既往を有する障害者の全身麻酔を経験し
た．
【症例】患者：46 歳，女性．障害名：知的能力障害，自閉症，潰
瘍性大腸炎（２１ 歳時発症）．現在は施設入所．既往歴：２0１２ 年
（39 歳時）に横紋筋融解症を発症し入院加療した（詳細不明）．
家族歴：本人との関連事項なし．歯科治療時の行動管理：ミダゾ
ラムによる静脈内鎮静法を複数回施行したが，なおも非協力のた
め全身麻酔下歯科治療を予定した．発表に関し書面により家族等
の同意を得た．
【経過】横紋筋融解症の既往を考慮し，発症リスクの高いプロポ
フォール，揮発性麻酔薬，ベクロニウムは使用しない方針とし
た．術前の CK値 47 U／L と正常であった．チオペンタール ２00 
mg とレミフェンタニル 0.3μg／kg／分で導入し，ロクロニウム 30 
mg にて筋弛緩を得た後気管挿管した．術中は空気・酸素・ケタ

ミン ２ mg／kg／時・レミフェンタニル 0.２-0.3μg／kg／分で維持し
た．導入時と術中にミダゾラム ２mg ずつ使用した．術中の BIS
値は 60-75 を示し，脳血流量を反映する脳酸素Hb量（NIROTM）
の変動はほとんどなかった．当日は入院管理とし，周術期を通じ
て悪性高熱症等の異常所見はみられなかった．術翌日のCK値は
８3 U／L と正常であった．
【考察】プロポフォール，セボフルラン等の薬剤を使用した全身
麻酔で，横紋筋融解症の発症が報告されている．発症リスクを低
減させる方法として，ケタミン塩酸塩を使用した完全静脈麻酔も
選択肢となると考えられた．
【文献】１）逢坂佳宗，他：横紋筋融解症．合併症患者の麻酔スタ
ンダード，第 １版．克誠堂出版．２00８．１75．
２）松木明知，他：ケタミン・フェンタニールによる完全静脈麻
酔の臨床的研究―第 １報．麻酔 １990；39：１２06．
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【緒言】横浜市歯科保健医療センター（以下，当センター）では
行動調整法として日帰り全身麻酔を実施している．障がい者歯科
での麻酔管理下歯科治療では，患者が基礎疾患を持つ場合があり
合併症の把握が重要となる．また術前の常用薬の内服や禁飲食を
患者家族や支援者にゆだねるため確実な指示と個々への対応が必
要となる．今回当センターにおける麻酔管理下治療時の歯科衛生
士の役割を重度肥満患者の症例を交えて報告する．発表にあたり
本人及び家族の書面による同意を得ている．
【症例と経過】１5 歳，男性，身長 １55 cm，体重 １１１ kg，BMI 
46，自閉スペクトラム症．既往歴に特記事項はなく全身麻酔下で
の齲蝕治療が計画された．術前検査までに数回，麻酔導入のト
レーニングを行い保護者に体重管理の必要性を十分説明し当日ま
でに 5 kg の減量を行った．当日は麻酔科医と患者情報を共有し
気管挿管，マスク換気困難時に備えて導入時のシミュレーション

を事前に行い術中はクッション等で体位を整えた．麻酔は緩徐導
入で行った．術後はギャッジアップし酸素投与をしながら観察を
行い十分な覚醒を確認し帰宅となった．
【考察】障がい者歯科における麻酔管理下での歯科治療は，歯科
衛生士による術前のトレーニング，事前の禁飲食の徹底，麻酔導
入のシミュレーションを行い，周術期合併症の予防に努めること
が重要である．当センターでは麻酔管理は派遣歯科麻酔科医が行
う．そこで障がい者歯科と歯科麻酔の知識を持ち訓練された歯科
衛生士の連携が必要とされ患者と患者家族への心理的配慮，環境
整備，患者への適切な行動調整を行い信頼の構築が求められる．
【結語】障がい者歯科において麻酔管理下歯科治療に携わる歯科
衛生士がチーム医療の中でより安全な環境作りという役割を担う
ことで活躍できる場が広がると考えられる．

○川田 理絵１）・竹内 優佳１）・上村 美月１）・藤田 千紘１）・平山 若葉１）・谷戸 茜１）・武居 まゆみ１）・杉山 紀子２）・今野 歩１）・水野 貴
誠１）・三浦 誠１）

１）横浜市歯科保健医療センター，２）横浜市歯科医師会
The role of dental hygienist with dental treatment under anesthesia in special needs dentistry
○KAWADA RIE，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities

2-P-054　障がい者歯科における麻酔下歯科治療での歯科衛生士の役割

【緒言】拡張型心筋症は左室のびまん性収縮障害と左室拡大を特
徴とする疾患群であり，慢性心不全症状を特徴とし急性増悪を繰
り返す予後不良・進行性の疾患である．今回われわれは拡張型心
筋症を有する脳性麻痺患者に対し ２回にわたる日帰り全身麻酔下
歯科治療を行ったので報告する．本報告に際し保護者より書面に
よる同意を得ている．
【症例】２6 歳の女性，身長 １4８ cm，体重 １８ kg，脳性麻痺，てん
かん，拡張型心筋症の既往があり全身麻酔下歯科治療を希望し紹
介受診された．顔貌は極端な下顎後退を認め，保護者よりいびき
がひどく側臥位で就寝しているとの情報を得た．また内科主治医
からの情報提供によると左室駆出率 40～50％，内服薬はクロナ
ゼパム，バルプロサンNa，ジゴキシン，フロセミド，スピロノ
ラクトン，エナラプリルマレイン酸，カルベジロールであった．
【経過】内科主治医の指示により手術前日よりカルベジロールの

内服を中止し，全身麻酔は意識下で静脈路確保した後ミダゾラ
ム，プロポフォール，レミフェンタニル，ロクロニウムを用いて
導入した．気道確保はマッキントッシュ型喉頭鏡を使用して問題
なく経鼻挿管可能だった．維持はTIVAで行い，術中は軽度血
圧低下に対しフェニレフリン塩酸塩を使用したがその他は大きな
問題を認めなかった．初回全身麻酔後，呼吸状態が安定するまで
に約 3.5 時間を要したため ２回目は麻酔薬の使用を最小限に控え
２時間後には完全覚醒し帰宅可能となった．
【考察】拡張型心筋症を有する脳性麻痺患者の全身麻酔に際し循
環動態の安定を図るとともに術後の呼吸状態に配慮して麻酔深度
を調整することが必要であった．今回は麻酔中に大きな異変を認
めなかったが，緊急時には循環器専門医と連携可能な体制を整え
て麻酔に臨むことが必要と考えられた．

○吉田 好紀・藤本 真智子・二川 美弥・中村 舞也・西原 千香・白子 美和・中尾 晶子
洛和会音羽病院歯科麻酔科
Dental treatment under general anesthesia for a cerebral palsy patient with dilated cardiomyopathy
○YOSHIDA MIKI，Department of Dental Anesthesia, Otowa Hospital, Kyoto, Japan

2-P-053　拡張型心筋症を有する脳性麻痺患者の全身麻酔経験
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【緒言】在宅の医療的ケア児数は ２0１5 年 １7２09 人，２0１6 年 １８２7２
人，２0１7 年 １８95１ 人であり，ほぼ直線的に増加している．同小
児は生涯に渉って，在宅医療が必要であると考えられる．今回，
在宅歯科医療から外来通院が可能になった医療的ケア児の １症例
を経験したので報告する．なお，学会発表にあたりご家族から書
面で同意を得た．
【症例】患者：１ 歳 9 か月，女児．在宅初診日：２0１８ 年 3 月．主
訴：口の中をきれいにして欲しい．既往歴：CHRGE症候群疑い，
知的能力障害，胃食道逆流症，先天性難聴，左下口唇麻痺，喉頭
軟化症，肺動脈弁狭窄症，卵円孔開存症，心房中隔欠損症．現病
歴：歯科治療の経験なし．現症：経鼻栄養にて １日に ８00 cc 5
回に分けて注入，夜間経鼻にて酸素使用．口腔内現症：齲蝕な
し，軽度歯垢付着あり．在宅の理由：低体重で，泣く，移動で嘔
吐するため外出できない．

【経過】在宅歯科医療を継続していたが，母親から 3日前に経管
がとれて外出ができるようになったと連絡を受けた．そこで，外
来通院を提案し同意が得られた．２0１８ 年 5 月外来初診で，相変
わらず口の中を触るのを嫌がるとの訴えがあり，歯科衛生士によ
るブラッシング指導等を行った．最近では，以前よりもブラッシ
ングができ良好な経過をたどっている．
【考察】小児は発達期にあるため，高齢者とは異なり回復して良
好な状態へと移行してくることが考えられる．しかしながら，本
症例は日常生活を営むために医療を要する状態にある医療的ケア
児であるため，小児科担当医や担当保健師等と十分な連携をはか
り慎重に対応して行く必要があると考えられる．
【結論】在宅歯科医療であった医療的ケア児が，外来通院が可能
となった １症例を経験した．

○岩崎 ひとみ・二ノ倉 欣久・大村 元伸・丹羽 忍・北川 愛華・和田 鮎美・堀越 あゆみ・田島 理矢子・穂坂 一夫・糸山 暁・伊
藤 暖果・安藤 正晃
一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋歯科保健医療センター
One case of a medical care child who received home dental care but was able to go to clinic
○IWASAKI HITOMI，Nagoya Dental Center for Special Care, Nagoya, Japan

2-P-056　在宅歯科医療から外来通院へ移行した医療的ケア児の 1症例

【緒言】表皮水疱症（epidermolysis bullosa：以下 EB）は，皮膚
や粘膜に水疱やびらんを生じ瘢痕化する遺伝性疾患である．口腔
内は清掃不良になりがちでエナメル質形成不全も伴うことにより
高度の齲蝕罹患傾向を示す．口唇周囲では瘢痕によって皮膚萎縮
し開口障害が生じる．また，生体モニター類の装着や気道確保な
どにも制限を伴う．今回劣性栄養障害型先天性EB患者に対して
プロポフォールを主体とした自発呼吸下での麻酔管理下により歯
科治療を行ったので報告する．
【症例】１８ 歳男性，身長 １70 cm，体重 40 kg．生後間もなく劣性
栄養障害型先天性EBと診断された．その他基礎疾患はない．当
院小児歯科にて口腔衛生管理を行っていたが通院が途絶．数年ぶ
りに来院し多数歯に齲蝕を認めたため治療を開始したが，開口痛
による開口保持が困難であった．意思の疎通が可能であり気道閉
塞のリスクは低いと判断し，自発呼吸下での静脈麻酔下歯科治療
を計画した．

【経過】SpO２はクリップタイプを使用．NIBPは緩衝材を使用し，
必要最低限の測定回数とした．ECG は粘着部を保護テープで覆
い，通電部にゼリーを塗布して使用．O２ 投与と EtCO２ 測定は鼻
カニューレで行い，皮膚接触部は保護テープを使用した．麻酔は
プロポフォールで維持した．歯科治療は滞りなく施行され，術後
の皮膚状態に問題は起こっていない．
【考察および結語】今回，開口保持困難な EB患者の歯科治療を
麻酔管理下に行い良好な結果が得られた．術前に器具やモニター
類を試着，常用している保護方法等を参考にできたことが良好な
結果が得られた一因と考える．EB は重症度に比例して齲蝕リス
クと開口保持困難も増加するため，幼少期からの口腔ケアの重要
性を保護者に認知させることも重要である．
なお，本学会発表にあたり本人及び保護者から書面による同意を
得た．

○小林 克江１）・牧野 兼三１）・吉田 美香子２）・星野 倫範２）・上田 真里奈3）・原 真由美3）・星島 宏4）・高木 沙央理5）・大野 由夏5）・小
長谷 光5）

１）明海大学歯学部社会健康科学講座障がい者歯科学，２）明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学，3）明海大学歯学部付属明海大
学病院歯科衛生部，4）埼玉医科大学病院麻酔科，5）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学
Anesthetic management for dental treatment in a patient with congenital epidermolysis bullosa
○KOBAYASHI KATSUE，Division of Dentistry for Persons with Disabilities, Department of Community Health Sciences, School 

of Dentistry, Meikai University, Saitama, Japan

2-P-055　先天性表皮水疱症の麻酔管理下歯科治療
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【緒言】睡眠時無呼吸症候群（SAS）は，睡眠中の上気道の閉塞
により繰り返し無呼吸や低呼吸を起こし，その際に起きる覚醒反
応のために睡眠が分断され睡眠の質の低下が見られる疾患であ
る．今回，SAS の診断を受けた統合失調症の患者が，スリープ
スプリントを使用したことにより症状が改善した １例を報告す
る．なお発表に際し，患者と保護者に説明し書面により同意を得
た．
【症例】患者：4２ 歳，男性．
障害名：統合失調症．
主訴：スリープスプリント作製の依頼．
既往歴：統合失調症，糖尿病（２型），気管支喘息，慢性アレル
ギー鼻炎，胆石，脂肪肝，軽度前立腺肥大，肥満，睡眠時無呼吸
症候群．
【経過】スリープスプリント装着後の睡眠 １時間あたりの平均値
は，呼吸停止数 49 回から １9 回，無呼吸数 77 回から 40 回，低呼
吸数 ２6８ 回から 93 回，呼吸停止時間 １3８ 秒から １0２ 秒であり，
いずれも改善が認められた．

【考察】統合失調症患者で睡眠障害は高頻度に生じ，特に急性期，
増悪期あるいはそれらの直前から入眠機能または睡眠維持機能が
低下し SAS が併発しやすい １）．また，睡眠の劣化が生じること
により，昼間の眠気，過食や意欲低下，さらには高血圧，糖尿
病，心筋梗塞，脳障害など身体疾患の有病率も高まる ２）とされて
いる．
今回，スリープスプリントを装着したことにより，睡眠時の気道
確保としての目的は達成された．今後，生活習慣や食事療法が行
えるようになれば，統合失調症患者の病状改善のきっかけにな
り，より良い結果が得られるものと思われる．
【結論】装置の装着後，睡眠時間が ２時間程度短縮したが，今回
の結果より睡眠の質の向上は図られたものと考えられる．
【文献】１）小鳥居望，内村直尚．【統合失調症と体の健康】睡眠．
統合失調症 ２0１4；7：74-８4．
２）内村直尚，精神疾患と睡眠時無呼吸症候群．精神経誌 ２0１0；
9：１１２．

○芳沢 恒祐・清水 雄・石毛 碧・西村 康・小澤 正明
鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
A case of sleep splint for a SAS patient with schizophrenia
○YOSHIZAWA KOSUKE，Department of Dentistry for the Disabled, Tsurumi University Dental Hospital, Yokohama, Japan

2-P-058　睡眠時無呼吸症候群に対してマウスピース装着が奏功した統合失調症の 1例

【目的】FOXG１ 遺伝子は ２00８ 年に新たに発見された非典型的
Rett 症候群（以下 RTT）の関連遺伝子である．生後早期から重
度の発達遅滞がみられ非典型的 RTT の先天型に分類される．
FOXG１ 遺伝子の変異は RTTの中でも症例数が少なく，比較が
難しいため口腔内所見をまとめるとともに，これまで報告されて
いる典型 RTT，非典型 RTTの口腔内所見と比較し，今後の患
児の検討を行なった．なお，本症例の報告は書面により家族の同
意を得た．
【症例】１１ 歳，男児，知的能力障害，小頭症．初診時年齢 3歳，
母親より「歯磨きをみてほしい」との主訴で，以降 3ヵ月毎の定
期検診を継続している．１0 歳時に遺伝子検査を行い FOXG１ 遺
伝子に変異が認められた．現在の口腔内所見として，混合歯列期
で，開咬を認め，第一大臼歯にブラキシズムによる咬耗を認め
る．
【考察】白川らの報告では歯列咬合異常は典型的RTT，非典型的

RTTともに 75％で認められ，本症例でも開咬がみられた．ブラ
キシズムは典型的 RTT が 6１％，非典型 RTT で 5８％で認めら
れ，本症例でもみられた．う蝕経験については典型的 RTTで
67％，非典型RTTで 63％で認められたが，本症例ではう蝕経験
はなかった．歯肉炎は典型RTTで 57％，非典型RTTで 67％で
認められたが，本症例はみられなかった．現在の口腔状態は良好
であるが，混合歯列期であり，今後永久歯への交換に伴い，歯
列・咬合異常の増悪が進むことも考えられる．よって口腔清掃の
困難性から，う蝕や歯肉炎の罹患リスクも高まると考えられ，定
期的な検診や日常の口腔ケアがより重要と考えられた．
【結論】FOXG１ 遺伝子に変異がみられた患者の口腔内所見につ
いて典型 RTT，非典型 RTTと比較した．現状と将来のリスク
を考慮した口腔ケア計画が重要と考えられた．
【文献】白川哲夫，他．レット症候群患者の口腔機能障害の把握
と歯科医療支援．障歯誌 3８：１40-１47，２0１7．

○鈴田 弓実１）・瓜生 和貴１）・伊藤 さと美１）・松原 礼子１）・黒田 亜美１）・岡部 靖子１）・加古 まり１，２）・菱田 純代１，２）・趙 賢愛１）・松
原 誠１，3）・糸山 暁１，4）・伊藤 暖果１，4）・安藤 正晃１，4）

１）一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋歯科保健医療センター，２）名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・
形成医学講座口腔外科学分野，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野，4）一般社団法人名古屋市歯科医師会
Oral findings of a child with atypical Rett syndrome with a mutation in the FOXG1 gene
○SUZUTA YUMI，Nagoya Dental Center for Special Care, Nagoya, Japan

2-P-057　FOXG1遺伝子に変異がみられた非典型的 Rett症候群患児の口腔内所見
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【緒言】自閉スペクトラム症（以下，ASD）はコミュニケーショ
ン障害のため歯科診療に対し非協力な場合があり，行動調整法の
選択に苦渋することが多い．今回，診療室入室困難なASD患者
に対し，全身麻酔下歯科治療後，トレーニングにより継続的な口
腔ケアに移行できた症例を経験したので報告する．発表にあたり
書面による保護者の同意を得ている．
【症例】１6 歳男性．重度精神発達遅滞を伴うASD．リスパダー
ル錠Ⓡ１ mg を服薬中．口腔清掃状態不良でう蝕が認められたた
め全身麻酔下歯科治療が計画された．
【経過】初診時，患者は診療室に入れず待合室で口腔内を確認し
た．全身麻酔を施行する特別診療室への入室が困難であるため患
者への負担軽減を考慮し，待合室から一番近い個室での全身麻酔
導入が計画された．個室への入室さらに全身麻酔に向けてのト
レーニングを重ね円滑な麻酔導入が可能となった．治療後は口腔
ケアの受容を目的としたトレーニングを開始した．同時期に内服

薬の増量により情緒の安定が図れ，日常生活は以前より落ち着い
た様子であった．現在は拒否なくユニット上での口腔清掃が可能
である．
【考察】抑制下での緩徐導入は患者にストレスを与え，その後の
歯科受診が困難になることも少なくない．今回，入室困難な患者
に対して適切な行動調整法を選択し抑制せず麻酔導入を行えたこ
とは患者の負担軽減に繋がり，その後の歯科受診を可能にしたと
考えられる．さらに初診時から一貫した歯科衛生士の関わりによ
り信頼関係の構築ができ，現在の定期的な口腔衛生管理に繋がっ
たと考えられる．
【結語】前段階として導入時抑制を回避するためのトレーニング
による行動変容は，患者の負担軽減のために重要である．またそ
の後の歯科受診への抵抗を減らし，継続した検診と口腔ケアへ円
滑に移行することができる．

○平山 若葉１）・竹内 優佳１）・上村 美月１）・藤田 千紘１）・谷戸 茜１）・川田 理絵１）・武居 まゆみ１）・杉山 紀子２）・鈴木 將之3）・今
野 歩１）・水野 貴誠１）・三浦 誠１）

１）横浜市歯科保健医療センター，２）横浜市歯科医師会，3）鶴見大学歯学部歯科麻酔科学講座
Case report of patientʼs behavior modification by training for dental treatment under general anesthesia
○HIRAYAMA WAKABA，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabities, Yokohama, Japan

2-P-060　全身麻酔下歯科治療前のトレーニングにより行動変容を成し得てその後の歯科受診に繋がった症例

【緒言】自閉スペクトラム症患者は，歯科受診に対し強い拒否行
動をとることが多くその対応に苦慮することがある．第 34 回本
学会において，麻酔管理下治療の際に強く拒否行動がみられたが
患者のこだわりに配慮した対応を行い，その後トレーニングを開
始したことを報告した．今回，我々は歯科受診を継続させるた
め，通院介助する家族の意識変化を図ることでトレーニングを成
功し得た症例を報告する．なお，本症例の発表にあたり保護者に
書面による同意を得ている．
【症例】患者：２4 歳，男性，重度知的障害を伴う自閉スペクトラ
ム症．主訴：歯科治療希望．現病歴：２１ 歳時に多数歯う蝕のた
め麻酔管理下で治療後，通法下にて機械的口腔清掃を継続．
【経過】初診時，歯の痛みを訴え受診したが，強い拒否行動がみ
られた．家族は，患歯の治療のみを希望していた．口腔衛生状態
は不良で多数歯齲蝕を認めた為，静脈内鎮静下の治療を実施し

た．しかし，術中に著しい体動があり治療を中止した．術後もパ
ニックとなり他害がみられたため，全身麻酔へ切り替えた．治療
後は通法下での口腔ケアの受容に向けてトレーニングを開始し
た．その際，患者のこだわりに対する配慮と対応の再検討，ト
レーニング内容の立案を行った．保護者に対しては，患者の頑張
りや上達している姿を報告し積極的にコミュニケ─ションをとる
ようにした．患者は定期的なトレーニングを通し，通法下での口
腔ケア，齲蝕処置を行うことが可能となった．
【考察・結語】本症例では，患者家族に寄り添った対応を行い協
力が得られたことで，継続的な歯科通院が可能になった．また，
患者には麻酔下治療時と同様にこだわりに配慮した対応が行動変
容に繋がり，口腔ケア，歯科治療に対する受容がなされた．今後
も患者とその家族の理解がえられる環境づくりと配慮が必要と思
われる．

○藤田 千紘１）・上村 美月１）・竹内 優佳１）・平山 若葉１）・谷戸 茜１）・川田 理絵１）・武居 まゆみ１）・武藤 光央１，２）・杉山 紀子２）・今
野 歩１）・水野 貴誠１）・三浦 誠１）

１）横浜市歯科保健医療センター，２）横浜市歯科医師会
A case of heavy refusal was observed after oral treatment under intravenous sedation：The 2nd report
○FUJITA CHIHIRO，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities

2-P-059　静脈内鎮静による行動調整後に強い拒否が認められた一例～第二報～
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【緒言】Down 症候群は思春期以降に適応能力が急激に落ちるこ
とがあり，時に歯科治療が困難となる．今回，思春期以降に歯科
受診への拒否を示したDown 症患者に，行動変容を行い義歯装
着まで至った症例を経験したので報告する．なお，発表にあたり
患者家族から書面による同意を得ている．
【症例】初診時 36 歳，男性．基礎疾患：MRを伴う Down 症候
群，WPW症候群．主訴：口腔内清掃および歯科治療．口腔内所
見：口腔清掃不良，全顎に渡る重度歯周病．歯科受診歴：高校卒
業以来なし．経過：初診時は車から降りずに入室まで 40 分掛か
るなど歯科受診に強い拒否を示した．診査を行い治療の緊急性が
ないことから，歯周基本治療が可能になることを目標に行動変容
を試みることとした．系統的脱感作やスモールステップ法などの
行動変容法を用いたが，チェアーサイドで座り込む，スタッフに
殴り掛かる等の不適応行動がみられた．行動変容を継続していた

ところ，徐々に不適応行動が少なくなってきた．3 か月後，口腔
清掃が行えるようになり，その後歯科治療への受容度が上昇し，
抜歯を含めた歯科治療を行うことが可能となった．患者の治療の
受容度に合わせて治療計画を再立案し，２ 年 6 か月後には義歯装
着も可能となった．現在も，義歯の使用は良好で定期検診を行
なっている．
【考察および結論】思春期以降の Down 症候群は，社会的能力，
適応能力が急激に落ちる退行現象がみられることがある．本症例
では高校卒業後に，早期老化や退行現象が進行したことで，歯科
治療が困難になったと考えられた．しかし，個々の特性を理解し
た適切な行動変容法を用いたことで義歯装着までの歯科治療を行
うことができた．
【文献】杉山郁子：ダウン症候群の明確な意思を適切な治療につ
なげた １例．障歯誌，２0１８；39（3）２94．

○福島 圭子１）・佐藤 瑞樹１）・熊井 鈴子１）・鈴木 奈穂１）・久木留 宏和１，3）・小杉 謙介１，4）・斉藤 崇１）・黒田 真右１）・辻野 啓一郎１，２）・
横尾 聡4）・新谷 誠康２）・一戸 達也3）

１）公益社団法人群馬県歯科医師会群馬県歯科総合衛生センター，２）東京歯科大学小児歯科学講座，3）東京歯科大学歯科麻酔学講座，4）群
馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座
A case of Down syndrome patient refused dental care after adolescence, who became able to use denture by the behavioral 
management
○FUKUSHIMA KEIKO，Gunma Oral Health Center for Special Needs Dentistry, Maebashi, Japan

2-P-062　思春期以降に歯科受診への拒否を示した Down症患者に行動変容を行い義歯装着に至った 1例

【緒言】聴覚過敏を有する患者では，特定の音に対し著しい拒否
や不安を示すことがある．今回我々は聴覚過敏により外出が困難
であった自閉スペクトラム症患者（以下，ASD）が歯科でのト
レーニングを経て，日中活動においても行動変容がみられた症例
を経験したので報告する．なお，発表にあたって保護者に書面に
よる同意を得た．
【症例】初診時年齢 １9 歳，男性，最重度知的能力障害を伴う
ASD，てんかん．初診申込時に聴覚過敏が著明で，外出は自家
用車のみ，活動先においても車中での対応を実施しているなど，
降車や建物に入ることに対し強い拒否があるとの情報を得てい
た．
【経過】初診時は降車困難のため，車中にて口腔内診査を行い，２
回目より診療室内の環境に慣れることと PMTCの受容を目標に
トレーニングを開始した．患者は突発的な音に対し過敏な為，大
きな音や声を発する患者とは重ねないよう予約を行い，持参のイ

ヤーマフを装着し，刺激の少ない器具から使用した．入退室は救
急搬送口から直接個室へとしていたが，終了後に診療室内へ入室
する過程を加えた．現在は自ら降車し，待合室を経て入退室し
PMTCを受容することが可能となった．また当施設周囲での工
事音や大雨の音により降車が困難な時もあったが，その際は車中
でのケアに留めた．またトレーニングを継続していく中で，活動
先においても個室作業が可能となったとの情報を得た．
【考察および結果】今回の症例では，患者の不適応行動の引き金
となる情報を事前に得たことで，負担の少ない立案が可能となっ
た．さらに家族との信頼関係を構築し協力を得られたことで柔軟
な対応ができ，歯科における成功体験が他所での適応行動に繋
がった可能性も考えられる．今後も患者にとって理解しやすく安
心できる環境づくりや対応に配慮し，評価を重ねていくことの重
要性が示唆された．

○谷戸 茜１）・武居 まゆみ１）・川田 理絵１）・藤田 千紘１）・平山 若葉１）・上村 美月１）・竹内 優佳１）・杉山 紀子２）・今野 歩１）・水野 貴
誠１）・三浦 誠１）

１）横浜市歯科保健医療センター，２）横浜市歯科医師会
Approach for patients with autistic spectrum disorders and auditory hypersensitivity who refused admission to the building
○YATO AKANE，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities

2-P-061　聴覚過敏により建物内への入室に拒否を示した自閉スペクトラム症患者に対するアプローチ
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【目的】精神発達遅滞を伴う児者では自傷行為などの問題行動が
好発する．歯科領域では下唇や頬粘膜，舌などの粘膜面に傷つけ
る行動が多い．今回我々は自傷により舌に潰瘍を形成し強度の裂
傷を繰り返し，その対応に苦慮した治療を経験したのでその概要
を報告する．なお発表にあたり，書面により家族の同意を得てい
る．
【症例】患者：２0 歳，女性．障害：精神発達遅滞，脳性麻痺，先
天性白内障．平成 １6 年虫歯治療を主訴に当院へ来院．虫歯治療
後は特に問題なく定期健診で口腔内管理を行っていた．その後家
庭の都合によりしばらく来院は途絶えていた．
【経過及び結果】かかりつけ医より舌裂傷の加療依頼にて再び当
院へ来院された．来院時に舌は左右辺縁よりかなり広範囲の裂傷
が認められ部分的に出血も認められた．また手や目など他部位へ
の自傷行為も頻発しており，舌へはマウスピースによる咬傷防止

を検討し，かかりつけ医へは薬物的コントロールを依頼した．内
服薬変更後，舌への自傷は減ったが他部位へは継続していた．ま
たマウスピースは本人の拒否が強く継続的な装着は困難であっ
た．その後，自傷もまた頻発するようになり，再び舌に広範囲に
裂傷が認められるようになった．保護者との相談の結果，抜髄を
伴う咬合調整を行うこととなった．その後，咬傷はなくなり舌の
経過は良好であった．
【考察】自傷行為への対応は困難を極めることが多い．今回もマ
ウスピースや薬物学的アプローチなどを試みたが咬傷の改善を図
ることは難しかった．最終的には抜歯や抜髄を伴う咬合調整によ
り咬傷を防ぐことはできたが，口腔外への自傷などのことも考え
ると医科や他機関，家族とも連携を図った継続的心理的なアプ
ローチも必要になってくるのではないかと考えられる．

○黒木 洋祐１）・那須 大介２）・三野 元崇3）・関野 麗子4）・高橋 康男5）・大久保 典子１）・戸塚 梨菜１）・中嶋 智子１）・白川 哲夫6）・内
田 淳１）

１）埼玉県立嵐山郷医療部歯科，２）埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科，3）三野歯科医院，4）日本大学歯学部歯科麻酔学講座，
5）埼玉県立小児医療センター歯科，6）日本大学歯学部小児歯科学講座
A case report with difficult to prevent tongue laceration due to self-mutilation
○KUROKI YOSUKE，Saitama Social Welfare Corporation Ranzangou, Saitama, Japan

2-P-064　自傷行為による舌裂傷の対応に苦慮した 1例

【目的】歯科治療に対する精神的ストレスが原因と考えられ，数
回に渡り胃出血を認めた患者を経験したので報告する．なお本症
例の発表に際し，書面により保護者の同意を得ている．
【症例】患者：7 歳．男児．Lennox-Gastaut 症候群，知的能力障
害，てんかん，四肢体幹機能障害．摂食嚥下機能障害のため胃瘻
造設．主訴：定期健診希望．
【処置経過】体幹保持のためバギー上にて，生体監視モニターを
使用し，定期健診を行っていた．処置中の PR 95～１１5 bpm，
SpO２ 9８～１00％，口腔内吸引は頻回に行うよう心がけた．定期
健診を繰り返す中，歯科受診後に胃瘻の前吸引を行ったところ，
胃内容物より ２0 cc 程度の血液の混入を認めた．計 3回胃出血を
認めたがいずれも歯科受診後であった．処置中の脈拍・呼吸状態
等，急激な変動は無く，観血的な処置は行っていなかった．医科
主治医に対診したところ，胃瘻ボタン挿入部位に肉芽形成等は見

られず，胃瘻孔に問題は無い．明確な原因は不明だが，歯科治療
に対するストレスにより，胃粘膜から出血がみられたのではない
か，また，元々緊張が強く胃食道逆流を起こしやすい状態にあ
り，歯科治療中の体位や緊張亢進に伴い，逆流が強く起こってい
る可能性がある．歯科治療の数日前からH２ブロッカーを PPI に
変更し対応する．との見解であった．
　歯科受診時の体調の確認，体温調整が困難なためクーリングや
保温の実施，誤嚥や誤飲が起こりにくく，腹圧がかからないよう
な体位の調整，吸引を頻回に行う．診療室の環境整備や，てんか
ん発作に対するアポイントの調整などの対応を行った．その後胃
出血は認められない．
【考察】比較的侵襲度の低い歯科治療においても，本人にとって
の精神的ストレスは計り知れない．重度心身障害児者の歯科治療
において，より一層の精神的保護が必要であると感じた．

○多田 千晶・高野 宏二・佐々木 隆子・清水 千代子・久保 弘子・大島 聡美・飯田 恵理・遠藤 美咲・加藤 美佳・富田 早央里・河
嶋 愛梨香・安達 吉嗣・阿部 有孝
埼玉県歯科医師会口腔保健センター
A case of gastric bleeding due to mental stress caused by dental treatment
○OTA CHIAKI，Oral Health Center of Saitama Dental Association

2-P-063　歯科治療に起因する精神的ストレスにより胃出血を認めた一症例
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【緒言】自閉スペクトラム症（ASD）患者は，その特性から歯科
治療への協力が困難なことが多い．今回，治療への協力が困難で
あったASD 患者に対し，歯科衛生士が介入し笑気吸入鎮静法
（IS）を用いた行動調整を行い補綴治療を行うことができた症例
を報告する．本症例の発表に際し保護者より同意を得た．
【症例】患者：初診時（２006 年 4 月）２１ 歳，男性，最重度知的能
力障害．主訴：２２ 前装冠脱離．現病歴：他院にて全身麻酔（GA）
下で前装冠を装着したが脱離し，転院時に当科を紹介された．初
診時口腔内所見：２２ 前装冠脱離，3 本のう蝕を認めた．診療計
画：GA下歯科治療後，口腔衛生管理を行う．
【経過】初診時，治療は不可能であったため GA下にう蝕治療と
２２ の修復を行った．その後歯科衛生士が主となり IS を用いた行
動調整を行い，口腔衛生管理が可能となった．２0１7 年，う蝕と
２２ に歯根破折を認め，IS 下に治療を試みるも拒否があり，GA

下でう蝕治療と ２２ の抜歯およびテンポラリークラウンの固定を
行った．保護者が補綴治療を強く望んだため担当医，補綴専門医
と相談し，接着ブリッジでの補綴を計画した．治療に向けて IS
下に切削器具の使用を練習し，形成から装着までを行うことがで
きた．
【考察】本症例は GA下以外での治療は困難であったが，歯科衛
生士が主となり行動調整を行い，IS 下で補綴治療を行うことが
できた．ASD患者はこだわりや感覚過敏により補綴物装着が困
難なこともある．補綴物装着については暫間固定に拒否がなかっ
たことから装着可能と判断した．障害者歯科医療において歯科衛
生士の役割は大きく，担当歯科衛生士が主となり患者特性を理解
し，保護者や歯科医師に適切な情報提供を行い治療計画に積極的
に参加していくことは重要であると考えた．今後口腔衛生管理を
継続し更なる行動変容を進めていく予定である．

○山田 千恵１）・高瀬 幸子１）・高野 知子１，２）・杉山 郁子１）・麻生 綾子１）・望月 美穂１）・齋田 菜緒子3）・池田 正一１）
１）神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児・障害者歯科，２）神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座，3）神奈川歯科大学附属横浜クリニッ
ク麻酔科・歯科麻酔科
A case study of an autistic patient who underwent restoration with an adhesive bridge, following appropriate behavior 
management from a dental hygienist
○YAMADA CHIE，The Division of Special Needs Dentistry, Kanagawa Dental University Yokohama Clinic, Kanagawa, Japan

2-P-066　歯科治療に協力困難な自閉スペクトラム症患者に対し，歯科衛生士が介入し接着ブリッジを装着した一症例

【緒言】歯科治療に対して警戒心や恐怖心が強い自閉スペクトラ
ム症（ASD）児は治療に先立ってトレーニングを行う必要があ
ることが多い．今回，トレーニングが奏功していたにも関わら
ず，静脈内鎮静法（IV-S）を行ったことで，再度非協力となっ
たASD児を経験したので報告する．本症例の発表にあたり，家
族に文書により説明し承諾を得た．
【症例】症例：１3 歳，男子．障害名：ASD．発達年齢は基本的習
慣 ２歳 １0.5 ヶ月，言語理解 １歳 １0.5 ヶ月．物の配列に対するこ
だわりが強い．現病歴：２0１８ 年 4 月，当センター耳鼻科より耳
垢処置の際の IV-S 施行を依頼された．その後，当科で口腔衛生
管理を行うこととなった．現症：現存歯 ２８ 歯．清掃不良で全顎
的に Co を認めるが実質欠損はない．経過：初回は拒否行動が強
く，入室も難渋していたが，歯科衛生士（DH）による 3回のト

レーニングで協力的に抑制具を装着し，落ち着いてDHによる歯
磨きができた．そのため，笑気鎮静法下でのルート確保を行うた
めにマスク保持のトレーニングを行った後，IV-S 下での予防処
置を計画したが，IV-S に対する拒否行動が強かった．その後，
歯磨き時もチェアへの移乗が困難となった．
【考察】体動抑制下での口腔ケアに対するトレーニングは完了し
たと思われたが，IV-S に対する恐怖心が強かったため，その後
チェアに座ることができなくなったと思われる．現在，DHによ
り口腔衛生管理に重点を置いたトレーニングを再開している．今
後，通法下での定期健診も視野に入れ，意識下でのトレーニング
を継続していく．一方齲蝕治療や耳鼻科との連携では IV-S を行
う必要があるが，IV-S の施行時は，待合室での術前投与等の治
療や診療室自体への印象を悪くしない対策が必要である．

○田井 ひとみ１）・浜田 尚香２）・大西 智之２）・金高 洋子１）・藤原 富江１）・苦木 優菜１）・村上 真咲１）・久木 富美子２）・樂木 正実２）
１）大阪急性期・総合医療センター医療技術部歯科衛生室，２）大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科
The autistic spectrum disorder children who experienced a training for oral health care under the physical restraint had a 
relapse into an uncooperative attitude after dental treatments under intravenous sedation：a case report
○TAI HITOMI，Department of Dental Hygiene, Osaka General Medical Center, Osaka, Japan

2-P-065　�体動抑制下での口腔ケアに対するトレーニングを行ったが静脈内鎮静法後にあと戻りを生じた自閉スペクトラム
症児の 1例
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【緒言】湾曲肢異形成症は，四肢の湾曲が特徴の四肢短縮症であ
る．出生 3万人に １人と極めて稀な疾患であり，原因遺伝子とし
て，軟骨発生・性分化に必修の転写因子 Sox9 の遺伝子変性・転
座などによるハプロ不全によって引き起こされる．呼吸障害によ
り生命予後は極めて不良とされるが，新生児期の呼吸管理により
長期生存例も多く報告されている．本症例の歯科治療，口腔管理
を経験したので報告する．
【症例】患者は，4 歳女児，歯科受診経験がない．母親よりう蝕
処置及び日常的ブラッシングが困難なため口腔管理の希望があ
り，中東遠総合医療センター障がい者歯科外来受診となった．気
管切開が施され随時咽頭吸引を必要とする．四肢湾曲と短縮，さ
らに顕著な低身長が認められるものの知的発達遅延は認められ
ず，年齢相当の理解力がある．口腔内所見として開口困難，う蝕
歯，要観察歯以外に特記すべき事項はない．ただし，栄養は経鼻

併用だがおやつ等経口摂取しているため，カリエスリスクは高い
と推測される．
【経過】臼歯部のう蝕処置と，特に前歯部白濁要観察歯部の予防
処置を目的とした治療計画を立案した．処置は，SpO２ モニター
を装着し呼吸管理と適時咽頭吸引しながら行った．処置にあた
り，レストレーナー等は不使用だが，開口量の安定した確保のた
め万能開口器を使用している．う蝕歯は主にCR処置，要観察歯
部は母親及び家族に対しTBI を行った．
【結果】ボイスコントロールにより処置に対する協力が良好に得
られるようになった．今後は，経口摂取を継続する状況下におい
て，口腔衛生状態を良好に保つことを目標に環境整備と家族教育
の充実を課題とする．また，当センター小児科主治医との連携に
より安全な環境下での処置が可能となっている．
本症例発表は書面にて患児家族の同意を得ている．

○牧野 真也１）・櫻井 剛史２）・宇於崎 隆3）・田中 誠一２）・岡本 正志２）・加藤 宏明２）・三谷 好江２）・渋谷 光広4）・夫 才成5）・村松 保
子5）・木俣 敬子6）・貴船 真澄7）・中村 恵理子7）・安田 順一８）・玄 景華８）

１）医療法人社団スマイル歯科，２）小笠掛川歯科医師会，3）宇於崎歯科医院，4）浜松市歯科医師会，5）中東遠総合医療センター，6）医療法人
社団一穂会西山病院，7）さくらい歯科医院，８）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Experience with dental treatment in a patient who had campomelic dysplasia
○MAKINO MASAYA，Smile Dental Clinic, Shizuoka Japan

2-P-068　Campomelic�dysplasia（湾曲肢異形成症）患児の歯科治療経験

【緒言】Brachmann-de Lange 症候群（BdLS）は左右の眉毛の
癒合などの特徴的顔貌，成長発育遅延，小下顎症，歯の萌出遅延
などを呈する先天性疾患である．今回多数歯う蝕に罹患した
BdLS 患者に対する全身麻酔（GA）下歯科治療を経験したので
報告する．尚，発表に際し保護者の同意を得た．
【症例】患者：3 歳 5 カ月，男児，身長 73 cm，体重 6 kg，知的
能力障害．主訴：虫歯を治療してほしい．既往歴：成長障害（低
身長，低体重），両手裂手症，両耳難聴，心室中隔欠損，停留精
巣．現病歴：他の歯科診療所にて多数歯う蝕を指摘され，GA下
歯科治療が適応と紹介された．初診時口腔内所見：上下D～D萌
出，下顎乳前歯以外のすべての歯にう蝕を認めた．
【経過】初診時の口腔内診査は母親に抱えられ拒否することなく
可能であったが，多数歯う蝕であること，現段階では治療への協
力は困難であると判断し，１ 泊入院で GA下歯科治療を行うこと

にした．GAは緩徐導入後，経口挿管で行った．口腔内は哺乳瓶
う蝕の所見を認め，計 １0 本のう蝕治療を行った．術後は夜間に
脱水が原因と考えられる軽度の発熱を認めたが，問題なく翌日退
院した．現在は紹介元の歯科診療所にて口腔管理を受けている．
【考察】本症例は BdLS の特徴的顔貌の他に顕著な成長障害，小
下顎症などが認められ，GAを行うにあたり気道低形成の可能性
や小下顎症から挿管困難が予測された．また，顔面奇形を考慮し
経鼻ではなく経口挿管で行った．GAではなく物理的手法による
体動コントロールも検討したが，成長障害，小下顎症に加え
BdLS に高頻度で認められるとされる胃食道逆流などにより窒息
のリスクが高まると考えられ，GA下での処置を選択した．本症
例のような多くの合併症がある患者に対し，行動調整法を選択す
る際はそれぞれの利点，欠点を考慮し慎重に行わなければならな
い．

○鈴木 杏奈１）・高野 知子１，２）・杉田 武士２，3）・新倉 啓太１）・勝畑 妙江子１）・中小路 美緒１）・内田 淳4）・有坂 博史２，3）・池田 正一１）
１）神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児・障害者歯科，２）神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座，3）神奈川歯科大学附属横浜クリニッ
ク麻酔科・歯科麻酔科，4）相模原市歯科医師会障害者歯科診療所
A case of a patient with Brachman-de Lange syndrome, with many complications, who received dental treatment under 
general anesthesia
○SUZUKI ANNA，The Division of Special Needs Dentistry, Kanagawa Dental Univercity Yokohama Clinic, Yokohama Japan

2-P-067　多くの合併症を伴った Brachmann-de�Lange症候群の全身麻酔下歯科治療経験
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【緒言】Rubinstein-Taybi 症候群，以下（RTS）は常染色体優性
遺伝で １6p１3.3 に局在する CREBBP 遺伝子が原因とされている．
日本での発生頻度は １～２万人に一人で男女差はない．
眼瞼下垂などの特徴的顔貌，低身長，ばち指などがみられ，先天
性心疾患も有する．精神発達においては IQ50 以下で言語の遅延
も見られる．口腔内所見は小下顎症，仮性口蓋裂，Talon Cusp
などの報告がある．
今回はコミュニケーションツールとしてタブレットなどの視覚資
料と筆談を用いた治療例を経験したので報告する．
【症例および経過】症例・初診時年齢：6 歳 7 か月．
学校健診にて齲蝕を指摘され治療を希望して来院．
既往歴：出生時動脈管閉塞症および鼻涙管閉塞にて経過観察中．
抑制下齲蝕治療終了後，口腔内管理を目的にあらためてトレーニ

ングを開始し継続中．
【考察】RTSは心疾患を有するため合併症予防のためにも定期的
な口腔管理が必要とされるが，精神遅滞を伴うためコミュニケー
ションが難しく歯科的対応・治療に苦慮することが多い．社会性
が高いという一面はあるが，注意力散漫，頑固，気分変調といっ
た傾向があり自閉症的な行動を示すことがある．TEACCH法を
利用した対応も可能ではあるが，本症例患児は，理解力はある
が，伝達能力が不足しているため，言語表現が困難な場合はジェ
スチャーや他のコミュニケーション手段をとる必要がある．現
在，多様されているタブレットの視覚素材利用の他にも，手軽に
行える筆談などは言語の発達に障害を持つ患児の行動変容に有用
できる可能性が示唆された．
なお，本症例は保護者より書面による同意を得ている．

○石橋 奈美・加川 千鶴世・島村 和宏・関野 貴大・神庭 優衣
奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野
A cases of RTS with different developmental level who struggled to communicate
○ISHIBASHI NAMI，Ohu University School of Dentistry, Department of Oral Growth and Development Division of Pediatric 

Dentistry

2-P-070　視覚資料と筆談が有効であった Rubinstein-Taybi症候群の 1例

【緒言】オーラルディスキネジア（OD）は舌，口唇，顔面，下顎
などに出現する反復性，常同性の不随意運動である．ODが重度
の場合は摂食嚥下障害，異常な咬耗，顎関節症や難治性口内炎の
原因にもなりうる．今回，重度OD患者の残存歯を本人の希望に
より全て抜歯した症例を経験したので報告する．尚，発表に際し
患者本人から書面にて同意を得ている．
【症例】患者：65 歳，女性．主訴：歯や口の中が痛い．既往歴：
パニック障害，OD（これまで神経内科で服用薬剤の変更やボ
トックス等を試みるも改善なし）．現病歴：ODのため治療困難
とのことで近医より紹介．現症：重度ODにより会話や咀嚼が困
難．口腔内所見：下顎前歯は著しい咬耗により露髄，頬粘膜に咬
傷あり．
【経過】重度ODのため通法下の治療は困難であり，初診時より
静脈麻酔下で保存治療を行ったが初診より ２年後，OD時の歯の
接触音や接触刺激が不快とのことで残存歯全ての抜歯を希望．相

談の末，上顎残存歯の抜歯を行い，上顎総義歯と下顎スプリント
を作製したが共に不快感から使用困難であった．さらに 3年後
ODが悪化し下顎残存歯による上顎顎堤の咬傷を繰り返すので再
度残存歯全の抜歯を希望．下顎残存歯の抜歯を行い，上下顎とも
無歯顎となった．しかし抜歯後もODにより上下顎堤が接触し痛
いと訴えあり．義歯の作製を勧めるも再度拒否．抜歯の １か月半
後に痛みは軽減し，一旦略治となった．
【考察】本症例は長期に渡り様々な抗精神薬を服用しており，薬
剤性ODと考えられる．しかし不良補綴物や咬合異常および口腔
内の違和感が契機となり，ODを生じる可能性も報告されている
ことから，本症例では可能な限り歯を温存しながら歯科治療を試
みたがODの改善は見られなかった．最終的に本人の希望もあり
残存歯全ての抜歯を行ったが，歯科的対応の限界を感じる症例で
あった．

○田中 健司１，２）・向井 千加子１，3）・柴田 麻未１）・北口 愛里１）・鶴身 綾子１）・寺田 奈緒１）・堀口 真希１）・馬殿 里奈１）・廣瀬 陽介１）
１）一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所，２）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，3）大阪大学大学院歯学研究科
統合機能口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座
A case of extraction of all residual teeth of severe oral dyskinesia patient
○TANAKA KENJI，Sakai Special Needs Dental Clinic, Osaka, Japan

2-P-069　重度オーラルディスキネジア患者の残存歯をすべて抜歯した症例
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【緒言】9番染色体異常は，遺伝的男性における性の逆転および
停留精巣，尿道下裂など外陰部形成不全，三角頭蓋，顔面中部低
形成などの奇形徴候，発達障害（平均 IQ4８），短鼻，上向きの鼻
孔，高口蓋，小顎，小口，短頸などが特徴である １）．今回我々
は，本症候群と診断された患者の歯科治療を経験したので報告す
る．なお発表の際に，患者と保護者に説明し書面により同意を得
た．
【症例】患者：１２ 歳男児．
主訴：＃37 抜歯依頼．
口腔内所見：全顎歯肉腫脹，＃37 う蝕・半埋伏歯，歯肉縁上お
よび歯肉縁下の歯石，＃１８，＃２3，＃２８，＃3８，＃4８，の埋伏
歯．
既往歴：羊水過多（在胎時），停留精巣OPE（4 ヶ月），１5 番染
色体異常の疑い（１ 歳），9 番染色体異常（3 歳），精神遅滞（4
歳）．
歯科的既往歴：当院小児歯科で抑制下，全身麻酔下にて治療

（7～１２ 歳）．
【処置および経過】入室はスムーズでレストレーナーに自ら座る
が寝ようとせず，説得するが拒否がみられた．患者はブラッシン
グの必要性を理解しているが，口腔内過敏のため PMTCでも拒
否がみられた．そのため，日帰り全身麻酔下にて全顎の G処置，
＃ 37 の抜歯を行った．
【考察】本症例は特徴として，停留精巣，三角頭蓋，顔面中部低
形成，眼裂斜上，重度精神遅滞，小口などがみられる．理解力は
あるが，口腔内の状態も悪く触られるのに拒否がみられた．引き
続き，脱感作を行う必要があると考えられる．
【結論】患者は通法下での処置の際に拒否が強く，さらに日常の
刷掃習慣が身についていないため，保護者に対して脱感作のト
レーニングを指導する必要があると思われる．今後，通法下によ
るトレーニングと併せて脱感作を試みる予定である．
【文献】１）緒方勤．先天異常 9 番染色体異常，小児内科 ２003；
35：１93．

○佐貫 千夏・榮 健臣・植木 泰光・二瓶 樹・内田 真美子・水津 美鶴・西村 康・小澤 正明
鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
A case of dental treatment for a patient with chromosome 9 abnormalities
○SANUKI CHINATSU，Department of Dentistry for the Disabled, Tsurumi University Dental Hospital, Yokohama, Japan

2-P-072　9 番染色体異常患者の歯科治療の 1例

【緒言】当院では，歯科治療に強い拒否を示す自閉スペクトラム
症患者に対し，行動変容法による外来トレーニングをまず考えて
いる．このような患者では，麻酔導入も困難で身体抑制下に行う
ことが多いが，理解力の低い患者への身体抑制下医療行為の強制
は，問題行動を引き起こす可能性があるとの報告 １）もあり，強制
的な身体抑制はできる限り回避すべきと考える．今回我々は，薬
が飲めず身体抑制下に導入していた自閉スペクトラム症患者に対
し，前投薬トレーニングを行い，服薬可能となった症例を経験し
たので報告する．症例報告にあたり患者家族から書面にて同意を
得た．
【症例】１0 歳男児．自閉スペクトラム症，知的能力障害，服薬不
可．5 歳から外来トレーニングを行い，治療は全身麻酔下に施行
（6歳時，８ 歳時，１0 歳時）．導入は身体抑制下で行っていた．１0
歳時の全身麻酔下治療後に，睡眠周期の変化と夜間覚醒，奇声，

走り回る等の行動が見られた．導入時の身体抑制の影響と考え，
前投薬の服薬トレーニングを行うことにした．患児の好きなコー
ラフレーバーエッセンスを待合で服用した後，外来で治療トレー
ニングを行った．２0１6 年 １0 月から計 ２0 回行い徐々に受入れ良
好となった．前投薬トレーニング終了時には，外来トレーニング
により通法下処置可能となり，全身麻酔適応外となった．インフ
ルエンザ罹患時にも当院での前投薬トレーニングの結果，服薬が
可能であったと母から連絡があった．
【考察】前投薬トレーニングにより服薬可能となったことで，今
後は強制的な麻酔導入による患者への悪影響を低減できると思わ
れた．また，服薬による病気の治療が可能となり，患児のQOL
向上に寄与できたと考えられた．
【文献】１）斎藤峻．自閉症の歯科治療と行動調整．障害者歯
２007；２８：１１-１9．

○道満 朝美・大黒 博司・荻田 雄紀・武市 寛司・高木 景子・三浦 麻衣・大貫 智崇・藤田 琴美・久保 祐美子・柴田 真生・赤
松 明香・竹谷 史帆・定政 洋美・杉村 智行
神戸市立こうべ市歯科センター
General anesthesia induction training for an autistic patient：a case report
○DOMAN ASAMI，Kobe Dental Center, Kobe, Japan

2-P-071　�麻酔導入時の身体抑制回避のために外来受診時に前投薬トレーニングを頻回に行った自閉スペクトラム症患者の
1症例
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【緒言】胎生期または周産期の何らかの病因による甲状腺形成異
常と甲状腺ホルモン合成異常を先天性甲状腺機能低下症（クレチ
ン症）という．今回，新生児マススクリーニングでは陰性であっ
たが後の検査でクレチン症と判明した重度知的障害患者の全身麻
酔下での歯科治療を経験したので報告する．なお発表に関して患
者家族の同意と当院倫理委員会の承認を得ている（８6 番）．
【症例】患者：２１ 歳男性，身長 １55 cm，体重 50 kg．今回の主
訴：上顎左側を痛がる様子があるため口腔内の精査を希望し来院
した．既往歴：某病院において在胎期間 35 週，体重 １,09８ g で
出生した．娩出後すぐには滞泣せず黄疸が認められ光線療法を受
けた．生後 ２カ月，顔色不良で再検査の結果，甲状腺機能低下症
と診断され甲状腺ホルモン製剤の投与が開始された．現症：口腔
内に多数のウ蝕と 3本の過剰歯，全顎的な清掃不良を認めた．
【処置および経過】通法での歯科治療が困難なため全身麻酔下で

の処置を計画した．医科主治医へ対診の結果，甲状腺機能は現
在，正常化しておりその他，血液検査の結果も大きな問題はない
との報告を受けた．２0XX年 4月，全身麻酔下に，上顎右側C同
側下顎 Eを根尖性歯周炎のため抜歯術を行い，全顎的な歯石除
去を行った．同年 5月，全身麻酔下で上下顎過剰歯 3本の抜歯術
を行った．
【考察】甲状腺ホルモンは良好にコントロールされていたため，
周術期の異常は発生しなかったと考えられる．口腔内所見として
は乳歯の晩期残存，永久歯の萌出遅延の報告があるが，本患者は
数本過剰歯の放出が認められた．知的障害のため口腔内を自己管
理が行えず多数のウ蝕も認められ，今後の口腔管理が重要である
と考えられた．
【結論】クレチン症を伴う重度知的障害患者に全身麻酔下歯科治
療を安全に行うことができた．

○青野 陽１）・宮本 順美１，２）・畑中 有希２）・杉本 有加１）・高崎 義人１，２）・旭 吉直１，２）・大道 士郎１，２）
１）社会医療法人大道会ボバース記念病院，２）社会医療法人大道会森之宮病院
Dental treatment performed for a patient with cretinism and severe intellectual disability
○AONO AKIRA，Social Medical Corporation Omichikai Bobath Memorial Hospital, Osaka, Japan

2-P-074　クレチン症を伴う重度知的障害患者に対する全身麻酔下での歯科治療

【緒言】Hallermann-Streiff 症候群の主症状は頭蓋の異常と鳥貌，
歯の異常，均整のとれた侏儒，減毛症，皮膚の萎縮，両側の小眼
球症，先天性白内障 １）があげられている．今回，本症候群の疑い
がある患者の歯科治療を経験したので報告する．なお，発表に際
し患者本人と保護者に説明し，書面による同意を得た．
【症例】患者：34 歳男性．
主訴：検診希望．
口腔内所見：＃１4，＃１２，＃２２，＃２4，＃4２ 欠損，＃２3，＃47
う蝕．
既往歴：知的能力障害，異常絞扼反射，心肥大，軽度僧帽弁逆
流．
【処置および経過】通法下にて口腔内診査，う蝕処置を行った．
しかし，異常絞扼反射が強く全顎的な歯周処置は行えなかった．
そこで，異常絞扼反射が生じない範囲でトレーニングを試みたが
必要な処置を充分に行えなかったため，静脈内鎮静法下にて歯周
処置を行った．その後は通法下にて患者のペースに合わせて全顎

的な歯周処置が可能になった．歯周病の進行により保存困難な
＃ 46 は再度，静脈内鎮静法下にて抜歯を行った．今後は，保護
者の希望により局部義歯を新製予定である．
【考察】長期間のトレーニングにより治療に対する緊張が和らぎ
異常絞扼反射が軽減したと考えられる．また，静脈内鎮静法の導
入により積極的な歯周処置が可能となり，口腔内環境が改善され
た．以上より，通法下での処置が可能になったのは，歯周処置に
伴う負担が少なくなったことが要因と考えられる．
【結論】現在，長期間のトレーニングと静脈内鎮静法の併用によ
り通法下での歯周処置が可能になった．緊張による異常絞扼反射
は消失したが，物理的な刺激による反射は残存している．今後も
通法下にて歯周治療を継続し，必要に応じ静脈内鎮静法を併用し
補綴処置を行う予定である．
【文献】１）大野紘八郎，坂本洋子．Hallermann-Streiff Syndrome 
の １ 症例，鶴見歯学 １97８；4（２）：１49．

○石毛 碧・荒川 裕美・藤田 菜津子・正木 大介・高橋 利幸・西村 康・小澤 正明
鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
A case report for a patient suspected of Hallermann-Streiff syndrome
○ISHIGE MIDORI，Department of Dentistry for the Disabled, Tsurumi University Dental Hospital, Yokohama, Japan

2-P-073　Hallermann-Streiff症候群の疑いがある患者の歯科治療経験
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【緒言】Marfan 症候群（以下，MFS）は，5,000-１0,000 人に １ 人
発生する常染色体優性遺伝性疾患であり，身体の結合組織に影響
し，骨格・心血管や眼に特徴的症候を示す．顎顔面領域において
顎変形症・高口蓋・狭窄歯列弓・歯の形態異常・顎関節症，う蝕
が生じやすいといった特徴がある．歯科診療において，統合失調
症患者は強い不安・不合理な訴え・無協力な態度がある．今回
我々は，統合失調症のMFS患者に対して全身麻酔下で智歯抜歯
を施行した症例を報告する．
【症例】２１ 歳の女性，身長 １7１ cm，体重 49 kg．既往歴には，
MFS，統合失調症，脊柱側湾症等がみられた．パノラマ所見と
して，下顎右側智歯の歯髄組織に近接するう蝕，および下顎左側
水平埋伏智歯にう蝕をみとめた．また，両側上顎智歯は上顎洞と
近接していた．MFS の徴候である大動脈疾患は，当院循環器内

科医により心拡大なく全身麻酔は可能との診断を得た．そこで，
２0１８ 年 9 月に全身麻酔下での抜歯術を施行，周術期に特記すべ
き事項はなかった．なお，本報告に際し，患者本人と母親に書面
による承諾を得ている．
【考察および結論】本症例では，MFS患者特有の狭窄歯列弓と開
口障害がみられ，長時間の処置が予想されたため全身麻酔下での
抜歯術を選択，抜歯は通法で行うことができた．さらに，疼痛に
対して過敏であったが，アセトアミノフェンの投与により疼痛の
制御が可能となった．加えて，抜歯に対する不安が強くみられた
ため，不安感を抱かせないよう平易で単純な表現を用いた患者説
明に徹し，不合理な訴えもなく協力的な態度が得られた．以上よ
り，統合失調症のMFS患者に対する治療は，疼痛制御や不安感
を抱かせないこと，医科との連携が有効であると考えられた．

○高松 美香・佐藤 良樹・足立 哲也・木下 竜太・足立 圭司・大迫 文重・山本 俊郎・金村 成智
京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
One case that performed wisdom teeth removal for a Marfan syndrome patient having unification unbalance
○TAKAMATSU MIKA，Kyoto Prefectural University of Medicine Graduate School Medicine Graduate Course Dentistry 

Stomatology, Kyoto, Japan

2-P-076　統合失調を有するMarfan症候群患者に対し智歯抜歯をおこなった 1例

【緒言】Marfan 症候群は全身の結合組織異常を起こす疾患であ
る．とりわけ心疾患系の合併は高頻度であり，周術期の循環動態
の安定を図ることが肝要となる．今回，家族歴からMarfan 症候
群が疑われた患者の全身麻酔を経験したので報告する．なお，本
症例の報告にあたり患者家族の書面による同意を得ている．
【症例】患者は ２4 歳，男性．全身麻酔下に上下顎両側第三大臼歯
4本の抜歯術が予定された．既往歴に脳性麻痺，てんかん，視野
狭窄があった．身体所見はクモ状指，漏斗胸，高口蓋を呈してい
た．母親がMarfan 症候群であることから，患者本人もMarfan
症候群の可能性が疑われたが，遺伝子検査は未実施であった．術
前心電図，血液検査に異常所見は認めず，心エコーにおいても大
動脈弓の拡大等はみられなかった．外来診察で異常高血圧を認め
たことから，当センター内科受診を指示した．高血圧症は否定さ
れたが，家族歴や身体所見などからMarfan 症候群と考えて矛盾

がないとの対診結果であった．
【経過】麻酔導入前にミダゾラムシロップの経口投与を行なった．
入室後，亜酸化窒素，セボフルランによる緩徐導入を行ない，静
脈確保後の麻酔維持はプロポフォール，レミフェンタニル塩酸塩
で行なった．気管挿管直前にリドカインスプレーを咽頭部に噴霧
し，術中は観血的血圧測定によるモニタリングを行なった．術
中，術後の経過は良好であった．
【考察・結論】Marfan 症候群はストレスによって血圧などの循
環動態が変動しやすく，大動脈解離などの致命的な合併症を引き
起こす可能性がある．本症例は遺伝子検査が未実施であり，
Marfan 症候群の診断には至っていなかった．しかし，家族歴や
身体所見，対診結果などからMarfan 症候群を疑い，周術期の循
環動態を最小限に抑えるための工夫を行うことで安全に処置を施
行し得た．

○岸本 敏幸１）・中西 康典１）・名知 ひかる２）・棚橋 幹基3）・金城 舞3）・安田 順一3）・後藤 隆志１）・櫻井 学１）
１）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野，２）朝日大学病院麻酔科，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
General anesthetic management of a patient suspected of Marfan syndrome by family history：A case report
○KISHIMOTO TOSHIYUKI，Department of Dental Anesthesiology, Division of Oral Pathogenesis and Disease Control, Asahi 

University School of Dentistry

2-P-075　家族歴からMarfan症候群が疑われた患者の全身麻酔経験
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【緒言】Cardio-facio-cutaneous（CFC）症候群は RAS／MARK
シグナル伝達経路の異常に基づく常染色体優性遺伝性疾患で，特
異的顔貌，先天性心疾患，筋力低下，骨格筋異常，てんかん，精
神遅滞を主徴とする．国内にわずか １50 人程度と稀な疾患であ
り，歯科治療を行った報告はほとんどない．本症例報告につい
て，患児の保護者より書面による同意を得た．
【症例】８歳男児．既往歴：CFC 症候群（てんかん，精神発達遅
滞，摂食機能障害，胃食道逆流症を認める）．大豆，卵，一部の
魚介類にアレルギーあり．筋力低下のため歩行不可能．週 １回程
度の全般性強直間代発作を認める．服用薬：ラミクタール，バル
プロ酸ナトリウム，ニトラゼパム，レベチラセタム．治療経過：
多数歯に重度齲蝕を認め，通常の歯科治療が困難なため，全身麻
酔下による歯科治療を行った．１ 回目：左下 ２歯コンポジットレ
ジン修復，左下 ２歯抜髄，乳歯用既製金属冠修復，右上 ２歯・左

上 １歯抜歯．２ 回目：右下 １歯コンポジットレジン修復，右下 １
歯乳歯用既製金属冠修復，右下 １歯抜髄，乳歯用既製金属冠修
復，左上 ２歯抜髄．3 回目：左上 １歯抜歯，左上 １歯根管充填，
乳歯用既製金属冠修復，右上 ２歯・左上 １歯コンポジットレジン
修復，右上E乳歯用既製金属冠修復．
【考察】本症例では，CFC 症候群の小児に歯科治療を行ったが，
知的能力障害のため歯科治療に協力が得られないことに加え，摂
食障害による誤飲・誤嚥と胃食道逆流症による嘔吐の可能性があ
るため患児の心身的負担を考慮し，全身麻酔下での歯科治療を選
択した．齲蝕が多数歯におよんでいたため，全身麻酔下での歯科
治療は 3回に分けて行った．今後も歯科治療の際は，全身麻酔下
での対応となる可能性が高いことから，定期的な口腔衛生管理を
継続し，齲蝕にしないことが重要であると考える．

○松尾 恭子１）・新見 嘉邦１）・村松 健司１）・塩谷 伊毅２）・山本 麻貴２）・中嶋 智仁3）・浜中 一将3）・田中 教順3）・端山 智弘3）
１）日本歯科大学附属病院小児歯科，２）日本歯科大学附属病院歯科麻酔・全身管理科，3）公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会口腔衛生
センター歯科診療所
A case of dental treatment to a child with cardio-facio-cutaneous syndrome
○MATSUO KYOKO，Pediatric Dentistry of Nippon Dental University Hospital, Tokyo, Japan

2-P-078　Cardio-facio-cutaneous症候群の小児に歯科治療を行った一例

【緒言】もやもや病は，日本人に多発する原因不明の進行性脳血
管閉塞症である．頭蓋内出血により突然発症する例が半数近くを
占め，死亡例の約半数が出血が原因である．今回我々は，本疾患
を有する歯科恐怖心の強い患者の治療を経験したので報告する．
なお，発表にあたり書面により本人の同意を得ている．
【症例】40 歳女性．２5 歳の時にもやもや病を発症し手術を行う．
33 歳の時「脳内出血」で緊急手術をするも数か月間意識不明に
なり，寝たきり状態になる．現在，車椅子での生活まで回復する
も，左側に麻痺があり，それによる強い恐怖心がある．デパケ
ン・ミンメトル服薬．
【処置及び経過】う蝕及び歯の破折による咬合痛を主訴として来
院する．初診時は，全顎にわたるプラーク付着と歯冠部まで達す
る歯石が認められる状態であった．又，車椅子からの移乗だけで
恐怖を訴えた．全ての説明を丁寧に進めるも，歯ブラシを歯に当

てるだけで痛みと恐怖を訴える為，１ 歯のみの術者磨きしか行う
事が出来なかった．２ 回目以降，笑気鎮静法を導入する事により
恐怖心を軽減でき，歯周疾患処置を行う事が出来た．８ 回目にカ
リエス処置を笑気鎮静下にて局所麻酔を使用し実施した．以後毎
月 PMTCを行なう事によって，歯周組織の全顎的な改善が見ら
れた．なお，抜歯は市内病院歯科にて静脈内鎮静下で行った．
【結語】患者の訴えを傾聴し笑気鎮静法を併用する事により，患
者との良好なラポールを形成できた．今後も患者の心理状態を把
握しつつリコールを継続する事により，良好な口腔内環境を維持
できると思われる．
【文献】厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患克服事業，ウィ
リス動脈輪閉塞症における病態・治療における病態・治療に関す
る研究班．もやもや病（ウィリス動脈輪閉塞症）診断・治療ガイ
ドライン（改訂版）．脳卒中の外科．２0１８；46：１-２4．

○森岡 千恵子１）・木山 富早恵１）・足立 隆信２）・上田 恭史２）・中川 猛２）・平野 勝之２）・宮原 岳史２）・吉川 伸２）・吉富 啓一２）
１）寝屋川市立保健福祉センター歯科診療所，２）（一社）寝屋川市歯科医師会
Treatment-experience of the patient with the dental fear diagnosed as Moyamoya dieases
○MORIOKA CHIEKO，Neyagawa City Health and Welfare Center Clinic, Osaka, Japan

2-P-077　歯科治療恐怖心を有するもやもや病患者の治療経験
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【緒言】静脈穿刺後の肘窩を帰宅後に掻破したことで重篤な皮膚
壊死に至った自閉症患児の症例を報告する．なお，症例報告にあ
たり本人または家族等より書面による同意を得た．
【症例】患児は 6歳 9か月の男児で，身長 １１0 cm，体重 ２5 kg で
あった．3 歳で自閉症と診断され，治療拒否が強く全身麻酔下歯
科処置が予定された．全身麻酔導入時に右肘尺側皮静脈より ２２G
留置針で静脈路確保を試みたが，周囲に腫脹を認めたため留置針
を抜去し，絞ったアルコール綿とバンドにより刺入部を軽く圧迫
した．処置終了後，圧迫していたアルコール綿を外すと皮膚にア
ルコール綿と同形の発赤を認めた．患児と保護者に創部に触れな
いように指示したが，7 日後の経過観察では患児が自ら掻破した
ためと思われる皮膚潰瘍を認めた．約 １0 日後には同部が壊死し
たため医科を受診し，静脈麻酔薬の漏洩による壊死ではないかと
指摘を受けたが，刺入部に静脈麻酔薬を注入していないことを保

護者や医師に説明した．現在，創部は瘢痕化している．
【考察】本症例では肘窩の発赤を認めた時点で，患児が掻破する
ことを予測し，皮膚を包帯などで保護するべきであった．また，
アルコール綿により皮膚に障害を生じた例が報告されている １）．
本症例でも，後の全身麻酔でのアルコール消毒で皮膚に軽度発赤
を認めるため，アルコール綿ではなく滅菌乾綿で圧迫していれば
潰瘍を回避できていた可能性がある．
【結語】非協力児における全身麻酔では，本症例のように術後の
不快症状が思わぬ合併症へ繋がる可能性がある．アルコール綿は
稀に重篤な皮膚潰瘍に発展する可能性があるため，滅菌乾綿で圧
迫すべきと考えられる．
【文献】１）Storer E et al：Contact dermatitis to alcohol swabs 
masquerading as vaccine allergy. Australas J Dermatol, ２004；
45：１49-１50．

○佐藤 璃奈・小汲 大二郎・冨田 修・内藤 義久・川合 宏仁・山崎 信也
奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野
A case of skin necrosis due to clowing of cubital fossa after general anesthesia in an autistic boy
○SATO RINA，Department of Dental Anesthesiology, Ohu University School of Dentistry

2-P-080　自閉症患児の全身麻酔後に生じた肘窩掻破による皮膚壊死の 1例

【緒言】心房中隔欠損症（ASD）は小児期では無症状のことが多
く，成人期以降になると自覚症状が出現してくることがある．し
かし，意思疎通が困難な障害者の場合には症状を把握することは
容易ではない．今回，われわれは長期麻酔管理している患者にお
いて，動脈血酸素飽和度（SpO２）の低下を契機に，ASDの診断
に至った症例を経験したので報告する．なお，本症例の発表にお
いては患者家族ならびに当施設倫理審査委員会の承認を得た（承
認番号 １90１）．
【症例】患者は初診時 １5 歳，女性．身長 １4８ cm，体重 34 kg．
精神発達遅滞，てんかん，左半身不随を認めた．当院には口腔管
理を希望し来院した．当初は物理的な体動の抑制より歯科治療が
可能であったが，成長に伴い体動が激しくなったため，１7 歳よ
り静脈内鎮静下で歯科治療を行うこととなった．
【経過】１7 歳時の静脈内鎮静下の SpO２ は，96％前後で推移し呼
吸状態は良好であった．その後，１0 年間で 9 回の静脈内鎮静法

が併用されたが，問題は認められなかった．しかし，２9 歳頃か
ら麻酔管理中の SpO２ が 90％前後となった．保護者からは呼吸苦
等の症状はないとのことであったが，肺機能または心機能の低下
を疑った．かかりつけ医院に対診し精査したところ，ASDの診
断となった．
【考察】ASDは悪化すると心不全等を引き起こすため，早期発見
が重要である．しかし，障害者の中には体調の変化や症状を発見
することが困難な場合がある．本症例においては，長期間に及ぶ
麻酔記録により過去と現在の状態を比較し，経時的な SpO２ の低
下を把握することで早期に異常を発見できたと考えられる．意思
疎通が困難な障害者において，長期麻酔管理は全身状態を把握す
る一つの手助けとなりうる．
【結語】長期麻酔管理により経時的に悪化する症状を逸早く発見
できる可能性があることを再認識させられた．

○佐藤 裕美１，２）・浦田 千晶２）・横山 瑛里香２，3）・山口 武人２）・里見 ひとみ１，２）・岡 俊一１，２）
１）日本大学歯学部歯科麻酔学講座，２）埼玉県社会福祉事業団皆光園歯科診療所，3）日本大学歯学部小児歯科学講座
A case of atrial septal defect found by SpO2 decline in a long-term intraverous sedation
○SATO HIROMI，Department of Anesthesiology, Nihon University, School of Dentistry, Tokyo, Japan

2-P-079　静脈内鎮静法を併用している患者において SpO2低下から心房中隔欠損症の発見に至った 1症例
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【緒言】健常者に比べ知的能力障害患者では本人の自立的な口腔
清掃を確立するのが困難な場合が多い．また継続して来院するこ
とも難しい場合が多い．今回長期にわたり保護者の協力のもと患
者本人の自閉的傾向を考慮しブラッシング指導を行なった結果自
立磨きの改善がはかられた症例を経験したので報告する．今回の
報告に際して対象者家族に説明し書面による同意を得ている．
【症例】患者：２4 歳男児（初診時 4歳）．障害名：自閉症・知的
障害．初診時主訴：言葉を発しないため痛みがあるかわからない
ので一度みてほしい．
【経過】平成 １4 年 ２ 月（当時 9歳）担当医より齲蝕治療終了に伴
い歯科衛生士による本人と保護者への保健指導を開始．幼児期：
保護者への保健指導を行ない本人へは脱感作実施．学童期：保護
者へは手添え支援や声掛け支援による方法を指導本人へはブロッ

クごとに分け磨きやすい部分から指導を行ない，タイマーや砂時
計絵カードなど視覚的支援を行う．成人期：ブラッシング圧の結
果楔上欠損が発生．ハブラシの把持の方法の変更などにより対応
をおこなった．
【考察】混合歯列期から永久歯列完成までの間，継続来院する大
切さを視覚的に伝え，永久歯列完成後は引き続き染め出しブラッ
シングを行い繰り返し患者本人に指導を行なった．年齢や障害の
特性によりその時々におこる様々な問題を保護者の協力のもと対
応し自立磨きの改善がみられたと考える．何より保護者の協力が
得られたことが長期にわたり指導を行なえたことが大きくセルフ
ケア確立へとつながったと考える．
【参考文献】日本障害者歯科学会編集：スペシャルニーズデン
ティストリー障害者歯科：第 １版：医歯薬出版：東京：２009．

○上西 加奈子
医療法人セントパウロ光吉歯科医院
A case of giving brussing instructions for a long period making the patient brush on onesʼs own
○JYONISHI KANAKO，Medical Corporation Mituyoshi Dental Clinic, Otsu, Japan

2-P-082　長期間のブラッシング指導を行った結果自立磨きが改善した症例

【緒言】重度 Eisenmenger 症候群を伴う Down 症患者の ８ 年間
に亘る全身管理下歯科治療について報告する．なお，患者には書
面で同意を得ている．
【症例】初診時 ２5 歳の男性．幼少期よりO病院で抑制下に歯科
治療を行っていたが，２0 歳頃より齲蝕が増加し，拒否や異常絞
扼反射が強くなり，家族は全身麻酔下の歯科治療を希望した．し
かし，重度の Eisenmenger 症候群のため，多くの施設が歯科処
置を断念し，紹介により当院を受診した．既往歴は，１ 歳で
Down 症，ASD，VSD と診断され，２0 歳時に Eisenmenger 症
候群と診断された．ADLはほぼ自立していたが，Ht は 70％で，
フェイスマスク酸素 3 L／min 投与下でも SpO２ は ８7％であり，
頻回の低酸素発作がみられた．常用薬はジゴキシン，フロセミ
ド，カプトプリル，アロプリノール，スピロノラクトン，メキシ
レチン，ジピリダモール，ボセンタンであった．
【経過】心エコーより全身麻酔は危険と判断され，モニター下に

系統的脱感作と静脈内鎮静下の治療を計画した．８ 年間で 96 回
のモニター下と １回の静脈内鎮静下に，２3 本の保存処置と １本
の抜歯を行った．メンテナンスを毎月実施したが，33 歳で心不
全にて死去した．
【考察】Eisenmenger 症候群の平均寿命は 3８ 歳であるが １），
Down 症合併の場合，その寿命は約 １／２ となる １）．本症例は重度
の心不全と Eisenmenger 症候群を合併しながら，平均寿命を遥
かに越えて生存したのは，頻回の歯科処置と口腔衛生管理が寄与
したものと思われる．
【結語】多くの医療施設が治療を断念し，全身麻酔が不可能な症
例でも，根気よくモニター下に系統的脱感作や静脈内鎮静下の歯
科処置を行うことが重要と思われる．
【文献】１）Hiortshoi CS,  Jensen AS,  et  al：Epidemiological 
changes  in Eisenmenger  syndrome  in  the Nordic  region  in 
１977-２0１２. Heart, １03：１353-１35８, ２0１7.

○木村 楽１）・佐藤 璃奈１）・森山 光１）・今井 彩乃１）・吉田 健司１）・冨田 修１）・加川 千鶴世２）・鈴木 史彦１）・川合 宏仁１）・島村 和
宏２）・山崎 信也１）

１）奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野，２）奥羽大学歯学部小児歯科学分野
Long-term dental treatment under systemic management for a patient with Down syndrome and Eisenmenger syndrome
○KIMURA GAKU，Department of Dental Anesthesiology, Ohu University School of Dentisitry, Fukushima, Japan

2-P-081　重度 Eisenmenger症候群を合併した Down症患者の 8年間 97 回の全身管理下歯科治療
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【目的】選択性緘黙とは，話す能力にほぼ問題がないにもかかわ
らず学校など特定の場面で話せない症状が続く不安障害の一つで
ある．今回，選択性緘黙のある知的能力障害者の口腔ケア，ブ
ラッシング指導を通じて口腔内環境の改善がみられた症例を経験
したので報告する．本症例報告に関して保護者に書面にて同意を
得た．
【症例】患者：２８ 歳男性．初診日：平成 ２6 年 ８ 月．主訴：歯石
除去，ブラッシング指導を希望．既往歴：知的能力障害（愛の手
帳 3度）．現病歴：一般歯科医院で，ブラッシング指導を受けて
いたが，無反応で指導ができず，当センターを紹介される．初診
時：口腔内は全顎的に著しい歯肉の発赤，腫脹，歯石沈着を認め
中程度の歯肉炎が認められた．経過歯科衛生士によるブラッシン
グ指導の場面では，指示したように歯磨きをしようとせず視線も
あわせず指導が困難な状態だった．歯周基本治療（歯石除去，

PMTC）を行う場面では表情がかたく問いかけに対して反応も無
いが拒否はみられなかった．診療中にコミュニケーションを取る
ことは困難であったが診療後，本人が趣味について話すことが
あった．診療後の度に，患者と趣味の話をしていく中で，患者の
環境が把握でき会話を楽しむ場面もみられた．日常生活において
は，母親とのコミュニケーションが良好であることから，ブラッ
シング指導時に同席してもらい家での本人磨きの時に声かけして
もらうようにした．5 年間のブラッシング指導を通し，口腔内環
境の改善が認められた．
【考察】選択性緘黙の場合，心理療法による側面からのアプロー
チが主な対応であるが，本症例では診療後の患者との会話や，母
親の協力を得ながら日常のブラッシングを行う環境を整えていく
ことが有効であると考えられる．将来的には施設入所となり得る
ため今後，自立に向けた指導が必要と考えられる．

○岩渕 晴美１）・外園 智唯１）・瀧澤 英子１）・井原 和恵１）・齋藤 祐一２）
１）江戸川区口腔保健センターにこにこ歯科診療所，２）社団法人東京都江戸川区歯科医師会
A case of effective oral care management of a intellectual disability patient with selective mutism
○IWABUCHI HARUMI，Edogawa Oral Health Center, Tokyo, Japan

2-P-084　選択性緘黙を伴った知的能力障害患者への口腔ケア・ブラッシング指導の改善がみられた症例

【緒言】今回私たちは母親の付き添いで，落ち着いて定期的な受
診が行えていた重度の知的能力障害者で，２２ 歳になり突然，歯
科受診に強い拒否を示すようになったケースを経験した．他の施
設との連携と協働で，母子分離を進め，落ち着いて診療できるよ
うになった経過を報告する．なお今回の発表においてご家族に説
明し書面にて同意を得ている．また当法人倫理委員会の承諾も得
ている（承認番号 １90２）．
【症例】１9 歳で初診．男性．重度知的能力障害．円城寺式・乳幼
児分析的発達検査表の基本的習慣 3.８～4.0 歳であった．発語はな
いが，口頭指示には従えた．キーパーソンは母親であった．小児
歯科で管理されていたが体が大きくなり手におえないとのことで
受診．TSD法により容易に適応した．その後，月に １～２回の口
腔管理を母親の付き添いで特に問題なく行えていた．
【経過】２２ 歳 3 か月での歯科受診時，突然，歯科医院へ入ること

を強く拒み母親の車から降りなくなった．原因が分からず利用し
ていた作業所での状況などの情報提供などを依頼した．通所先で
は穏やかに過ごせている様子であった．通所先支援員により通所
先でも同様のことがあり，母子分離により利用状態が安定したと
の情報を得た．そこで通所先職員へ協力を求め母子の分離を図っ
ていた．当院には外来への無償搬送システムがあり受診時に母親
ではなく施設職員が付き添うことから始め，徐々に単独での来院
へとつなげていった．約 ２ヶ月で当院職員による搬送で単独通院
が可能となり現在まで安定して通院できている．
【考察】２２ 歳時に突然歯科受診を拒否するようになった理由は現
在も不明である．しかし，母子分離を図ることにより徐々に適応
が強まったことから診療場面での母親の存在が何らかの影響が
あったと考えている．

○稲富 みぎわ１）・岩田 美由紀２）・秋山 悠一１）・氷室 秀高3）
１）医療法人社団秀和会水巻歯科診療所，２）医療法人社団秀和会小倉北歯科医院，3）医療法人社団秀和会小倉南歯科医院
The mother-child separation improved the maladaptive behavior to dental treatment which appear suddenly in an adult with 
severe intellectual disabilities
○INATOMI MIGIWA，Medical Corporation Syuwakai Dental Clinic in Mizumaki

2-P-083　成人の重度知的能力障害者に突然生じた不適応行動が母子分離により消失した一例
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【緒言】近年，口腔機能回復治療の一環として，インプラント治
療が選択されることが多くなった．今回，知的能力障害患者のイ
ンプラント治療後，１１ 年経過した症例を報告する．なお，症例
に際し患者本人と保護者に説明し，書面にて同意を得た．
【症例】患者：4８ 歳，男性．障害名：知的能力障害，てんかん，
喘息．主訴：他院より全身麻酔下での抜歯，う蝕処置の依頼．既
往歴：仮死状態で出産．常用薬：バルプロ酸ナトリウム，ハロペ
リドール．口腔内所見：多数歯カリエス（１２ 本），要抜歯（4本），
中等度慢性歯周炎．
【経過】多数歯のう蝕処置と要抜歯を認めたため，全身麻酔下で
処置を行った．ご家族の強い希望により，欠損部位 １6，１5，37，
36 にインプラントを施術した．3，4 ヶ月ごとに静脈内鎮静下に
て定期的なメインテナンスを行っていたが，治療終了後から ８年
後，歯周病の病状が悪化したため歯周病専門医と連携を行い，イ

ンプラント部位を除く全顎の SRP を行った．しかし，歯周基本
治療後も状態が改善しなかったため，抗菌薬（AZM）を使用し
た全顎の SRPを行った結果，歯周病の病状が安定した．
【考察】インプラント部を含めた歯周管理には，ホームケアとプ
ロフェッショナルケアの両立を確立することが歯科衛生士の大き
な役割と考えられる．そのためには，定期的なメインテナンスに
併せて上部構造を外してインプラント体の洗浄を行い，また，咬
合関係を確認することが必要と考えられる．
【結論】１．残存歯，インプラント周囲組織の健康状態を継続的に
管理し，インプラント周囲組織が罹患した場合の早期診断につな
げる体制を確立することが重要である．２．インプラント治療後
の口腔機能の長期的な安定を確保するには，ご家族によるセルフ
ケアと継続したメインテナンスが必須である．

○笠原 文夏１）・徳江 藍２）・長野 孝俊3）・花谷 重守4）・關田 俊介5）・中岡 裕美6）・西村 康6）・小澤 正明6）
１）鶴見大学歯学部附属病院歯科衛生士部，２）鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座，3）鶴見大学歯学部歯周病学講座，4）鶴見大学短期大学
部歯科衛生科，5）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座，6）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
A case of dental implant treatment for a patient with intellectual disabilities
○KASAHARA AYAKA，Department of Dental Hygienist, Tsurmi University Dental Hospital, Yokohama, Japan

2-P-086　知的能力障害者に対するインプラント治療の長期症例

【緒言】結節性硬化症は 9番と １6 番染色体の責任遺伝子が異常を
起こし，皮膚，脳神経系，腎臓，肝臓，肺，消化管，骨などに過
誤腫や白斑を生じる疾患である．また知的障害や行動異常などを
伴う．今回，両側性の腎血管筋脂肪腫の治療のためにmTOR阻
害薬エベロリムスを投与された症例の口腔衛生管理を経験したの
で報告する．なお，本報告は患者と保護者に趣旨を説明して書面
による同意を得た．
【症例】4２ 歳男性．結節性硬化症と知的障害を有し，以前より当
科に通院していた．エベロリムスを投与するにあたり医科主治医
より口内炎の発症に対する歯科的処置と口腔衛生管理を依頼され
た．エベロリムスの投与は，１ 日 １ 回 １0 mg を 6 か月間内服す
るように計画された．
【経過】投薬後は週 １回の定期受診を計画し，口腔内清掃状況と

口内炎の場所，状態，疼痛，食事の摂取等を確認した結果を施設
職員へ連絡するようにした．内服開始から口内炎にはデキサメタ
ゾン軟膏の塗布，口腔内はベンゼトニウム塩化物製剤で洗口する
ように施設職員に指導した．１１ 日目に口内炎が出現し，3～4 週
目に多数認められ，疼痛を訴えた．そのため，軟らかなハブラシ
に変更した．9 週目以降は口内炎が軽快し，疼痛も軽減した．
【考察】患者は知的障害を有しており，本人のセルフケア能力と
施設職員のサポート力を考慮して口腔衛生管理の計画立案や指導
を行う必要があった．また，本症例では腎血管筋脂肪腫の破裂の
リスクが高く，投薬期間中に口腔の問題で体調を崩さないように
注意した．このような症例では医科主治医や支援スタッフと密に
連携を取りながら対応する事が大切と考えられた．

○上原 みゆき・西中 菜々・池田 香織・寳亀 幸子・田中 瞳・佐々木 あやの・久保田 智彦
社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園
A case of oral hygiene management of tuberous sclerosis administered with everolimus for angiomyolipoma
○UEHARA MIYUKI，Wakakusu Ryoikuen Rehabilitation and Medicine Center, Saga, Japan

2-P-085　腎血管筋脂肪腫に対してエベロリムスを投与された結節性硬化症の口腔衛生管理の 1例
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【緒言】今回私たちは，リロケーションダメージで，口腔ケアへ
の拒否が強く現れたケースに看護師と協働し，適切な口腔ケアを
提供できる状態と出来た １例を報告する．なお，今回の発表にお
いてご家族に説明し，書面にて同意を得ている．また当法人倫理
委員会の承諾も得た（承認番号 １90１）．
【症例】76 歳，男性．アルツハイマー型認知症，肺炎で入院．
ADLは，歩行可能でその他は一部介助．しばしば，徘徊が見ら
れた．
【経過】言語指示は全く入らず，口腔ケアに対する拒否行動とし
て，首を振り，手で振り払おうとする．この行動は，口腔ケアの
みならず血圧測定，日常的介護に対しても同様であった．看護師
との協働カンファレンスを行い，リロケーションダメージによる
混乱への対処として，環境に早く慣れてもらう様，なじみの関係

の構築を図る方針となった．このため，ユマニチュードを基本
に，可能な範囲で同じスタッフによる介入を行う方針となった．
歯科は，週 １回の介入であったが，それ以外でも担当歯科衛生士
が時間の許す限り，「見る」，「触る」の実践を繰り返した．口腔
ケアへの拒否は軽減し，4 か月後には誰が行っても口腔ケアを受
け入れる状態となった．退院時カンファレンスでは，施設に戻っ
た際のリロケーションダメージの再発を防ぐ為，今回介入した歯
科衛生士の継続的な関与を求められた．施設移動後 ２ヶ月となっ
たが，専門的口腔ケアへの拒否的行動は見られていない．
【考察】訪問診療に携わる歯科衛生士は，在宅の時も入院時も関
わることが可能であり，単に口腔ケアを支援するだけではなく，
顔なじみとしてその方を支える存在となり得ることを経験できた
と考えている．

○早川 里奈・中島 成香・出口 愛依・松田 匠・赤木 郁生・氷室 秀高
医療法人社団秀和会小倉南歯科医院
An experience in nursing team as dental hygienist to a case in relocation damage who refused oral health care
○HAYAKAWA RINA，Medical Corporation Shuwakai Kokuraminami Dental Clinic, Fukuoka, Japan

2-P-088　リロケーションダメージで口腔ケア拒否が強く現れた症例での，歯科衛生士としての協働経験

【緒言】近年，老老介護は増加しており 65 歳以上の高齢者のみの
世帯の割合は全世帯の 4８.4％であり，夫婦のみの世帯はそのうち
の 3１.１％を占めている １）．介護する体力や精神的負担，社会との
つながりの希薄化など多くの因子が社会的問題となっているなか
今回，口腔ケア目的で紹介された ８6 歳の夫とその介護をする軽
度認知障害の ８0 歳の妻の口腔衛生指導を経験したので報告する．
なお，本発表に際し両者から文書による同意を得た．
【症例】初診時，夫は ８5 歳で骨粗鬆症ならびに前立腺癌に罹患し
ており，地域歯科医院にて抜歯後，顎骨壊死となり腐骨を認め激
しい腐敗臭を呈していた．歩行障害で車椅子にて通院している．
妻は ８0 歳で物忘れがあり夫の車椅子を押して来院するも自身の
予約は忘れてしまう．口腔所見として夫は清掃状態が極めて不良
で残存歯数は ２２ 本で PCR 79％であった．妻も同様に不良で残
存歯数は ２5 本で PCR 56％であった．

【処置および経過】夫は平成 30 年 7 月に下顎左側 567８ 相当部の
腐骨によって口腔環境が不良となり，同年 １0 月に某大学病院に
て腐骨除去手術を受けた．顎骨壊死は改善したが清掃状態は改善
されなかった．妻は平成 3１ 年 １ 月に夫からの依頼で歯科の介入
が始まった．下顎右側 ２の歯冠破折と歯頚部と隣接面に歯垢の付
着を認めた．両者とも刷掃指導の経験はなく口腔衛生指導を徹底
した．
【考察および結論】夫婦ともに介入後 ２カ月で PCRに改善を認め
た．夫が妻に刷掃の声掛けをし意識化できたこと，妻の介助のも
と歯科受診が定期化したこと，歯ブラシの変更による刷掃効率の
向上，そして夫がキーパーソンと成り得たことが改善の要因と考
えられた．今後も口腔衛生指導を継続しながら両者のADL低下
予防の一助になるよう取り組んでいきたい．
【文献】１）内閣府，平成 30 年度版高齢社会白書．

○米村 美奈子１）・池口 洋子１）・小山 璃子１）・廣松 滋幹１，２）・大場 庸助１，２）・野川 博孝１，２）・箕浦 孝昭１，２）・進 健修１，２）・甲田 航１，２）・
木村 亮一１，２）・梅澤 幸司3）・野本 たかと3）・大多和 実１，２）

１）北区障害者口腔保健センター，２）東京都滝野川歯科医師会，3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
Approach of oral care for elder-to-elder nursing care patients
○YONEMURA MINAKO，Kita Word Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Tokyo, Japan

2-P-087　老老介護者に対する口腔ケアの取り組み
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【緒言】私たちは多治見市を中心とした東濃地域において，地域
歯科医師会との連携のもと在宅・施設・病院等に訪問し，口腔清
掃を含めた口腔機能訓練や摂食指導等を行う口腔ケアグループで
ある．今回，地域訪問看護師と毎回連携して在宅訪問し口腔ケア
を提供したALS 患者の症例を報告する．なお，発表にあたり本
人より書面で同意を得た．
【症例】66 歳の女性．疾患名は筋萎縮性側索硬化症（ALS）．発
症はH１0 年 3 月頃で，四肢体幹の筋萎縮が強くADLは全介助で
あった．自発呼吸困難により鼻マスク換気であった．嚥下はやや
困難だが経口摂取は可能であった．主訴は定期的な口腔管理を希
望していた．
【経過】H２7 年 6 月に訪問を開始し，現在は月 ２回の訪問対応し
ている．ケア内容は口腔清掃と間接訓練を中心としたストレッチ
とマッサージを施行した．バイタルチェックは看護師が行う．常

時，鼻マスクを装着しているため呼吸サポートは看護師が担当
し，口腔ケア中は常に一定のリズムと深さを保持しながら継続し
て呼吸介助をしている．歯科衛生士と看護師は双方，患者本人の
呼吸状態を観察しながらケアを行っている．訪問開始後より発熱
や誤嚥性肺炎等の体調不良を認めていない．
【考察】施設や病院に所属しないフリーランスの訪問歯科衛生士
は，単独での訪問となることが多い．特に在宅においては看護
師・PT・ST・OT・栄養士など他職種と現場に同時に介入する
ケースはまれである．本症例では訪問看護師との協働により情報
交換が可能となり，さらに歯科衛生士による専門的口腔ケアの手
技を伝達できる場となった．患者本人も看護師の熟練した呼吸介
助があることで安心してケアを受け入れることができ，他の専門
職との継続した連携が有効であったと考える．

○朝川 世津子１）・栗木 みゆき１）・細井 ゆかり１）・鈴木 知里１）・藤川 朋美１）・良盛 典夫２）・水野 明広２）・渡辺 和也２）・櫻井 泰伸3）
１）多治見口腔ケアグループはねっと，２）一般社団法人多治見市歯科医師会，3）岐阜県障がい者診療所診療委員
A case report of ALS patient on periodical visiting oral care with cooperation of visiting nurse
○ASAKAWA SETSUKO，Tajimi Oral Care Group Hanetto, Gifu, Japan

2-P-090　地域訪問看護師との連携で継続している筋萎縮性側索硬化症患者に対する在宅訪問口腔ケアの一例

【緒言】WEST症候群とは，点頭てんかんと呼ばれ，スパズム・
ヒプスアリスミア・精神運動発達の停止・退行を特徴とした，年
齢依存性の特異なてんかん症候群である．今回，我々は本症候群
の患者に対し，地域の １次医療機関・当センター・高次医療機関
の医療連携を経験したので報告する．なお報告に際し書面により
保護者の同意を得た．
【症例】患者：１5 歳（初診時 １歳 ８か月）女性．
初診日：平成 １８ 年 6 月．
主訴：検診・フッ素塗布希望．
既往歴：WEST症候群．
現病歴及び経過：１ 歳 ８ か月時に検診希望にて近医受診，体動著
しく開口保持困難とのことで当センターに紹介．初診時ではう蝕
は認められず，保護者による口腔清掃状態も良好であったため，
脱感作を行い定期的に検診を行うこととした．成長に伴い協力的
になってきたため，協力医に逆紹介し，当センターの治療は一度

終了とした．しかし近医においては患者の体調不良等により検診
が度々中断する等，継続的な口腔管理が困難な時期が続いたとの
ことであった．１0 年後の治療再開時に，かかりつけ医より多数
歯う蝕を指摘，また診療に対し非協力であったため再度当セン
ターに紹介となった．体勢及び開口保持が困難であること，治療
回数などを保護者と相談し，全身麻酔下での治療を高次医療機関
へ依頼した．現在は再び脱感作を行いながら定期的に管理してい
る．
【考察及び結論】本症例のように治療に対するハードルが高い患
者の場合，治療に介入する機会が失われやすく，結果として口腔
内の崩壊に繋がりやすい．そのため医療機関同士での連携が強く
求められる．長期にわたる症例の中で，当センターが地域の １次
医療機関と高次医療機関との橋渡しを行い，２ 次医療機関として
の役割を各局面で果たしていくことが，今後も地域に対して継続
して医療貢献をしていく上での責務と思われる．

○竹内 陽平１）・今井 昭彦１）・外園 智唯２）・金栗 勝仁１）・清水畑 倫子１）・福田 喜則１）・田村 純治１）・田村 朗１）・古川 隆彦１）・末吉 正
幸１）・柵山 泰昭１）・滝田 和弘１）・中村 全宏3）・齋藤 祐一１）

１）公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会，２）江戸川区口腔保健センター，3）東京都立東部療育センター
A case of regional medical cooperation for a patient with WEST syndrome
○TAKEUCHI YOHEI，Tokyo Edogawa Dental Association, Tokyo, Japan

2-P-089　WEST症候群患者における地域医療連携の 1例
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【緒言】Coffin-Lowry 症候群は １966 年 Coffin らが記載したX連
鎖性遺伝性疾患である．中等度から重度の知的障害，特徴的顔
貌，低身長，骨格変形，先天性心奇形などを認め，約 4万人に １
人の割合で発症するといわれ，わが国では難病指定されている．
今回，上顎前歯部外傷により当センター受診した １例を報告す
る．なお，今回の報告にあたり，患者保護者には書面で同意を得
ている．
【症例】年齢・性別：4 歳・男性．
身長・体重：８4 cm・１２ kg．
障害種別：知的障害，発語なし．
顔貌所見：目立つ前額．眼間開離．小顎．短く幅広の鼻．前向き
の鼻孔．厚い下口唇．
全身所見：太く，分厚く，短いずんぐりした柔らかい手．先細り
の指．筋緊張低下による歩行困難．
口腔内所見：左側上顎乳前歯が外傷により歯冠破折していた．他

の乳歯に欠損はなかったが，巨舌に伴う空隙歯列を認めた．尚，
破折した歯に関してはエックス線所見で歯根の残存が確認でき
た．
【考察】Coffin-Lowry 症候群の発生要因は X 染色体にある
c-fosRSK２（RPS6KA3）c-fos 遺伝子の変異によるとされている．
発症は主に男性で，女性は保因者として無症状か，ある程度の知
的障害を認めることがある．また，合併症として上述の所見以外
に心疾患，脊柱後彎曲症や，約 ２0％の症例で不意の刺激による
意識消失を伴わない刺激誘発転倒発作が認められるとの報告があ
る．本症例では性別，顔貌所見，全身所見，口腔内所見において
報告されている特徴と一致していた．しかし，心機能には問題が
なかったので，通法に従って歯冠破折した乳前歯を抜去した．術
後は経過良好である．
【結語】今回，Coffin-Lowry 症候群という非常に稀な症例を経験
したので報告した．

○中川 誠仁１，２，4）・笠井 昌樹子１）・田辺 亜莉紗１）・高橋 明子１）・柿原 理奈２）・村上 旬平3）・井関 富雄２）・秋山 茂久3）・菅原 正之4）・
松田 哲一4）

１）（公財）尼崎口腔衛生センター，２）大阪歯科大学口腔外科学第一講座，3）大阪大学附属病院障害者歯科治療部，4）尼崎市歯科医師会
A case with Coffin-Lowry syndrome who visited our clinic for dental injury caused by fall
○NAKAGAWA AKIHITO，Amagasaki Oral Hygiene Center

2-P-092　転倒による外傷を機に受診した Coffin-Lowry症候群の 1例

【緒言】近年，横浜市内のひきこもり状態である方は推計約
２7,000 人おり，横浜市歯科保健医療センター（以下，当センター）
においてもひきこもり状態である患者の歯科受診は増加傾向であ
る．今回，ひきこもり状態であった患者に歯科受診を通じて社交
性・社会性の向上がみられた症例を報告する．なお，本症例の報
告に際し，書面による患者の同意を得ている．
【症例】２１ 歳男性．歯科治療を希望し通院中の精神科より紹介受
診となった．既往歴に １２ 歳より不安障害があり内服加療中．公
共の乗り物に乗れない，全く外出できない生活が ２年間続き，最
近では，薬物療法が奏功して近所への外出が可能，気力も高まり
つつある．また，歯科恐怖症があり，以前の歯科治療時には心因
的な嘔吐反射，過呼吸が生じた．
【経過】初診時，緊張感が強く，デンタルチェアに水平位になり
基本セットのみ使用して口腔内診査を行った．口腔清掃状態は不

良であり，多数歯う蝕が認められたため全身麻酔下での歯科治療
を計画した．全身麻酔下での治療は初診時より 3か月間にわたり
5回行った．治療の経過とともに口腔内への関心が高まりスタッ
フとのコミュニケーションを積極的に取るような変化がみられ
た．治療後は，通法下で口腔ケアが可能となり，現在では患者一
人で通院し齲蝕処置も問題なく行える．
【考察・結語】本人の通法下処置への不安を考慮し，全身麻酔下
での治療を選択したことが治療の継続に有効的であり処置を完結
することが出来た．また，多数の同世代のスタッフと交流するこ
とにより人とコミュニケーションを図る喜びや楽しさを感じ，本
人の自信につながったと考えられる．本症例のように歯科受診が
外出のきっかけとなり社会性の向上へつながることがあるため，
社会復帰への支援を担う可能性を念頭に置き診療にあたる必要が
ある．

○竹内 優佳１）・上村 美月１）・藤田 千紘１）・平山 若葉１）・谷戸 茜１）・川田 理絵１）・武居 まゆみ１）・杉山 紀子２）・加藤 一宏２）・篠原 健
一郎3）・今野 歩１）・水野 貴誠１）・三浦 誠１）

１）横浜市歯科保健医療センター，２）横浜市歯科医師会，3）日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座
Improvement in a shut-inʼs condition from dental treatment
○TAKEUCHI YUKA，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Yokohama, Japan

2-P-091　歯科受診を通じて引きこもりが改善した一症例
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【緒言】日常生活で可撤性義歯の誤嚥・誤飲が起こる事は多くは
ないが，重篤な転帰を引き起こす可能性を有するため慎重な対応
が求められる．今回我々は有鈎可撤性義歯を誤飲した成人知的障
害者の一例を報告すると共に，知的障害者の可撤性義歯の適応お
よび取り扱いについて言及したい．発表に際し書面により家族の
同意を得た．
【症例】患者：S59 年生，男性，愛の手帳 ２度，身障手帳 ２級．
初診時所見：年齢 30 歳，体重 76 Kg，身長 １7１ cm．
疾患名：MR，Epi．
【経過】H２6 年 6 月より当院の摂食外来にて摂食機能療法開始す
るのと同時に全身麻酔下う蝕治療並びに上顎可撤性義歯の作製
行った．H30 年 5 月 6日に鈎歯である前装冠が脱落し再装着不能
のため修理・増歯のための印象採得を行った．H30 年 5 月 7日朝
食時に上顎可撤性義歯を誤飲し，救急車にて高次医療機関へ搬送
される．搬送時，意識障害・呼吸障害は認められなかった．上部

消化管内視鏡・食道直達鏡による摘出困難であるため耳鼻科医に
より左側頚部外切開による食道異物摘出術施行し，術後 ICU管
理を経て無事退院となった．
【考察】今症例において，残存歯，咬合様式の分類に従い通法通
りの義歯の形態を決定したが，装着感および介護者の取り扱いの
希望を考慮し口蓋の形態を狭小化した．その結果やや安定感の低
下した義歯の形態となり，維持装置の破損を生じた後の義歯安定
剤の使用が通常の使用状況と異なることがアクシデントの発生と
考えられる．その機序を想定すると，口蓋の狭小化に伴い義歯の
前後径が小さくなり，残存した維持装置を中心に義歯の回転が起
きた結果突発的な誤飲を生じさせたと考察される．今症例は義歯
の装着が良好な経過を辿っていた最中に医療者側も介護者側も予
想し得ない事態の発生を観た．義歯の設計や介護者の関わりにつ
き，改善すべき点を明確にする必要性が示唆された．

○土田 和彦１）・花岡 新八１）・松葉 浩志１）・小林 香１）・前島 達也１）・西村 正美１）・小林 文隆１）・金子 雅一１）・関谷 晴彦１）・山内 幸
司１）・大槻 祐子１）・岩崎 槙１）・大崎 住江１）・久保寺 友子１）・池田 正一２）

１）一般社団法人東京都中野区歯科医師会スマイル歯科診療所，２）神奈川歯科大学総合歯科学講座
A case of accidental ingestion removable denture of a patient with adult intellectual disability-Knowledge and consideration 
for risk reduction-
○TSUCHIDA KAZUHIKO，General Incorporated Association Tokyo Nakano Dental Association Smile Dental Clinic

2-P-094　成人知的障害者における義歯誤飲の一症例─リスク回避の知見と考察─

【緒言】異常絞扼反射とは，口腔の各部位や咽頭部等の刺激によ
り誘発される，吐物を伴わない嘔吐様の反射を指す．反射亢進の
原因として，口腔形態等の局所的因子，精神疾患や消化器疾患等
の全身的因子，恐怖心等の心理的因子が挙げられる．今回，歯科
治療に対する恐怖心で生じたと考えられる異常絞扼反射の一例を
経験したので報告する．尚，本症例報告にあたり患者及び患者保
護者から書面による同意を得ている．
【症例】年齢性別：4 歳男性．病名：異常絞扼反射．主訴：前歯
に虫歯がある．
家族歴，既往歴：特記すべき事項なし．
現病歴：２0XX年 6 月，上記主訴にて来院し，保護者の希望で抑
制下で A A う蝕処置を行った．同年 9月，同部の CR脱離およ
び口腔浅在部での絞扼反射を認め，歯科治療に対する恐怖心より
生じる絞扼反射と診断した．保護者に説明し，恐怖心の除去を行
う事で絞扼反射の消失を図り，その後う蝕処置を行う計画を提案

し，書面による同意を得られた．
【処置および経過】２0XX 年 １0 月より １～２ 週間間隔で来院し，
チェアサイドでのブラッシング，う蝕処置の手順をTSD法を併
用し練習した．翌年 １月に A A 部の CR充填を，患児の良好な
協力度の中完了した．
【考察】心因性の異常絞扼反射では，口腔内の浅在部においても
異常絞扼反射が認められる事があり，本症例でもその特徴が認め
られた．心因性因子の除去を開始した時点ではう蝕が比較的軽度
であり，保護者の理解と協力が得られた事により，時間をかけて
頻回な診察を行う事が出来，結果的に患児も環境に慣れる事で最
終的には治療もスムーズに受ける事が可能になったと思われる．
絞扼反射については静脈内鎮静などによる対応もあるが，本症例
のように保護者の協力が得られる場合，心理的因子の除去を試み
る選択肢も採りうる事が示唆されたと考える．

○久保 尚也・樋山 めぐみ・岡本 佳明・西中村 亮・前川 友紀・塩津 由記子・沖原 朱美
医療法人涌泉会ひまわり歯科
Child suffered gagging reflex considered to be psychogenic and improved it with systematic desensitization：A case report
○KUBO NAOYA，Medical Corporation Yusenkai, Himawari Dental Clinic, Hiroshima, Japan

2-P-093　心因性と思われる異常絞扼反射を有する小児に対し系統的脱感作法を用いて異常絞扼反射の改善を図った 1例
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【目的】著しい臼歯部開咬を呈する摂食嚥下機能発達障害児に遭
遇し，書面による保護者の同意を得たので報告する．
【症例】初診時年齢 6歳 0 か月の男児．歯が生えてこず，硬いも
のが食べられないことを主訴に来院した．特徴的顔貌を呈し，身
長 １0２.１ cm（－２SD 以下），体重 １3.3 kg でローレル指数は １２5
（普通）であった．皮膚弛緩症が疑われ遺伝子検査を受けたが有
意な異変は認められなかった．他に，発達遅滞，小頭症，くも膜
嚢胞，僧帽弁逆流，SGA性低身長，多発小奇形などの傷病名が
付けられていた．また，出生後から 5歳 6 か月まで胃瘻栄養で
あった．口腔所見は，上顎両側ABCDE，下顎は両側ABCDと
右側 Eの萌出を認めたが，上下顎ともに乳犬歯・乳臼歯部は萌
出障害で歯冠の一部が歯肉に覆われた状態であった．前歯のみ咬
合し，臼歯は著しい開咬状態を呈していた．パノラマエックス線
画像では，永久歯の先天欠如を認め，上顎の両側中切歯，左側の

側切歯と第一大臼歯，下顎の両側側切歯，犬歯および第一大臼歯
の １0 歯のみ歯胚を認めた．初診時の栄養は，主にミルクであり，
柔らかいものは前歯で噛んで食べていた．食事に関心を示さず少
食であるが口唇閉鎖ができ，咀嚼運動を示し，嚥下時にためらう
動作を認めた．6 歳 9 か月時より摂食指導を開始し，２ か月間で
粉ミルクを中止できた．その結果，咀嚼力の向上，摂食量および
摂食可能食品の増加，食物への関心を示すなど，著しい改善が認
められた．
【考察】摂食嚥下機能の改善が認められたが，原疾患の影響もあ
り身長・体重の変化は少ない．今後は，臼歯部の著しい開咬の改
善が重要であるため，対応法としてオーバーデンチャー装着を検
討していく予定である．
【結論】生後 5年 6 か月間胃瘻栄養で，著しい臼歯部開咬を呈す
る皮膚弛緩症が疑われている小児の摂食嚥下機能が改善できた．

○阿部 洋子・篠永 ゆかり・人見 さよ子・園本 美惠・有田 憲司
大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座
A suspected case of cutis laxa with open bite of molar area and disability of food intake function
○ABE YOKO，Department of Pediatric Dentistry, Osaka Dental University, Osaka, Japan

2-P-096　著しい臼歯部開咬を呈する皮膚弛緩症の疑いのある摂食嚥下発達障害児の 1例

【緒言】横紋筋肉腫は，軟組織に生じる悪性腫瘍であり，その中
でも小児に最も多い疾患とされる．骨格筋以外に頭頸部にも認め
られる事があり，治療法は，頭頸部の場合，化学療法や放射線治
療などで腫瘍を縮小させた後に切除することがある．今回，横紋
筋肉腫の治療によって歯の発育障害を来した患児を二例経験した
ので報告する．発表に際し家族より書面による同意を得ている．
【症例と経過】（症例 １）9歳男児．主訴：虫歯がある．既往歴：８
歳時に左咀嚼筋間隙胎児型横紋筋肉腫にて陽子線治療，化学療
法，外科的療法を行っていた．現病歴：近医にて開口障害および
多数歯齲蝕にて紹介来院．現症：外科的療法による開口障害およ
び多数歯齲蝕が認められた．エックス線検査より左側の臼歯部と
右側の第二大臼歯の歯根の形成の遅延があった．開口トレーニン
グを行いながら齲蝕治療を順次進めていった．（症例 ２）7 歳女
児．主訴：永久歯が生えてこない．既往歴：3 歳時に左時耳下部

原発の横紋筋肉腫にて化学療法および放射線療法を行っていた．
１0 歳の時ADD，自閉症スペクトラム，強迫性障害と診断．現病
歴：放射線療法による左側顎骨発育不全と口腔乾燥症，多数歯齲
蝕を主訴に紹介来院．現症：エックス線検査により，左側第一大
臼歯と右側第二大臼歯が歯根の形成なく，その他小臼歯部も歯根
の形成が短い状態であった．まずは齲蝕治療及び予防に重点を置
くこととし，顎変形症へのアプローチは成長終了後再検討とし
た．齲蝕治療後には患児の意識向上し，自らTBI を希望するな
ど意識が変わっていった．
【考察】頭頸部の放射線治療では，照射部位や時期によって骨軟
部組織の成長障害，歯の発育障害，口腔乾燥，下垂体機能低下症
の発生が起こる事がある．特に歯科においては，口腔乾燥症，多
数歯齲蝕，歯の形成異常を引き起こしやく，長期的な管理が必要
である．

○神庭 優衣・石橋 奈美・関野 貴大・岡 琢弓・加川 千鶴世・島村 和宏
奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野
Two cases of tooth developmental disorders for treatment for rhabdomyosarcoma
○KAMBA YUUI，Ohu University School of Dentistry, Department of Oral Growth and Development Division of Pediatric 

Dentistry

2-P-095　横紋筋肉腫の治療により歯の発育障害を来した二例
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【緒言】Down 症候群は口腔機能の発達に影響する口腔所見が多
く認められる．本症例では頬粘膜に発症した腫瘤状病変に対し，
外科的切除の前後で筋機能療法を応用した結果，口腔機能の向上
および再発防止につながった １例を経験したので報告する．なお
発表に際し保護者に書面による同意を得た．
【症例】患児：初診時年齢 3歳 6 か月，男児．主訴：口の中にで
きものがある．既往歴：Down 症候群，摂食嚥下障害，停留精巣，
低身長．現病歴：摂食機能療法を受けていたが転居のため中断し
ていた．低身長の検査ため医科を受診した際に左側頬粘膜腫瘤の
指摘を受け，当科に紹介され受診した．口腔内所見：Hellman の
歯齢は １C期．上顎乳前歯部叢生，上顎両側乳犬歯に鋭利な尖頭
を認めた．左側頬粘膜の上顎左側乳犬歯，第一乳臼歯部に一致
し，１１.0×9.5 mmの有茎性，弾性軟の腫瘤を認めた．口腔周囲
筋の緊張を認めた．

【治療経過】当院口腔外科と検討し，全身麻酔下で腫瘤の切除術
を予定した．物理的刺激の除去のため上顎左側乳犬歯の尖頭を研
磨し，筋機能療法を開始した．手術日までに腫瘤の縮小傾向を認
めるも残留したため，切除術を施行した．病理組織検査の結果は
肉芽組織と診断された．術後に再発傾向を認めたが，筋機能療法
を継続した結果，腫瘤は縮小傾向を示し，3 か月後に消失を認め
た．その後の再発は認めない．
【考察】筋機能療法により口腔周囲筋の緊張の緩和，口腔機能の
向上および乳歯列期の咬合の確立により腫瘤が消失したと考えら
れた．また，再発傾向を認めた理由として，縫合に吸収性糸を用
いたために組織内で異物反応を起こした可能性が考えられた．
【結論】口腔機能発達不全に起因する粘膜疾患に対し筋機能療法
を応用することで改善することができた．

○中村 光希１）・梅津 糸由子１，２，3）・松尾 恭子１）・新見 嘉邦１，２，3）・荻原 栄和１）・白瀬 敏臣１，２）・内川 喜盛１，２）
１）日本歯科大学附属病院小児歯科，２）日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科センター，3）公益社団法人東京都足立区歯科医師会口
腔保健センター
A case of applying muscle stimulation training method before and after the resection of a tumorous lesion in the buccal 
mucosa of a child with Down syndrome
○NAKAMURA MITSUKI，Department of Pediatric Dentistry, Nippon Dental University Hospital, Tokyo, Japan

2-P-098　Down症候群患児の頬粘膜に発生した腫瘤状病変の切除前後に筋刺激訓練法を応用した一例

【緒言】口唇閉鎖力の低下は，歯肉炎，歯周病など歯周疾患が進
行する要因となる．また口呼吸の徴候と考えられる口唇閉鎖不全
には口唇閉鎖力の低下が関与しているといわれており，アレル
ギー疾患等の全身への影響も示唆されている．今回は，口呼吸を
伴う口唇閉鎖不全症の知的能力障害の患者に対して定期的なボタ
ンプルトレーニングを行った症例を報告する．なお，発表に際し
患者本人と保護者に説明し，書面による同意を得た．
【症例】患者：２4 歳男性．
主訴：定期健診希望．
既往歴：知的能力障害，花粉症，鼻炎．
【経過】口唇閉鎖が出来ていないため，口唇，口腔内ともに乾燥
が認められた．前歯部歯肉に軽度の腫脹を認め，BOP 率は 3２％
であった．齲蝕歯の治療後から，ボタンプルトレーニングを開始
し，自宅での １日 ２回のトレーニングを指示した．来院時には主
に歯頚部を中心としたTBI と併行して，意識を高めてもらうた

めトレーニング効果を確認した．現在のBOP率は 7％と減少し，
改善がみられた．また口唇閉鎖測定器りっぷるくんでの測定値の
平均は 9.3 であり，成人男性の平均値よりやや下回るため，引き
続きトレーニングの必要があると考えられる．
【考察，結論】もともとブラッシング自体に拒否はなく，協力的で
トレーニングも受け入れてくれた．口唇閉鎖不全による口唇，口
腔内乾燥や歯肉への影響を説明し，ボタンプルトレーニングを １
日 ２ 回を目安に指導した結果，BOP が改善した．これは，歯肉
腫脹部位を中心に行ったTBI に加え清掃補助用具を取り入れた
事で本人の意識が変化し，治療に対するモチベーションが高まっ
たことも理由と考えられる．
今後はボタンプルトレーニングを継続し，更に口唇閉鎖力の向上
を目指すため水を入れたペットボトルなどで負荷をかけた訓練等
を考慮しながら経過を追う予定である．

○板阪 深紀１）・笠原 文香１）・佐貫 千夏２）・黒瀬 由喜子１）・寒河江 明美１）・若松 春菜１）・天野 理江3）・西村 康２）・小澤 正明２）
１）鶴見大学歯学部附属病院歯科衛生士部，２）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科，3）鶴見大学短期大学部歯科衛生科
A case report of button pull training for an intellectual disabled patient with mouth breathing
○ITASAKA MIKI，Department of Dental Hygienist, Tsurumi University Dental Hospital

2-P-097　口呼吸を伴う口唇閉鎖不全症の患者に対してボタンプルトレーニングを行った 1症例
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【目的】１８ トリソミー症候群は心疾患・呼吸器疾患・食道閉鎖な
ど全身合併症のみならず口蓋裂などの口腔合併症もみられ，生命
予後不良の症候群である．在宅において摂食嚥下リハビリテー
ションおよび専門的口腔衛生管理を目的に紹介された症例につい
て報告する．本症例発表に関しては書面にて保護者に同意を得て
いる．
【症例】初診時年齢 １歳 7ヶ月，女性，慢性心不全，肺高血圧症，
心房・心室中隔欠損，気管軟化症，慢性呼吸不全，などの合併症
があり，度々熱発し肺炎により入退院を繰り返していた．顔面・
口腔の形態異常はなく，乳歯の萌出・歯列にも異常はなかった．
レスピレーター呼吸管理しているが，四肢の不随意運動・周期的
な首振りなどがあり，接続部を外してしまうことが度々あった．
口腔内に強い過敏があり，口腔内刺激で容易に嘔吐反射を誘発し
経腸栄養剤を嘔吐するため，経鼻経管栄養のみで経口摂取は行っ
ていなかった．

【考察】過敏による嘔吐・呼吸・心拍数など全身状態を常に確認
しながら，系統的脱感作療法を積極的に開始し，過敏のない口唇
には口唇訓練などを行った結果，徐々に過敏が軽減してきた．ま
たすべての歯に歯石付着がみられたため，歯石除去も可能なかぎ
り行い歯肉炎改善にも努めた．唾液が多いため随時排唾管により
口角から唾液を吸引しながら摂食機能療法を行った結果，口唇で
の捕食の動きが出てきた．
【結論】当院ではもう １名（初診時年齢 １１ ヶ月：女性）の定期管
理をおこなっていたが，２ 歳 １ ヶ月で呼吸不全のため逝去してい
る．全身的合併症が重度で，経管栄養・気管切開・レスピレー
ター呼吸管理と重症のため，関わる医療関係者との密接な連携の
もと慎重な対応が必要である．経口摂取機能獲得には早期からの
系統的脱感作療法，摂食機能療法および口腔衛生管理の必要性が
示唆された．

○牧野 秀樹・栂安 秀樹
医療法人社団秀和会つがやす歯科医院
Case of dysphagia rehabilitation for the patient with 18 trisomy syndrome
○MAKINO HIDEKI，Tsugayasu Dental Clinic, Hokkaido, Japan

2-P-099　18 トリソミー症候群患者に対する摂食嚥下リハビリテーションの治療経験

○大久保 真衣１）・三浦 慶奈１）・杉山 哲也２）・石田 瞭１）・大多和 由美3）・福田 謙一3）
１）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，２）東京歯科大学千葉歯科医療センター摂食嚥下リハビリテーショ
ン科総合診療科，3）東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室
A case of myasthenia gravis with lip closure dysfunction and dysarthria, 2nd report
○OHKUBO MAI，Tokyo Dental College Department of Oral Health and Clinical Science Division of Dysphagia Rehabilitation, 

Tokyo, Japan

2-P-100　口唇閉鎖困難と構音障害の訴えを契機に重症筋無力症と診断された 1例（第 2報）

【目的】我々は口がうまく閉じられないを主訴に来院し，後に重
症筋無力症（myasthenia gravis；MG）と診断しえた １例を経験
したので報告した １）．今回その後の経過を報告する．本発表にお
いて患者の書面による同意は取得している．
【症例】患者は ２3 歳女性．X年秋頃から夕食時の口唇閉鎖困難を
自覚し，X＋１ 年 5 月に某歯科病院摂食嚥下リハビリテーション
科受診となった．嚥下機能は RSST 3 回，MWST 5 点で正常範
囲であったが，舌圧測定は １6.0 kPa であった．嚥下内視鏡検査
を行ったところ，鼻咽腔閉鎖不全および喉頭蓋谷食塊残留を認め
た．その後，神経内科でMGとの確定診断をえて，薬物療法の
ための適した薬物を探索し，当科では直接訓練として交互嚥下な
どを行った事を報告した．その後，体調が良い時は間接訓練とし
て，おでこ体操，頸部可動域訓練，腹式呼吸の練習を行った．一
時期息苦しさや咀嚼困難を訴え，オーラルディアドコキネシス

／pa／が 4.6 回，発声持続時間が 6秒程度であった．その期間はゼ
リー状の高栄養食の摂取や可能な範囲で嚥下体操を行うように指
導した．しかしX＋２年春に薬物療法の効果がでてきて，症状が
安定してきた．口腔機能評価を行ったところ，RSST 6 回，
MWST 5点で舌圧も２9.0 kPaでむせも起こりにくくなっていた．
おでこ体操，頸部可動域訓練などを再度行い，食事量も無理ない
範囲で増やしていった．
【考察】MGの症状の変動に合わせて訓練内容の選択を行った．
過度の訓練やむせなどで筋疲労させないことが大切であるMG
において，時々で適切な直接，間接訓練の選択変更は必要と考え
た．
【文献】１）大久保真衣，三浦慶奈，西岡さやか，その他：口唇閉
鎖困難と構音障害の訴えを契機に重症筋無力症と診断された １
例．障歯誌，40：１79-１８4，２0１9．
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2-P-101　小児病院を受診している Down症候群の摂食状況

○小松 泰典1，2，3）・梅村 浩二郎2）・山家 尚仁2）・北條 健太郎2）・保田 穰2）・清野 晃孝1，2）・川合 宏仁3）・山崎 信也3）
1）奥羽大学大学院歯科学研究科総合診療歯科学，2）奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科，3）奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科
A comparative study of a parasympathetic nerve to patient with dysphagia
○KOMATSU YASUNORI，Department of General Odontology, Ohu University Graduate School of Dentistry, Fukushima, Japan

○松浦 芳子1）・宮原 晴香1）・渡邉 桂太1）・竹下 育男2）・加藤 光剛1）
1）静岡県立こども病院，2）医療法人弘遠会すずかけセントラル病院
Survey on the feeding of Down syndrome in our children hospital
○MATSUURA YOSHIKO，Department of Pediatric Dentistry, Shizuoka Childrenʼs Hospital. Shizuoka, Japan

2-P-102　摂食嚥下障害患者に対する副交感神経の検討

【緒言】前回，Down 症候群の受診実態を調査し，約 ８割が哺乳・
摂食を主訴に受診することが判明した．このため，哺乳・摂食を
主訴に歯科外来を受診するDown 症候群の受診実態を調査分析
したので報告する．
【対象及び方法】平成 24 年 4 月から平成 30 年 3 月までの ６年間
に，哺乳・摂食を主訴で受診したDown 症候群 94 名を対象に，
診療録より，平成 31 年 3 月までの調査分析を行った．本調査は
当院「研究調査報告のための同意書」により同意を得た．データ
は匿名化されている情報を用いた．
【結果】哺乳主訴 10 名，摂食主訴 ８4 名だった．哺乳主訴 10 名
中，哺乳不良 4名，経管栄養 ６名であった．哺乳不良の 4名は，
全員哺乳機能は改善し，摂食指導を行った．哺乳困難で経管栄養
の 3名中，1 名は哺乳可能となった．哺乳できなかった 2名は，
経管や哺乳瓶に栄養を依存し，心理的に摂食を拒否する依存拒食
症（拒食症）となったが，拒食症は改善した．著しい哺乳拒否で

経管栄養の 3名中，哺乳拒否が改善しなかった 2名は拒食症と
なった．摂食主訴の ８4 名と，哺乳指導から継続した 9名の 93 名
に，摂食指導訓練を行った．拒食症が 19 名（20％）に認められ
た．拒食症の 11 名（5８％）に明らかな自閉的傾向を認め，医療
的ケアが 10 名（53％）に行われていた．拒食症のない者の自閉
的傾向は，15 名（20％）に認められ，医療的ケアの者はいなかっ
た．転院 3 名，転居 2 名，中断 17 名，OTフォロー 3 名，栄養
科フォロー 1名を除く ６7 名中 12 名は，自食可能となり終了し
た．調査時点で，フォローしている 55 名中，拒食症の者は 4名
で，残りの者は摂食訓練中であった．
【考察】Down 症候群の 20％に拒食症が認められ，拒食症となり
やすい傾向があると思われた．強い自閉的傾向や医療的ケアを
行っているDown 症候群では，拒食症になりやすいと考えられ
た．

【緒言】摂食嚥下障害の一要因として，副交感神経の機能低下が
指摘されるも，その関係性に関する報告は見当たらず，その解明
は診断と治療方針の一助となる可能性がある．
【方法】摂食嚥下障害患者，対照として 30 代と 75 歳以上の健常
者の 3群において，Biocom 社製ハートリズムスキャナー PEを
用い，安静と摂食時の自律神経活動を測定した．環境条件とし
て，体位は普段の摂食時体位とし，時間帯は 11 時から 13 時の間
で測定した．また 75 歳以上の健常者群においては嚥下体操の介
入評価も行った．なお患者群においては嚥下機能精密検査を併用
し，追加項目として嚥下障害起因疾患別，嚥下障害レベル別，測
定体位別，摂食嚥下機能低下を生じやすい薬剤使用の有無による
影響も考慮し，それぞれの自律神経活動を比較検討した．有意水
準は p＜0.05 とした．なお本研究は奥羽大学倫理委員会の承認を
受けて行った（第 153 号）．

【結果】まず嚥下内視鏡検査の鼻孔からのファイバー挿入による
刺激影響を踏まえ，精密検査手技である内視鏡と造影の 2群に患
者を分けて測定したが，その群間において交感神経活動に有意差
は認めなかった．その中で患者群は，2 つの健常者群に対し副交
感神経活動の低下を認めた．また患者群の追加項目においては，
全項目とも有意差を認めなかった．嚥下体操においては，介入に
より副交感神経活動の上昇を認めた．
【まとめ】測定した数値は正常値のない個人レベルであるため，
一概に比較は難しい．そのため各個人において安静時を基準値と
した副交感神経活動の増減量で比較した際，患者においてその活
動の低下を認めた．それが摂食嚥下障害と関連がある可能性が考
えられる．また嚥下体操の介入により副交感神経活動に上昇を認
めたため，摂食嚥下機能改善策の一つとして有用な手段であると
考える．
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【緒言】高齢になるにつれ，筋力の低下・唾液分泌の減少・歯の
欠損等により口腔機能の低下が始まり，口腔機能低下を放置され
ることにより摂食嚥下障害へと移行していく．高齢者では様々な
合併症や多剤内服している場合もあり，原因疾患直接の影響のみ
ならず，服薬による影響が摂食嚥下障害の増悪に関与していると
考えられている．今回我々は特養入所高齢者の口腔機能・全身状
態を調査すると共に嚥下機能をごっくんチェッカーにて評価し，
その関連について調査したので報告する．
【方法】入所者の全身状態（要介護度・原因疾患），服薬状況を記
録するとともに，口腔内診査項目として PI，GI，DMF指数，口
腔乾燥の程度，RSSTの実地調査を行った．また嚥下時の波形パ
ターンをごっくんチェッカーを用いて解析した．なお対象者には
口頭と書面にて研究の概要を説明し，研究の対象者となる同意を
得てから行った．

【結果】原因疾患としては脳血管障害，認知症の患者が多くみら
れた．認知機能の低下や手指機能の低下から口腔清掃の自立度が
低く口腔衛生管理が不良な入所者も多かった．食形態が低い症例
においては嚥下時の波形が不安定な傾向がみられた．
【考察】今回の調査では口腔機能の低下は多くの入所者に認めら
れた．また口腔衛生管理が不十分であるなど器質的な問題点もみ
られた．摂食機能のスクリーニング検査は意思の疎通が必要で
あったり，精度を上げるのに経験が要求される検査方法もある．
今回用いたごっくんチェッカーは熟練した評価者でなくとも実施
が可能でスクリーニング検査として有用とする報告がなされてい
る．食形態が低い入所者で波形が不安定であったことから他の検
査と併用することで口腔機能低下症の早期発見に役立つと考えら
た．
松本歯科大学倫理員会の承認のもと本研究は実施された．

○中川 直子1）・望月 慎恭2）・秋枝 俊江2）・朝比奈 伯明2）・朝比奈 滉直2）・田村 瞬至2）・村上 康彦2）・山上 裕介2）・塚田 久美子3）・
渭東 淳行4）・川瀬 ゆか5）・蓜島 弘之2）

1）松本歯科大学病院，2）松本歯科大学病院地域連携歯科学講座，3）塚田内科・歯科医院歯科，4）いとう歯科（京都歯科サービスセンター
北部診療所），5）千秋病院
Survey of oral function and general condition of elderly persons in special nursing home for the elderly
○NAKAGAWA NAOKO，Matsumoto Dental University Hospital, Nagano, Japan

2-P-104　特別養護老人ホーム入所高齢者の口腔機能ならびに全身状態の調査

【緒言】松本歯科大学の地域連携歯科摂食嚥下外来では全身状態
の悪化など様々な背景により外来受診が困難な患者に対して，口
腔清掃指導や摂食嚥下リハビリテーション等の訪問診療も行って
いる．今回，我々は平成 30 年度一年間の診療状況を調査したの
で報告する．
【方法】対象は 201８ 年 4 月から 2019 年 3 月までにおける個人の
居宅へ訪問診療を行った患者で，患者数，年齢，性別，紹介元，
主たる障害，診療内容について抽出し集計した．なお，データは
匿名化されている情報を用いて集計した．
【結果】個人の居宅への訪問診療は 20 名計 ８3 回，性別は男性 10
名，女性 10 名で年齢は ６歳から 9８ 歳で平均年齢は 74.3 歳であっ
た．主たる障害は脳梗塞が 5症例，認知症が 5症例，Parkinson

病ないし類似の疾患が 3症例であった．紹介元は地元市役所の職
員（歯科衛生士）が最も多く，次いで外来から訪問診療への移行
であった．ほぼ全症例に対し嚥下内視鏡検査を実施しており，治
療として行ったのはAIUBE体操が ８症例，舌骨常勤群のリハビ
リと食形態の調整がともに 7症例であった．
【考察】個人の居宅における摂食嚥下の訪問診療は障害により四
肢の筋力低下をきたしており嚥下関連筋の機能も低下した患者が
多かった．市役所の衛生士からの依頼が多くを占めていた．当科
による診察の時だけでなく，指導した内容の復習や口腔清掃管理
を行政担当者が訪問時に介入していることで，継続した診療が行
えていると考えられた．地域の多職種と連携を図り大学病院とし
て社会的貢献を果たしていくことの重要性が示唆された．

○田村 瞬至1）・蓜島 弘之1）・望月 慎恭1）・秋枝 俊江1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・村上 康彦1）・山上 裕介1）・中川 直子2）・安
東 信行3）・井沢 正行3）・河瀬 瑞穂3，4）

1）松本歯科大学地域連携歯科学講座，2）松本歯科大学病院，3）An Dental Office，4）いしのまき訪問歯科クリニック
Survey of visiting dental practices in their homes mainly for dysphagia rehabilitation
○TAMURA SHUNJI，Department of Community Based Comprehensive Dentistry, Matsumoto Dental University, Japan

2-P-103　摂食嚥下リハビリテーションを主体に行った居宅訪問歯科診療の実態調査
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【目的】当地域では，平成 22 年 2 月より摂食機能障害児等を早期
に発見して支援する「障害児摂食機能支援相談事業」を開始して
9年が経過した．本事業は，摂食機能の発達に遅れのある乳幼児
等に対して問題点を抽出し，保護者の不安や悩みを早期に解決
し，摂食機能の向上をもって生活支援や育児支援に結びつける事
が目的である．今回，８ 年 10 か月 19 回相談会を受診した長期受
診症例について，摂食機能判定基準（不全・未熟・獲得・習熟）
を用いて機能向上状況を検討したので報告する．なお本研究は，
当会倫理委員会の承認（2019-004）を得て実施し，保護者の同意
を得た．
【症例】初診時（平成 22 年 9 月）3歳 ８ か月．先天性水頭症によ
る肢体不自由と知的障害．主訴は，スプーンを口に入れると舌で
押し出す，上手に噛んで飲み込むことが出来ず，そのまま飲み込
みむせる．

【経過】初診時診断は，嚥下・捕食・押し潰し機能未熟，咀嚼機
能不全であった．目標を小学校入学（平成 25 年）までに「口唇
閉鎖」を獲得し，咀嚼後むせずに嚥下出来ることとした．姿勢
（体幹）調整・シリコンスプーン使用・押し潰し食（粒なし滑ら
かペースト）・体力向上（運動・遊戯）を指導し，児童発達支援
センターとも連携をした．4 回目（平成 23 年 9 月）に押し潰し
機能獲得，咀嚼機能未熟と判定．前歯咬断訓練を追加．小学校入
学後の ８回目（平成 25 年 9 月）には押し潰し機能習熟し，咀嚼
機能が芽生える．11 回目（平成 2６ 年 7 月）咀嚼機能獲得．学校
給食が中期食になる．1６ 回目（平成 29 年 1 月）咀嚼機能習熟．
【考察】ゆっくりとした機能向上を見逃さず，繰り返しの指導を
通して養護学校の先生方と食支援情報を共有し，保護者の心配事
を軽減する育児支援は，長期的な関わりが必要であり，本相談会
の有効性が明確となった．

○鈴木 聡行・山本 夏彦・永村 宗護・高橋 恭彦・小野田 奈穂子・鶴重 良太・菊地 幸信・茂木 信道・小國 望・宮田 保之・秋
本 覚・渡邊 奈美子・松川 純子・児玉 綾子・橋本 富美
藤沢市歯科医師会
The current situation and problem of eating function support project in our area 7th report：Examination of long-term 
patients
○SUZUKI TOSHIYUKI，Fujisawa Dental Association, Fujisawa, Kanagawa, Japan

2-P-106　当地域摂食機能支援相談事業の現状と課題─第 ７報　長期受診症例の検討─

【目的】回復期リハビリテーション（以下，リハ）を受ける入院
患者は高齢者が多く，低栄養の症例も多いことが知られている．
今回，回復期リハ病棟に入院した患者で嚥下内視鏡検査を受けた
症例の栄養状態と栄養摂取方法の帰結を明らかにする目的で調査
した．
【対象と方法】福岡市内の某病院回復期リハ病棟に入院した患者
で嚥下内視鏡検査（以下，VE）を受けた患者 95 名を対象とした
（男性 59 名，女性 3６ 名，平均年齢は 71.1±15.1 歳）．VE前と退
院もしくは転院前の栄養状態と栄養摂取方法を検討した．調査内
容は BMI（Body Mass Index），血清 Alb 値，GNRI（Geriatric 
Nutritional Risk Index），及び栄養摂取方法を電子カルテから抽
出したデータを用いて，後ろ向きに調査した．尚，個人情報に配
慮し，データは匿名化されている情報を用いた．
【結果と考察】VE検査時に 3食経口摂取できていなかった患者

は ８1 名（８5.3％）で，退院時に 59 名（６2.2％）に減少し，3６ 名
（37.9％）が 3食経口摂取可能になっていた（p＜0.01）．VE検査
時に血清アルブミン値が 3.5 g／dL 未満の患者は ８1 名（８5.3％）
で，退院時には ６9（72.６％）名に減少し，2６ 名（27.4％）が 3.5 
g／dL 以上を示していた（p＜0.05）．BMI では，VE 検査時に
1８.5 kg／m2 未満の患者は 2８ 名（29.5％）で，退院時には 33
（34.7％）名に増加していたが有意差は認められなかった（p＝
0.437）．GNRI では，VE検査時に 92 未満の患者は 75 名（7８.9％）
で，退院時には ６６（６9.5％）名に減少していたが有意差は認めら
れなかった（p＝0.13６）．VE検査を受けた患者で，退院までに 3
食経口摂取に移行できた症例は増加したものの，低栄養状態にあ
る症例も多く認められたことから，その後の生活期における摂食
嚥下リハと栄養サポートの継続は必要になる．

○原田 真澄1）・平塚 正雄1）・二宮 静香1）・山口 喜一郎1）・中島 孝久2）
1）福岡リハビリテーション病院歯科，2）たかひさ歯科クリニック
Nutritional status and nutrition intake of patients undergoing swallowing endoscopy
○HARADA MASUMI，Division of Dentistry, Fukuoka Rehabilitation Hospital, Fukuoka, Japan

2-P-105　嚥下内視鏡検査を受けた患者の栄養状態と栄養摂取方法に関する検討
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【目的】かかりつけ歯科医より紹介され受診した脳性麻痺患者に
対し，専門医療機関，通所施設（以下施設）と連携し，摂食嚥下
指導を行った症例を報告する．
【症例】患者：40 歳代男性．主訴：虫歯がある．食事にむせる．
既往歴：脳性麻痺，先天性食道閉鎖症により，出生直後より経管
栄養，3 歳から経口摂取となった．口腔内状況：う蝕は 7歯あり，
口腔衛生状態は不良であった．生活状況：自宅にて両親と 3人暮
らしで週 5日施設にて生活支援を受けていた．経過：初診時：常
食を自食していた．咀嚼可能であったが，食事時間を考慮し，副
食に軟らかめの食品を加えることを提案した．指導により施設の
食事は変更された．14 か月後：腸閉塞の疑いで入院し，全粥，
極きざみ食に変更となった．15 か月後：ポップコーンを喉に詰
まらせた．1８ か月後：本人より食形態を一口大にしたいとの希
望を受け，連携している専門医療機関へ精査を依頼した．VF検

査等の結果から，嚥下調整食 3，ゼリーとの交互嚥下が提案され，
施設での食形態は変更された．その後，当センターにて指導の継
続を行っている．
【考察】専門医療機関にて精密検査を行い，摂食嚥下機能評価・
指導を受けたことにより，現状の支援に理解が得られた．障害者
歯科における医療体制は，地域かかりつけ歯科医，地域の口腔保
健センター，大学病院等の専門医療機関の間で役割や機能を分担
し連携することが重要である．また，地域の多職種との連携も重
要であった．
【結果】専門医療機関，施設と連携をとり，安心，安全な食生活
を提案することが出来た．今後も摂食嚥下指導を含めた包括的な
口腔管理を定期的，継続的に行う予定である．
なお書面により本人，家族の同意を得た．

○中山 裕子1，2，3，4）・福井 智子1）・久保田 一見1，2）・嘉手納 未季3）・本間 敏道1，4）・加藤 真莉1）・河村 木里子1）・飯島 裕之1，4）
1）杉並区歯科保健医療センター，2）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門，3）昭和大学歯学部スペシャルニーズ
口腔医学講座障害者歯科学部門，4）一般社団法人東京都杉並区歯科医師会
Transdisciplinary approach for dysphagia patient with congenital esophageal atresia and cerebral palsy
○NAKAYAMA YUKO，Suginami Oral Health and Care Center, Tokyo, Japan

2-P-108　先天性食道閉鎖症を伴う脳性麻痺患者に対する多職種連携で行った摂食嚥下支援

【緒言】溺水による低酸素性脳症では重度後遺症を認めることが
多く，摂食嚥下機能についても長期的な支援を行う必要がある．
今回，溺水による低酸素性脳症で，嚥下障害を呈した児に長期に
わたり支援を行った症例を経験したので報告する．症例報告にあ
たり書面により同意を得た．
【症例】4歳の男児．2 歳時に溺水により低酸素性脳症となった．
重度の四肢麻痺を認め，胃瘻による栄養摂取，気管切開による呼
吸管理を行っていた．主訴は，「口から味あわせたい」であり，
入院中に作業療法士から口腔周囲筋のマッサージや味覚刺激を指
導されていた．退院後は，訪問言語聴覚士（以下，ST）により
同様の指導を継続しているとの事であった．
【経過】初診時：嚥下反射は消失しており，口腔周囲筋の萎縮が
観察された為，舌・頬訓練，アイスマッサージ，味覚刺激訓練を
指導した．4 歳 ６ ヵ月～5歳 1 ヵ月：上唇のわずかな動きが観察

されるようになった．訪問 STにも同席してもらい訓練内容の共
有を行った．5 歳 ６ ヵ月：舌・口唇の動きが観察されるように
なったが，嚥下反射に著しい変化は認められなかった為アロマ
パッチの使用を指導した．5 歳 ８ ヵ月：嚥下反射が惹起されるよ
うになり，好きな味覚刺激の時は特に顕著に認められるように
なった．口腔への感覚刺激の種類を増やすことを目的に，介助に
よる咀嚼訓練を指導した．６ 歳 ６ ヵ月：自己唾液嚥下が時々観察
されるようになり，7 歳 2 ヵ月では，体調が良い時はペーストを
1日 1回 10 口程度食べられるようになった．
【まとめ】本症例では溺水後遺症により重度の摂食嚥下障害を認
めた児であり，来院時の家族の希望，期待は大きかった．訪問
STと長期に連携して，訓練を円滑に継続することで，目標が達
成できたと考える．患者および家族に関わる支援者同士の連携が
重要であると改めて実感した．

○野村 美奈1）・三田村 佐智代1，2）・西連寺 寿恵1）・鈴木 伶菜1）・白戸 美香1）・村居 幸夫1）・森永 和男1）・野本 たかと2）
1）（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸，2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
A case of children who presented dysphagia due to drowning sequelae
○NOMURA MINA，Ibaraki Dental Association Oral Health Center Mito, Japan

2-P-10７　嚥下障害を呈する溺水後遺症児への摂食指導経験
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【目的】がん終末期患者は病状の進行に伴い，疼痛や全身の倦怠
感，呼吸苦などにより口腔内の状態に変化が現れる．また終末期
の患者を前にした家族の思いはさまざまで苦痛を取り除いたり，
経口摂取に対する思いは強い．今回，歯科を併設する緩和病棟が
ある病院において終末期の患者に対しての歯科のかかわりについ
て入院時の口腔内の状態やその後の経口摂取の状態，また患者の
QOLを維持させるために歯科として何ができたかを後方視的に
調査した．
【方法】対象者は，201６ 年 4 月 1 日から 201６ 年 10 月 1 日に当院
緩和ケア病棟（以下 PCU）へ在院した 142 名とした．研究対象
者の名前は識別コードに置き換えて匿名化した．調査項目は，原
疾患，転移，年齢，入院期間などの基本情報や口腔内の状態，ま
た実際に歯科が関わったことでの入院期間中の経口摂取の状態を
調査した．
【結果】対象者は，平均年齢は 75 歳±11.2 歳であり，入院期間は

平均 21 日±2６.3 であった．原疾患は膵臓癌が最も多く次いで肺
癌，大腸癌であり，転移は ８9 名（６2.7％）にみられた．口腔内
の評価を行っていたのは 11６ 名（８5％）であった．7６ 名（６６％）
に口腔乾燥がみられ，舌苔付着は ６2 名（53％）であった．検診
時に歯科受診の必要性があった患者は 90 名（7８％）であったが
実際受診した人数は 24 人（27％）であった．歯科受診の内容は
口腔ケア依頼が最も多くを占めた．
【考察】PCU転入時に半数以上の対象者に口腔乾燥や舌苔を認め
たことは，終末期における経口摂取の減少に伴う口腔機能の低下
が原因の一つと考えられる．またセルフケア不足も原因となり，
個々の患者の口腔状態を把握するため定期的に継続した評価を行
い，チーム医療で他職種と連携し，早期に患者に合わせた介入を
行い，口腔内症状の悪化予防に努め，「最後まで口から食べたい」
に応えるために患者のQOLの維持に努める必要性が示唆された．

○坂口 貴代美1）・金森 大輔2）・田中 紘子1）・坪井 寿典1）・竹腰 加奈子3）・田中 由貴3）
1）藤田医科大学七栗記念病院歯科，2）藤田医科大学医学部七栗歯科，3）藤田医科大学七栗記念病院看護部
Relationship of dentistry in our hospital palliative care unit-Retrospective survey resuits-
○SAKAGUCHI KIYOMI，Department of Dental Surgery, Nanakuri Memorial Hospital, Fujita Medical University, Mie, Japan

2-P-110　当院緩和ケアにおける歯科の関わり―後方視的調査より―

【緒言】Stickler 症候群（以下，STL）は，2 型コラーゲン異常に
より眼疾患，伝導性・感音性難聴，中顔面発育不良，口蓋裂，小
顎症など多様な症状を認め，通常，知的発達症を伴わない常染色
体優性遺伝の疾患である．今回，偏食のある STL に幼児期から
介入した症例を経験したので報告する．なお，発表に際し，書面
にて家族の承諾を得た．
【症例】初診時年齢 2歳 9か月の女児．主訴は「食材が増えない」，
「固定した食物しか食べられない」であった．主な障害は，
Stickler 症候群，口蓋裂，強度近視，滲出性中耳炎，脊椎骨端異
形成であり，身体所見として成長障害（身長 71.0 cm，体重 9.0 
kg）を認めた．
【現病歴】胎生 3８ 週にて出生し，2 か月間の経鼻経管による栄養
摂取後，生後 7か月にて離乳食を開始するが拒否が著しく，1 歳
まではタマゴボーロとプリンのみが経口摂取できる食材であっ
た．

【経過】初診時の口腔内所見は前歯部が過蓋咬合であり，口蓋は
狭窄していた．摂食場面の観察では，咀嚼運動を認めるものの，
食事途中から疲労し，緩慢な運動となることが観察された．摂取
可能な食事はカレーライスや海苔佃煮ごはんなど色のついた白米
であり，パリパリした食物は拒否を示した．指導として白米に他
の食材を併せフードチェイニングを行うこととした．2 歳 11 か
月で集団に参加するようになり一時的に拒否は強くなった．その
後，5 歳 10 カ月までは食べむらはあるが徐々に自発的に新しい
食材に挑戦する場面も増加した．
【まとめ】本症例では，視覚，聴覚，口腔の器質的障害や感覚障
害，食事中の疲労感など多因子により偏食が生じたと考える．
STL は今後，成長期に関節炎など合併症を生じる場合もあるた
め，食事への影響を継続して観察し，支援する必要性が示唆され
た．

○三田村 佐智代1）・仁平 暢子1，2）・猪俣 英里1）・江口 采花1）・野本 たかと1）
1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座，2）（一社）栃木県歯科医師会とちぎ歯の健康センター
A case of picky eater who is Sticklerʼs syndrome
○MITAMURA SACHIYO，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo

2-P-109　偏食のある Stickler症候群の一例
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【緒言】重症心身障害者（児）では，本人による口腔衛生管理が
困難であり口腔内環境を良好に維持するには施設職員による介助
磨きが非常に重要となる．今回，われわれは重症心身障害者（児）
施設の職員を対象に口腔ケアの実地指導を行い，終了後にアン
ケートを行ったので報告する．
【対象および方法】対象は重症心身障害者（児）施設職員 44 名．
調査内容は，重症心身障害者に対する口腔ケア経験年数・指導前
後の口腔ケアの自己評価，口腔ケアを実施する上での恐怖心・指
導の感想とした．アンケートは，無記名自記式で，指導前後の口
腔ケアの自己評価，口腔ケアに対する恐怖心に関しては 1～10 ま
でのビジュアルアナログスケール（VAS），指導の感想に関し 5
段階リッカ─ト尺度ならびに自由記述式で行った．なお回答は匿
名化を行い，倫理面への配慮を行った．
【結果】口腔ケア年数は 4.６±1.3 年であった．指導前後の口腔ケ
アの自己評価は指導前が 4.６±1.5，指導後が ６.６±1.６ であり，統

計学的有意差を認めた（t-test，p＜0.05）．口腔ケアを実施する
上での恐怖心は指導前が 4.８±2.5，指導後が 3.7±2.4 であり，統
計学的有意差を認めた（t-test，p＜0.05）．指導の効果に関して
は「とても参考になった」が 31 名（70.5％），「どちらかという
と参考になった」が 12 名（27.3％），無記入が 1 名（2.3％）で
あった．
【考察】アンケートの結果，実地指導により職員の口腔ケア時の
恐怖心が減少し，重症心身障害者の口腔ケアの困難性が解消され
たと考えられる．今後も入所者個々の全身および口腔内の状態に
応じた口腔ケアの方法を歯科スタッフが継続的に関わることで施
設職員へ指導し，口腔衛生状態の維持に努めたい．
【結論】重症心身障害者（児）施設での口腔ケア実地指導は，職
員の口腔ケア知識・技術の向上，恐怖心の解消において有効であ
る．

○大西 静子1）・中島 好明1，2）・田中 健司1，2）・廣瀬 陽介1）
1）一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
Questionnaire survey after oral care counseling for staff with severe motor and intellectual disabilities
○OONISHI SEIKO，Sakai Special Needs Dental Clinic, Osaka, Japan

2-P-112　重症心身障害者（児）施設職員を対象とした口腔ケア実地指導後のアンケート

【緒言】当病院は 12 診療科がある総合病院である．入院患者や要
介護者は感染に対する抵抗力が低下している場合が多く，また全
身状態や口腔内の状況は様々であり入院中の口腔機能維持管理を
行うには歯科スタッフだけでは限界がある．そのため病棟看護師
と連携して，日常的な口腔ケアを充実させる必要がある．そこで
口腔ケアの質の向上を図るため病棟看護師を対象とした「口腔ケ
ア研修会」を実施し，意識調査を行ったので報告する．
【対象と方法】2019 年 1 月に当院に在籍した病棟看護師 10８ 名を
対象に，口腔ケア研修会前と後の 2回，無記名によるアンケート
を実施した．
【結果と考察】「口腔ケアに関して学習経験があるか」については
「ある」が 4６％，「ない」が 4８％との回答であった．「口腔ケアが
十分にできていると思うか」については 9６％が「思わない」と

回答し，また「口腔ケアで困っていること」については 71％が
「ある」と回答．「歯科に協力を求めたいことがあるか」について
は ８9％が「ある」と回答しており，協力を求めたい内容につい
ては「口腔ケア勉強会の開催」に対しての要望が一番多かった．
口腔ケアの重要性の認識は「感じる」「とても感じる」と 100％
認識していた．当病院では口腔ケアのプランを立て歯科衛生士が
基本的に週 1回程度病室を訪問し専門的口腔ケアを実施してい
る．訪問日以外は担当看護師が行うことになっているので，アン
ケート結果を基に行った「口腔ケア研修会」は病棟看護師に対し
て，その重要性を認識してもらい口腔ケアの質の向上に向けた第
一歩になったと考える．病棟看護師の口腔ケアに対する意識の高
さを確認することができたと同時に今後の課題もわかり，多職種
連携に向けてさらに活動していく必要があると考える．

○島津 陽子・信家 弘士・高橋 歩
日本鋼管福山病院歯科
Attitude survey of the nurses in regards to the oral care
○SHIMAZU YOKO，Department of Dentistry, Nipponkoukan Fukuyama Hospital, Hiroshima, Japan

2-P-111　病棟看護師へ向けた口腔ケアに関する意識調査
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【緒言】発達障害者は感覚過敏を有することが多く，それにより
ブラッシングを含む口腔衛生管理が困難な場合がある．感覚過敏
を有する患者に対して歯科受診時に音波ブラシ（ソニッケアーⓇ）
を使用することで口腔衛生の向上を図った 1例を報告する．本症
例の報告にあたり書面で保護者の同意を得た．
【症例】40 歳．男性．知的能力障害．療育手帳A（重度）．付添
いは母親．学齢期から歯科受診なし．生活はほぼ自立．生活リズ
ムは本人のこだわりがあり，自傷や他害の経験があることから母
親の関与は少ない．
【経過】初診：201６ 年 9 月．母親が歯の脱落に気づき来院．口腔
内所見：う蝕，歯石沈着とプラーク蓄積による歯肉炎を認めた．
歯周基本治療を開始したが口唇や舌の力が強く，繊細なスケー
ラーの操作が困難であった．そこで，歯肉縁上のプラークコント
ロールに重点を置いた．手用歯ブラシではなく，刷毛部を歯面に

当てることでプラーク除去が可能な音波ブラシを選択し，1～2
週毎の来院時に使用した．結果，歯間乳頭部の腫脹軽減など歯肉
の改善がみられた．歯周ポケット深さに改善はみられなかった
が，維持することができた．また，自宅にて患者が音波ブラシの
ヘッドを使って歯磨きをしようとした事から母親が歯科受診に対
して前向きな発言をするようになった．
【考察】短期間に頻回来院し歯肉縁上のプラークコントロールを
徹底したことが，歯肉の改善に繋がったと考えられる．また，患
者の自宅での変化は母親にとって受診を継続する動機付けになっ
たと考えられた．今回のことで，音波ブラシを使った術者磨きの
受け入れが可能なことが判明した．今後はセルフケアの向上が課
題である．学習には時間を要するため，継続した歯科受診ができ
るよう，保護者のモチベーションの維持・向上に働きかけること
が重要である．

○竹谷 史帆1）・道満 朝美1）・三浦 麻衣1）・大貫 智崇1）・藤田 琴美1）・久保 祐美子1）・柴田 真生1）・赤松 明香1）・荻田 雄紀1）・武
市 寛司1）・丸橋 伸行1）・三島 信之1）・杉村 智行1）・秋山 茂久2）

1）神戸市立こうべ市歯科センター，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
A case of oral hygiene management using a sonic toothbrush in a developmentally disabled person with hypersensitivity
○TAKETANI SHIHO，Kobe Dental Center, Kobe, Japan

2-P-114　感覚過敏を有する発達障害者に音波ブラシを使用して口腔衛生管理を行った 1例

【緒言】当院歯科では 2015 年より保護者および本人歯磨きの上達
を支援し，口腔衛生状態を改善する事を目的に『口腔ケア外来』
を開始した．障がい者において口腔清掃の自立は難しく，苦慮す
ることが多い．今回，今後の本人歯磨きに対する支援の為に，日
常の口腔清掃が本人主体である患者の口腔清掃に関する問題を調
査したので報告する．個人が特定できないよう，匿名化した情報
を用いた．
【対象および方法】2015 年 ６ 月～2019 年 3 月に口腔ケア外来を受
診した患者の中から，日常の口腔清掃が本人主体である利用者
3６ 名を対象とした．診療録より以下を調査した．1 基礎疾患，2
年齢，3 口腔内で清掃不良な部位，4 口腔清掃に関する問題．
【結果】1．自閉スペクトラム障害 14 名，脳性麻痺 ８ 名，Down
症 7 名，その他 7 名　2．６-12 歳 3 名，13-1８ 歳 12 名，19 歳以
上 21 名　3．下顎前歯部 21％，上顎前歯部 20％，下顎舌側部

20％，上顎唇頬側部 11％　4．特定の部位のみ繰り返す（主に下
顎臼歯咬合面と前歯部先端）2６％，目的の場所に歯ブラシがあた
らない 21％，1 か所の磨く回数が少ない 17％．
【考察および結論】障がい者において口腔清掃の自立は難しく，
さまざまな工夫が必要となる．今回，磨く場所に偏りがあり磨き
漏れの部位が多く，また上肢の機能的問題や位置感覚の差異が大
きくて目的の場所が磨けないなどの問題が認められた．上顎の歯
磨きは脇を開いて歯ブラシを維持や操作するため，不安定で磨き
にくさが生じたと考えられた．下顎咬合面などを繰り返す行為は
きれいにするという意識より磨き易さを優先したと思われた．こ
れら問題に対して，技術を補うために清掃用具の選択，全顎を磨
くための工夫，磨く位置をガイドする工夫，汚れを認識し易い工
夫など，不得意さを補う対策に重点を置くことにより，効果的な
支援が実施できる可能性があると考えられた．

○吉原 圭子・小坂 美樹・土方 深雪・西畑 愛・萩原 麻美
社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院歯科
Survey to support self brushing teeth with disabilities
○YOSHIHARA KEIKO，Department of Dentistry, Tokyo Childrenʼs Rehabilitation Hospital, Tokyo, Japan

2-P-113　障がい者における本人歯磨きに対する支援
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【緒言】地域で生活をしている障害者の中には，本人を取り巻く
家庭環境や歯科的知識不足により，口腔衛生が疎かになり重症化
するケースもみられる．今回特別支援学級に通う女児に対して，
口腔衛生の意識向上に関する介入を試みたので報告する．
【対象と方法】某特別支援学級に通う発達障害の 12 歳女児．同居
家族は父親 ６4 歳，母親 5６ 歳，兄 19 歳，17 歳（障害あり）の 5
人家族である．一般歯科診療所に通院していたがう歯が多いた
め，中東遠総合医療センター歯科口腔外科（障がい者歯科外来）
に治療依頼があった．入院全身麻酔下にて乳歯 5本と第一大臼歯
3本を抜歯した．その後，当センター外来にてう蝕処置と今後地
域歯科医院へ管理依頼を念頭に問診や保護者への聞き取り，本
人・保護者へ口腔衛生指導を行った．なお，報告にあたり保護者
へ文書にて説明し承諾を得た．
【結果および考察】保護者に聞き取りする際，両親とも口元に歯

が少なく口腔衛生への関心の少なさが窺えた．女児からは発語が
なく軽く頷く程度の意思表示であるため，理解能力の検討が必要
であった．歯磨きの習慣化を目標に歯磨きカレンダーやフレー
バー付きフッ化物配合歯磨剤を使用するなどの動機づけを行い，
スモールステップでトレーニングを行った．女児の行動観察と対
応を検討中であるが，口腔衛生の意識向上への顕著な結果は得ら
れていない．母親の入退院と小学 ６年生から中学校への環境変化
などによる精神的不安定さの影響も推察された．しかし，予約日
は欠かさず来院しており，歯科受診への抵抗が少ないのはプラス
であった．
【結論】口腔衛生の習慣化に向け当センター外来にて共有のツー
ルの検討とそれを用いた信頼関係の構築，動機づけの確立は今後
も必要である．また，保護者以外に学校現場からの客観的な情報
を得る手立ても必要と考える．

○木俣 敬子1）・櫻井 剛史2）・田中 誠一2）・岡本 正志2）・加藤 宏明2）・三谷 好江2）・宇於崎 隆3）・牧野 真也3）・渋谷 光広4）・夫 才
成5）・村松 保子5）・貴船 真澄６）・中村 恵理子６）・安田 順一7）・玄 景華7）

1）医療法人社団一穂会西山病院，2）小笠掛川歯科医師会，3）磐周歯科医師会，4）浜松市歯科医師会，5）中東遠総合医療センター歯科口腔
外科，６）さくらい歯科医院，7）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
An approach to advantage of oral hygiene for female student to go special support class
○KIMATA KEIKO，Issuikai Nishiyama Hospital, Shizuoka, Japan

2-P-116　特別支援学級に通学する女児に対する口腔衛生の意識向上への取り組み

【緒言】障がい者のブラッシングでは，齲蝕や歯周疾患の予防の
みならず，全身の健康や生活環境の改善を図ることに繋がるとさ
れている．今回，セルフケアが定着していない知的能力障がい者
に継続的なブラッシング指導を行ったところ，QOL が向上した
1症例を経験したので報告する．なお，本症例の報告にあたり，
書面により本人と家族の承認を得た．
【症例】患者：2６ 歳，男性．初診日：2017 年 ６ 月．主訴：下口唇
から出血．既往歴：知的能力障がい（日中は自立支援センターへ
通所）．現病歴：施設内で殴打され，下口唇裂傷．口腔内所見：
右上 ８　C4 と，中程度の歯肉炎，歯石沈着を認めた．家庭環境：
本人，弟，両親の四人暮らし．ブラッシング習慣：夜のみ（本人
が磨くのみ）．
【経過】2・3か月毎の口腔健康管理では変化が見られなかったた
め，201８ 年 2 月から 1 か月毎にブラッシング指導を実施した．

指導開始時は PlI：2.0，GI：1.9 が，2019 年 5 月には PLI：1.4，
GI：1.5 と改善した．さらに，昼食後に自ら歯磨きをするなどの
変化もみられ，家族からも会話が増えたとの報告を受けた．ま
た，施設でも昼食後に全員で歯磨きをするようになり，意識変化
が見られた．
【考察】ブラッシング指導の継続により，習慣の確立や能力の向
上が認められ，口腔衛生状態や歯肉炎の改善を認めたと考えられ
る．さらに，家族関係の確立，意欲や自主性の育ちへと繋がった
と考えられる．また，患者の意識や生活態度の明らかな変化を，
直近で見ることができた施設職員の意識も変化したと考えられ
る．これが，施設における昼食後ブラッシングの習慣化へと繋
がったと考えられる．
【結論】ブラッシングの習慣化がきっかけで意欲や自主性が育て
られ，QOLが向上した知的能力障がい患者の 1例を経験した．

○和田 鮎美・北川 愛華・堀越 あゆみ・田島 理矢子・大澤 佳代・丹羽 忍・大村 元伸・岩崎 ひとみ・穂坂 一夫・糸山 暁・伊
藤 暖果・安藤 正晃
一般社団法人名古屋歯科医師会名古屋歯科保健医療センター
A patient with intellectual disability who improved QOL by brushing
○WADA AYUMI，Nagoya Dental Center for Special Care, Nagoya, Japan

2-P-115　ブラッシングにより QOLが向上した知的能力障がい患者の一例
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【緒言】食機能は学習により獲得されていくものであるが，障害
のある子どもにおいてはさまざまな要因が絡み合い摂食嚥下機能
の障害を認めることが多い．そのため，口腔機能の発達を促すた
めに個々の発達に応じた日々の学習が必要と考える．そこで特別
支援学校の給食の場面に学校歯科医が立ち会うことにより学校職
員とともに児童・生徒の発達の支援を目指した取り組みを行った
ので報告する．
【対象および方法】対象は愛知県立ひいらぎ特別支援学校に通学
している小学部 1年生～高等部 3年生までの児童・生徒とし，給
食時の指導は次のように計画した．1）給食時に摂食コーディ
ネーターとともに学校歯科医が教室を訪問し，支援の必要な児
童・生徒の問題点を教職員と共有することにより食事指導の助言
を行う．2）教職員に対して研修会を開催し，教育支援を行う．
3）給食の場面で行った食事指導は，教職員を通じて児童・生徒

の保護者に対してフィードバックする．
【今後の展望】愛知県立ひいらぎ特別支援学校において摂食嚥下
に関する研修を受けた摂食コーディネーター 4名が，学校給食に
おける教職員の食事支援の中心的役割を担っている．学校歯科医
が立ち会う給食時の食事指導への取り組みは，平成 29 年度・30
年度に小学部・中等部・高等部それぞれ年 1回ずつ行った．教職
員が悩みつつ食事支援を行っている場合も多く，学校歯科医が現
場に同席することにより児童・生徒の問題点を共有することがで
き，教職員に対し直接支援を提案できたと考える．低学年の保護
者や教職員からの希望により，令和元年度からは小学部に限り学
期ごとに学校歯科医が立ち会い指導を行うこととした．教職員を
介して保護者に対するフィードバックを行うことができれば，
個々の食機能の改善への効果がより期待できると考える．

○杉山 知子1）・玄 景華2）
1）杉山歯科医院，2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Effort of dietary counselling by the school dentist in the special education school
○SUGIYAMA TOMOKO，Sugiyama Dental Clinic, Aichi, Japan

2-P-118　特別支援学校における学校歯科医による食事指導の取り組み

【緒言】食機能は学習により獲得されるが，障害児においては
誤った学習をしやすい．そのため，愛知県立ひいらぎ特別支援学
校では摂食コーディネーターを設け，学校歯科医とともに学校給
食の場で食機能の改善を支援する試みを始めた．しかし，食機能
の改善は家庭での協力が得られなければ困難なことが多い．その
ため，同校に通学する児童・生徒の保護者に対して無記名にて家
庭での食事に関するアンケートを行ったので報告する．
【対象および方法】対象は愛知県立ひいらぎ特別支援学校に通学
する小学部 1年生～高等部 3年生の児童・生徒の保護者 103 名と
し，アンケートは担任を通じて配布・回収する方法で行った．
【結果】回収率は ８7.８％であった．栄養投与経路として経管栄養
のみは 5.4％，経管栄養＋経口摂取は 12.2％，経口摂取のみは
８2.4％であった．咀嚼に関する質問では，「普通に咬む」「咬む回
数が少ない」「少し咬んで飲み込む」を合わせると 77.2％であっ

たが，「全くできない」も 13.0％であった．「食事の仕方や介助方
法で困っていることはあるか」の質問では 23.9％が「ある」と答
えた．「学校での食事支援を希望するか」の質問には，21.1％が
「希望する」と答え，「どちらでもよい」を合わせると ６0.0％で
あった．その反面，34.4％が「希望しない」との答えだった．し
かし，学校で食事支援を行った場合，家庭での協力について聞い
たところ，「行う」あるいは「簡単なことなら行う」と答えた保
護者は 9６.5％と高かった．
【考察】今回のアンケートにより保護者らは食事に関してなんら
かの困りごとがあると判明した．学校給食の場において学校職員
と学校歯科医が共通の認識を持ち，学校職員を介して保護者に対
しても指導を行うことで児童・生徒の食機能のさらなる改善を図
りたい．

○杉山 知子1）・玄 景華2）
1）杉山歯科医院，2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Questionnaire about dietary for the parents in special education school
○SUGIYAMA TOMOKO，Sugiyama Dental Clinic, Aichi, Japan

2-P-11７　特別支援学校における保護者に対する食事に関するアンケート
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【緒言】重症心身障がい児・者の施設入所者は，生活支援と医療
を行うときに感染制御は極めて重要である．今回我々は入所施設
からの依頼を受け，2017 年 4 月から訪問口腔ケアを開始した．
介入開始からおよそ 2年間に行った訪問口腔ケアについて反省を
含め報告する．
【対象】施設Tは岐阜県高山市に位置し，幼児から高齢者まで幅
広い年齢の障がい児・者の生活や就労を支援している事業所であ
る．施設Tの利用者のうち口腔の清掃状態が不良と思われる方
を施設職員が選択し訪問時口腔ケアを施行した．その中で継続的
に施設利用をされた 3名の利用者を書面により家族の同意を得て
考察の対象とした．
【方法】2017 年 4 月から月 1回，歯科衛生士 2名で訪問し，口腔
ケアを継続的に行った．ケア前に口腔内診査を行い Plaque 
Control Record（PCR） を 指 標 と し て Professional Tooth 
Brushing（PTB）を行い，毎回指導内容や評価を記録に残すと

ともに施設スタッフに対して口腔清掃時のポイント・注意点など
を伝え継続を促した．
【結果】継続的な口腔ケアや施設スタッフへの指導によって PCR
の改善傾向が見られた．訪問口腔ケアの際，歯科医院への受診を
促すこともありむし歯の早期発見・治療へと結びつけられた．
【考察】月に 1回ではあるが継続的かつ繰り返し口腔ケアの注意
点を施設スタッフに指導したことが日常の口腔ケアの必要性と重
要性がスタッフのみならず家族へも伝わったように考えられた．
今回，口腔ケアの指標としては PCRを用いたが口腔清掃状態な
どを簡単に評価できるOHATなどの指標を導入することにより
口腔への意識づけができるのではないかと考えられた．
【まとめ】継続的な口腔ケアや施設スタッフへの指導によって
PCR の改善傾向が見られた．重症心身障がい児・者の施設入所
者への歯科衛生士のかかわりは重要である．

○大久保 美和・山腰 陽子・大埜間 勉
おおのま歯科クリニック
Experience and problems of visiting oral care to facilities for disabled in our dental clinic
○OKUBO MIWA，Onoma Dental Clinic, Gifu, Japan

2-P-120　当院における障がい者施設への訪問口腔ケアの経験と課題

【目的】我々は以前に，自閉スペクトラム症児においても，定型
発達児と同様に間食摂取の習慣に問題があると齲蝕に罹患しやす
く，また，歯磨きに協力できなかったり，食べ物へのこだわりを
有したりする場合は，齲蝕が重症化する傾向にある事を報告し
た．齲蝕に罹患していない時期から口腔衛生管理を開始しても，
このような生活習慣を有していれば齲蝕予防は難しいことが予想
される．今回，低年齢から管理を行なっている自閉スペクトラム
症児が齲蝕に罹患する要因について調べた．
【対象および方法】齲蝕に罹患する前の 2～3歳から口腔衛生管理
を開始した自閉スペクトラム症児 22 人を対象とした．初診時お
よび ６歳時の食生活習慣および刷掃習慣に関連する様々な因子
と，６ 歳までの齲蝕罹患の有無との関連性について調べた．統計
学的検定は，それぞれの因子が 2 群に分類されている場合は

Mann-Whitney U 検定を，3 群の場合はKrusukal-Wallis 検定を
用いて行った．なお，本研究で用いたデータは匿名化された診療
情報を用いて行った．
【結果】2～3 歳時の間食回数，夕食後の間食の有無，および，６
歳時の歯磨きの協力性が，６ 歳での齲蝕罹患の有無と有意な関連
性を示した．2～3 歳時と ６ 歳時を比較すると，間食回数，夕食
後の間食の有無，歯磨きの協力性，フッ化物入り歯磨剤の使用に
改善傾向が見られた．
【考察】６歳までに食生活習慣の改善が見られたため齲蝕罹患と
の関連は認められなかったが，2～3 歳までの食生活習慣が後の
齲蝕罹患に影響を与えている可能性があると思われる．また，全
体として歯磨きの協力性に改善が見られたが，成長しても歯磨き
の協力性が改善しない者の齲蝕予防は慎重に行う必要がある．

○大西 智之・久木 富美子・浜田 尚香・金高 洋子・藤原 富江・田井 ひとみ・角谷 久美代・畔柳 知恵子・前田 有加・苦木 優菜・
村上 真咲・樂木 正実
大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科
Factors associated with dental caries incidence in autistic spectrum disorder children who were managed since a low age
○ONISHI TOMOYUKI，Dentistry for Disabled Persons, Osaka General Medical Center

2-P-119　低年齢から管理している自閉スペクトラム症児の齲蝕罹患に関連する要因
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【目的】豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所では地域包
括ケアシステム構築のため，医療・介護の情報をワンストップで
対応する「豊島区歯科相談窓口」を豊島区の予算を受け，平成
2６ 度 ６ 月から開設している．主に歯科衛生士が中心となり対応
しているこの取り組みが 5 年を経たので活用実績を報告する．
尚，データ集積に際しては匿名化されている情報を用い，公益社
団法人東京都豊島区歯科医師会理事会の承認を得て行った．
【対象および方法】平成 2６ 年 ６ 月～平成 31 年 3 月までの「豊島
区歯科相談窓口」の利用状況等を集計，評価を行った．
【結果】相談総数では平成 2６ 年度から平成 29 年度において年間
の相談件数は 210 件～279 件で徐々に増加していったが，平成 30
年度では 342 件と大きく件数を伸ばした．また，在宅歯科申し込
みについての相談件数は平成 29 年度までは 130 件台であり，平

成 30 年度では 15６ 件（45.６％）であった．在宅歯科の依頼経路
では平成 2６ 年度では医療機関 29 件，居宅支援事業所 32 件で
あったが平成 30 年度では医療機関 ６６ 件，居宅支援事業所 ６８ 件
であった．
【考察】平成 30 年度に在宅の相談件数が伸びた要因として，これ
までに地域包括ケア会議や勉強会に歯科医師と共に歯科衛生士も
積極的に参加し，口腔機能管理の必要性を伝えつつ多職種と顔の
見える関係を構築してきた結果と考えられる．よって，必要な在
宅歯科医療をより多くの区民につなぐことができた．
【結論】地域包括ケアシステムを効率よく運用するためには医
療・介護を結びつける社会資源の存在を周知することと，気軽に
相談できる体制づくりが必要であることがわかった．区外からの
相談もあり，今後は全国規模での相談窓口設置が望まれる．

○会沢 咲子1）・蛯谷 明希1）・佐藤 麻祐子1）・中島 陽州2）・高田 靖2）・北川 尚1）・中村 全宏1）
1）豊島区歯科医師会あぜりあ歯科診療所，2）豊島区歯科医師会
Utilization report of at home dental consultation counter in our area
○AIZAWA SAKIKO，Tokyo Toshima Dental Association Azalea Dental Clinic, Tokyo, Japan

2-P-122　当地区における在宅歯科相談窓口の活用報告

【はじめに】「多治見口腔ケアグループ　はねっと」（以下「は
ねっと」とする）は多治見市を中心に活動する訪問歯科衛生士の
グループである．平成 9年に口腔ケアの実地研修を目的にデイ
サービスで開始した．平成 12 年の介護保険開始と同時に多治見
歯科医師との協力によって，各歯科医院と雇用契約を結び訪問歯
科衛生士として活動を行ってきた．また地域で口腔ケアを通して
食べる支援をするため，地域住民や他職種の歯科に対する理解を
目的にさまざまなな事業を展開したので報告する．
【活動内容】1，訪問の実績：口腔ケア依頼総件数 1192 件（H12
年から H31 年 3 月末）．平成 29 年度の調査では訪問歯科診療の
依頼件数 173 件のうち口腔ケアを実施したのは ６7 件であった．
また重度心身障害児の口腔ケアの依頼もあった．2，デイサービ
スでの歯科検診と口腔ケアの実施：平成 2８ 年より歯科医師会と
共同で実施した．在宅療養者の口腔内問題の早期発見につながっ

た．3，歯科医師会主催の「口腔ケアスキルアップ研修会」の開
催（介護職員を対象）：講師がはねっと担当でグループ学習等を
実施した．4，「障がいのある子の為のお口の勉強会」の共同開
催：親の会の活動発表で，障害児を抱える家族の日常生活の問題
点を理解した．5，施設の介護職員への口腔ケア実技研修．６，訪
問歯科衛生士養成研修．7，在宅Nst 研究会への参画．８，老人
会やサロンで口腔機能向上事業の実施．
【考察】当初は訪問歯科診療や訪問歯科衛生士の口腔ケアに対す
る認知度も低く，訪問という制度があることも周知されていな
かった．地域活動を実施していくことで，他職種との交流もで
き，認知度もあがり依頼も多くなった．地域包括ケアシステムの
なかで歯科衛生士グループの活動モデルの一つになると考えてい
る．

○栗木 みゆき1）・朝川 世津子1）・細井 ゆかり1）・鈴木 知里1）・藤川 朋美1）・良盛 典夫2）・水野 明広2）・渡辺 和也2）・櫻井 泰伸3）
1）多治見口腔ケアグループはねっと，2）一般社団法人多治見歯科医師会，3）岐阜県障がい者診療所診療委員
Report of activity on support of dysphasia rehabilitation by using oral care in the patients of community from severely 
handicapped children to the old for 22 years by dentist and dental hygienist
○KURIKI MIYUKI，Tajimi Oral Care Group Hanetto, Gifu, Japan

2-P-121　�口腔ケアを通して地域の食べる支援を 22 年間実施してきた歯科医師・訪問歯科衛生士の活動報告～重症心身障
害児から高齢者まで～
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【緒言】当歯科医師会では，県内の障害者施設の入所者および通
所者に対する口腔保健の向上を目的として，巡回歯科保健サービ
ス事業を行っている．一つは県歯科医師会が行なっている障害者
施設巡回歯科保健診療事業にて県下の障害者施設の障害者に対し
て継続的にブラッシング指導ならびに歯石除去を行っている．も
う一つは県の委託事業として障害者施設巡回歯科健診事業を行
なっている．今回この二つの事業について検証した．
【方法】平成 22 年 4 月から平成 31 年 3 月までの 9年間に巡回歯
科保健サービス事業と歯科健診を行った施設数と種類および受診
者数について分析を行った．尚，臨床統計については，データは
匿名化されている情報を用いた．
【結果】保健診療事業は，平成 22 年度が，のべ 49 施設だったの
に対し，以降増加傾向を認め平成 30 年度は ８2 施設であった．受
診者も 1,223 人から 1,750 人へと増加した．またその内訳はほと

んどが知的障害者施設であった．一方，健診事業において，年間
に事業を行った施設数は 9年間で 15 施設から ６0 施設へ増加し
た．健診者数は，平成 22 年度の 27８ 人から平成 30 年度の 1,200
人へと年々増加傾向を認めた．
【考察】この 9年間に保健診療事業，健診事業，共に増加傾向に
あることがわかった．また，健診事業は県委託事業のため，予算
により健診者数が決定される傾向があり，委託金が増加したこと
により，事業も拡大傾向にある．今後も巡回歯科保健サービス事
業を通じて，障害者に対する歯科保健の徹底，疾患の予防と早期
発見に努めるべきであると考えられる．そのためには今後，行政
のさらなる理解と支援を期待したい．また，今後は県下にて障害
者医療を担う歯科医師を養成することも重要であり，診療のみな
らず，研修や症例検討会を積極的に行っていく．

○田中 繁寿1）・黒田 晃司1）・渡邊 和也1）・各務 尚之1）・林 哲次1）・高田 陽司1）・加藤 哲1）・川畑 仁克1）・奥田 孝1）・渡邉 淳子2）・
椎名 麻里子2）・良盛 典夫1）・安田 順一3）・玄 景華3）・阿部 義和1）

1）岐阜県歯科医師会，2）岐阜県歯科衛生士会，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Activities of traveling dental health service in our prefecture -second report-
○TANAKA SHIGEHISA，Gifu Prefecture Dental Association

2-P-124　当県における巡回歯科保健サービス事業への取り組み─第 2報─

【緒言】当地区で口腔保健センターが設立されて 20 年が経過し，
障害者歯科診療だけでなく地域歯科医療の拠点として居宅・介護
施設への訪問歯科診療や介護予防事業などの事業展開をしてき
た．そこで今回，20 年間に我々が取り組んできた事業を検証し
口腔保健センターの果たす役割・展望について検討を行ったので
報告する．
【方法】開設の平成 11 年 4 月より平成 31 年 3 月までの事業を対
象に内容別に，利用者数や委託費，診療報酬，などを事業報告等
を基に調査し，判定評価を行った．なお，データ集計に際して，
データは匿名化されている情報を用いた．
【結果】自治体からの委託事業費は平成 30 年度では開設時の
６5％にまで減少しているが診療報酬は ８倍近くにまで増加してい
る．その間，利用者数も ８倍にまで増加し，年間利用者延べ数は
12,000 名を超えるまでになっている．特に高齢者の利用者数の増

加が顕著である．委託事業費の減少分を事業拡大による診療報酬
の増加分で補填する形でサービス内容を低下させることなくセン
ターの運営ができている．
【考察】当センターでは自治体からの委託費に頼らない体制を作
るだけでなく，多職種連携がし易いようにセンター内に「歯科相
談窓口」を開設し，地域のニーズに合わせて在宅や施設への訪問
診療など地域へ出て行く拠点として活用し，また，歯科衛生士が
活躍できる拠点としてセンターを活用してきたことで口腔保健セ
ンターの持つ可能性を拡大できることが確認された．
【結論】今後，地域包括ケアシステムが構築されていく中で歯科
が多職種と連携するためには拠点が必要になる．そこで口腔保健
センターの持つ機能について障害者歯科診療だけでなく訪問診療
や介護分野での拠点として，地域ネットワークづくりの要として
活用していくことが必要である．

○高田 靖1）・中島 陽州1）・鯉沼 哉1）・会沢 咲子2）・蛯谷 明希2）・中村 全宏3）
1）公益社団法人東京都豊島区歯科医師会，2）豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所，3）東京都立東部療育センター
A study about 20 years of performance and management at Oral Health Center in Toshima, Tokyo
○TAKADA YASUSHI，Tokyo Toshima Dental Association, Tokyo, Japan

2-P-123　当センターにおける 20 年間の事業内容および運営方法についての検討
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【緒言】「障害者（児）歯科口腔保健推進研修事業」は愛知県行政
より愛知県歯科医師会に平成 30 年度から委託された事業である．
障がい者（児）の歯科疾患の予防および重篤化を防ぐことを目的
に，障害福祉サービス事業所に勤務する施設職員に対して口腔ケ
アの講習会を年 2回実施している．今回，事業所における歯科口
腔保健サービスの提供状況を明らかにし，今後の歯科保健対策の
基礎資料を得る目的で，受講者に質問票調査を行った．
【資料および方法】講習会に参加した施設職員 153 名を対象にア
ンケートを行った．データは無記名により匿名化されており倫理
面に配慮した．
【結果】職種は生活支援員・生活相談員が 53％で半数を占め，従
事年数は 10 年以上が 25％であった．施設利用者に対する口腔ケ
アは 95％の事業所が実施し，食後歯磨きの時間を取っている事
業所が多かった．障がいのある人の口腔ケアは「重要である」が

91％，「優先度は低い」が ８％であった．専門的な講習会への参
加経験は少なく，口腔ケアで「困っていることがある」との回答
は ６3％であった．歯科医師・歯科衛生士が配置されている事業
所は 17％であった．職員自身の定期的歯科受診は，「痛くなった
ら」が 41％であった．
【考察】事業所における口腔衛生管理は施設職員の意識向上を図
ることが重要である．また障がいのある人の自立度が低いほど，
歯科医師や歯科衛生士による専門的な定期的ケアを行い歯科疾患
の予防に努めることが必要である．今回受講された事業所のほと
んどが口腔ケアを実施しているが，口腔ケアに対する意識は様々
であり，また施設職員の口腔ケアに費やす時間の不足や知識の不
足もうかがえた．事業所に歯科医師や歯科衛生士の常勤や嘱託の
割合は低く，今後は施設職員と連携した口腔管理を支援するため
に本事業の継続が望まれることが示唆された．

○朝比奈 義明・鈴木 雄一郎・小島 広臣・富田 喜美雄・中井 雅人・冨田 健嗣・外山 敦史・南 全・籾山 正敬・武藤 直広・上
野 智史・森 幹太
一般社団法人愛知県歯科医師会
Person with a disability (child) dental oral health promotion training business in our dental association-the results of 
questionnaire survey to trainees-
○ASAHINA YOSHIAKI，Aichi Dental Association

2-P-126　当会「障害者（児）歯科口腔保健推進研修事業」について─研修会受講者のアンケート結果より─

【緒言】多職種共通の口腔アセスメント票の使用は，要介護者の
口腔機能の維持に有用である．岐阜県歯科医師会では，平成 27
年度から職種間での口腔機能共有を目的として，「歯科的観点に
おける多職種人材育成研修会」を岐阜県の委託事業として行っ
た．4 年間の活動を通して，成果と今後の課題を検討した．
【対象と方法】岐阜県の 2次医療圏である全 5圏域（岐阜，西濃，
中濃，東濃，飛騨）にて「歯科的観点における多職種人材育成研
修会」を歯科関係者，看護師，医療介護関係者を対象に平成 30
年 ８ 月～11 月に各地域で開催された．そのうち，今回は飛騨圏
域にて開催された研修会について，研修会終了後に回答していた
だいた無記名によるアンケートを基に考察した．
【結果】平成 30 年度の飛騨圏域では 75 名が研修会に参加した．

参加者の職種は看護師，介護福祉士，介護支援専門員など介護関
係や歯科衛生士，歯科医師など医療関係者であった．自由記述式
アンケートの主な回答を挙げると，「わかりやすい」，「とても参
考になった」，「今後の仕事に役立てたい」など肯定的な意見も
あったが，「多職種との連携が必要」，「もう少しじっくりと学び
たい」，「歯科医師との連携があまりできていない」など改善を要
する意見も数多くあった．
【考察】口腔ケアの効果や重要性は社会に認知されつつあり，多
くの病院や施設で行われている．研修会を通じて歯科への見識を
深め，OHATの使用により，評価の均てん化を図ることで質の
高い口腔ケアを提供できるため，多職種参加につながることが期
待できる．

○成田 光利1）・黒田 晃司1）・渡邊 和也1）・各務 尚之1）・林 哲次1）・高田 陽司1）・加藤 哲1）・川畑 仁克1）・奥田 孝1）・田中 繁寿1）・
椎名 麻里子2）・良盛 典夫1）・安田 順一3）・玄 景華3）・阿部 義和1）

1）岐阜県歯科医師会，2）岐阜県歯科衛生士会，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
A study on the questionnaire results of multi-disciplinary human resource development training workshop in Gifu prefecture 
Hida prefecture area in 2018
○NARITA MITSUTOSHI，Gifu Prefecture Dental Association, Gifu, Japan

2-P-125　平成 30 年度当県飛騨圏域における多職種人材育成研修会のアンケート結果についての考察
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【緒言】超高齢社会に伴い，京都市左京区地域ケア連絡協議会に
おいて，保健・福祉・医療のそれぞれの職種から意見提示する会
として，さきょう認知症を考える会が設立された．今後，他職種
による地域連携が必要とされてきているなかで，201８ 年に行っ
た意識調査を基に摂食嚥下リハビリテーションおよび歯科医院
マップに訪問診療の可否を記載したリーフレットを作成し，認知
症高齢者に携わっている方に対して意識調査を行ったので報告す
る．
【方法】201８ 年に開催されたさきょう認知症を考える会主催の歯
科セミナーの受講者に対して，認知症高齢者の歯科対応で難しい
と感じた内容はどのようなことですか？との意識調査では，1 位
が口腔ケア，2 位が義歯の管理，3 位が摂食嚥下，4 位が歯科治
療の相談先，5 位が訪問診療の情報であった．この結果から，摂
食嚥下リハビリテーション間接訓練のポイントおよび歯科医院
マップに訪問診療の受け入れの可否を記載したリーフレットを作

成したうえで，認知症高齢者に携わっている方に対して意識調査
を行った．尚，調査は無記名アンケートにより匿名化を図る対応
を行った．
【結果】1．摂食嚥下リハビリテーションについてご相談を受けた
ことはございますか？では，「ある」との返答は 3割であった．
2．摂食嚥下リハビリテーションのリーフレットは参考になると
思いますか？では，大半が「参考になる」との返答であった．3．
訪問診療についてご相談を受けたことはございますか？では，
「ある」との返答は半数であった．4．歯科医院マップは参考にな
ると思いますか？では，大半が「参考になる」との返答であっ
た．
【考察】今後，多職種との連携の強化を行ううえでリーフレット
作成などを通して地域のニーズに合わせた歯科対応の情報提供を
わかりやすく発信していくことが課題であると考えられる．

○岡田 尚則・中村 清志・足達 慶信・辻 耕造・水野 誠・平井 利弘
京都市左京歯科医師会
Dental treatment of elderly people with dementia in the community
○OKADA HISANORI，Kyoto City Sakyo Dental Association, Kyoto, Japan

2-P-128　地域における認知症高齢者の歯科対応

【緒言】愛知県歯科医師会では障がい者の口腔衛生状態の向上を
図るため，平成 30 年から愛知県行政より委託を受け，障害福祉
サービス事業所に勤務する施設職員を対象に，歯科衛生士による
出張講習会を実施している．今回出張講習会を受講した施設に対
して，各施設の口腔清掃の実施状況と問題点を明らかにするため
にアンケートを行った．
【対象及び方法】201８ 年 10 月から 2019 年 1 月までに歯科衛生士
による出張講習を受講した 21 施設を対象にアンケートを行い，
13 施設から回答を得た．データは無記名により匿名化されてお
り倫理面に配慮した．
【結果】講習会を希望した施設種別は，入所型が 30.８％，通所型
が ６9.2％であった．全ての施設で義歯の清掃も含め口腔清掃が行
われていた．口腔清掃の実施回数は，入所型では 1日 2 回以上
で，通所型では 1回が ８８.9％，2 回以上は 11.1％であった．口腔
清掃で困っている事があるのは，入所型では 100.0％，通所型で

は 33.3％であった．困っている事例は，「どのように行えばよい
かわからない」が最も多く，その他「時間がない」，「利用者が拒
否する」であった．
【考察】口腔清掃の方法は様々であるが，全ての施設で口腔清掃
が行われており，入所型では 1日 2回以上，通所型でも 1回は実
施されていた事から，口腔清掃の必要性は認識されていると考え
られた．しかしながら，今回の調査では施設利用者自身が行うセ
ルフケアも回数に含まれ，自立度の高い利用者では本人任せで実
際には口腔内を清潔に保てていないケースも存在すると思われ
る．また，施設職員の多くは障がい者の口腔ケアについて学習す
る機会が少なく，知識不足も考えられる．今後も歯科衛生士によ
る出張講習を継続し，各々の障がい特性や口腔内状況，各施設の
事情やニーズにあった支援を提供する必要があることが示唆され
た．

○小島 広臣1）・中井 雅人1）・鈴木 雄一郎1）・冨田 健嗣1）・富田 喜美雄1）・上野 智史1）・澤田 育子2）・榊原 裕子2）・清水 郁子2）・都
築 裕代2）・名超 美登利2）・細久保 真理子2）・松井 かおる2）・朝比奈 義明1）・森 幹太1）

1）一般社団法人愛知県歯科医師会，2）公益社団法人愛知県歯科衛生士会
Person with a disability (child) dental oral health promotion training business in our dental association-Delivery workshop 
by dental hygienist-
○KOJIMA HIROOMI，Aichi Dental Association

2-P-12７　当会「障害者（児）歯科口腔保健推進研修事業」について―歯科衛生士による出張講習会―
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【緒言】旭川荘療育・医療センターは医療型障害児入所施設を有
し，また自閉スペクトラム症の専門外来を行うなど地域における
障害児医療・療育の専門機関の役割を担っている．今回，当歯科
の初診患者の実態を調査し，受診継続と中断の要因について検討
したので報告する．
【対象および方法】201６ 年に当歯科を受診した初診患者 91 名を
対象とした．これらの患者について歯科問診票，歯科診療録を基
に，初診時年齢，障害の種類，主訴，歯科受診の既往，転医理
由，当科受診の継続等について調査した．当科受診継続について
は，初診日から 1年間の受診継続状況を調査し，最終受診から ６
か月以上受診がないものを中断，他院へ紹介したものを転医，そ
れ以外を継続とした．なお，本調査は旭川荘療育・医療センター
倫理委員会の承認のもとで行った（承認番号第 27 号）．データは
匿名化されている情報を用いて分析し，個人情報の保護に配慮し

た．
【結果】初診時年齢は 0～８８ 歳であり，平均年齢は 14.８ 歳であっ
た．障害の種類は自閉スペクトラム症が 3６ 名（39.６％）で最も
多かった．受診継続しているものは 5８ 名（６3.7％），転医 7 名
（7.7％），中断 2６ 名（2８.６％）であった．中断，転医の理由は，
整形外科疾患の治療が終了し退院に伴うものが多かった．継続し
て受診しているものの障害は自閉スペクトラム症が29名（50.0％）
であった．また初診時の主訴はう蝕が多く 1６ 名（27.６％）であ
り，治療を嫌がるため転医してきたものが 17 名（29.3％）であっ
た．
【考察】当歯科を継続受診しているものは，近医での歯科治療が
困難であった自閉スペクトラム症児が多かった．障害児の歯科医
療を充実させるためには，地域歯科医療機関と専門歯科医療機関
の密接な連携が必要と思われる．

○堀 雅彦・村田 麻美・齋藤 彩未・地森 由香里・高城 美恵子
旭川荘療育・医療センター歯科
Survey of new patients at our dentistry in rehabilitation and medical center for disabilities：the 2nd report
○HORI MASAHIKO，Division of Dentistry, Asahigawaso Rehabilitation and Medical Center, Okayama, Japan

2-P-130　当センター歯科における初診患者の実態調査　第 2報─受診継続と中断の要因についての検討─

【緒言】某歯科医師会のセンターでの会員の障害者歯科の知識・
技術の向上と教育の支援システムを構築し，スムーズな地域医療
連携を可能にすることを目的に，障害者歯科診療トレーニング・
セミナー（以下，トレセミ）を平成 25 年度から実施している．
30 年度で ６ 年目を終了し，今後の課題も含めその概要を報告す
る．
【対象および方法】対象者：トレセミ参加の某歯科医師会会員な
らびに某県歯科衛生士会会員．方法：講義と実習等をおこない，
参加者にアンケート調査をおこなった．実習の方法は日本障害者
歯科学会指導医・認定医の指導の下で 1）指導医・認定医の診療
の見学実習，2）診療のビデオを見ながら診療後のカンファレン
ス，3）症例検討，4）救急蘇生の実習．以上をおこなった．岡山
大学医歯薬学倫理委員会（承認番号 194８）．演題発表に関連し，
開示すべきCOI 関係にある企業・団体等は，ありません．

【結果および考察】トレセミ後に実施したアンケートは平成 25～
30 年度ともほぼ同様の結果となった．歯科医師会にとって重要
で，個人にとっても価値のあるものであったという回答が多かっ
た．また今後もこの事業は続けた方が良いという回答が多かっ
た．自院では対応の難しい患者は診ていないが，障害者歯科の知
識は必要であるという回答が多かった．30 年度はトレセミ事業
の前後に医療福祉の専門家に，診療での問題点についてのコンサ
ルテーションができるような取り組みをおこなうことで，より障
害への理解が向上したと思われる．
【結論】某歯科医師会センターでのスムーズな地域医療連携を可
能にすることを目的に，障害者歯科診療トレセミを実施した．６
年間での課題を生かしながら改善し，トレセミの継続的な実施に
より会員の障害への一層の理解が望まれ地域医療連携をどのよう
に進めていくかが今後の課題である．

○江草 正彦1）・森 慎吾2）・福岡 隆治2）・船曵 洋司2）・上村 勝人2）・西木戸 博史2）・橋本 真治2）・小川 えり2）・岡野 光真2）・小見
山 信2）・伊藤 政之3）・柴田 恵子4）・戸田 貴美子4）・半井 桜子1）・森 貴幸1）

1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター，2）一般社団法人倉敷歯科医師会，3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座，4）一般社団
法人岡山県歯科衛生士会
Trial of a training system for dentists for a management of patient with disability in a cooperation of a university hospital and 
a regional dental association Part 6
○EGUSA MASAHIKO，Center for the Special Needs Dentistry at Okayama University Hospital

2-P-129　某歯科医師会における障害者歯科診療トレーニング・セミナーへの取り組み　Part�6 ─地域医療連携のために─
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【緒言】静岡県西部の中東遠医療圏域には障害者歯科の専門施設
がなく，障害者の歯科治療に特別な配慮が必要な場合は遠方の施
設を受診しており不便を生じていた．そのため当院開設に伴い，
障害者歯科外来の開設を要望されたが実現は困難であり，代案と
して日本障害者歯科学会指導医を非常勤で招聘し，口腔外科の外
来の一部を月に 2回の午後，医療圏域の歯科医師会会員および歯
科衛生士が指導医のもと，行動調整を研修・治療参加できる場所
として開放した．同時に研修終了後には，自院での口腔管理の継
続を原則とした．開設から ６年間の歩みと研修施設としての成果
について報告する．
【対象および方法】平成 25 年 ６ 月から平成 31 年 3 月までに受診
した患者を対象に，システムが機能しているか調査した．なお，
倫理的配慮として匿名化を行い個人情報の保護に努めた．

【結果】平成 25 年 ６ 月から平成 31 年 3 月までに受診した患者は
157 名（新患患者 90 名），延べ受診回数は ６８６ 回，治療を施した
歯科医師は 21 名，歯科衛生士は 17 名であった．また口腔外科と
連携することでオープンシステムでの全身麻酔下治療や静脈内鎮
静・多職種連携など，患者にとっても最適な歯科治療の選択肢が
広がった．さらに研修施設として座学や講習会を開催すること
で，日本障害者歯科学会認定医 2名，認定歯科衛生士 1名を輩出
することができた．
【結論】自院の歯科衛生士を同伴して治療参加し研修を受けると
いうシステムは，習得された技術を自院で再現し，以後の口腔管
理を継続していくうえで不可欠である．また今回，障害者歯科診
療の行動調整を研修するために地域基幹病院の外来を利用すると
いう，地域医療の新しい可能性が示唆された．

○村松 保子1）・夫 才成1）・櫻井 剛史2）・田中 誠一2）・加藤 宏明2）・岡本 正志2）・三谷 好江2）・宇於崎 隆3）・牧野 真也3）・渋谷 光
広4）・木俣 敬子5）・貴舩 真澄６）・中村 恵理子６）・安田 順一7）・玄 景華7）

1）中東遠総合医療センター歯科口腔外科，2）小笠掛川歯科医師会，3）磐周歯科医師会，4）浜松市歯科医師会，5）医療法人社団一穂会西山
病院，６）さくらい歯科医院，7）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Trial of participatory induction course for dental treatment of disabled persons in foundation hospital, 2rd Report
○MURAMATSU YASUKO，Division of Oral and Maxillofacial Surgery Chutoen General Medica Center, Shizuoka, Japan

2-P-132　地域基幹病院における治療参加型・障害者歯科研修の試み─第 2報─

【緒言】守口市歯科医師会あおば歯科診療所は，平成 13 年 ８ 月に
特別な配慮が必要な障がい児・者のニーズに応える場と機会をつ
くることを目的として開設された．診療は原則，歯科医師，歯科
衛生士ともに担当患者制としている．今回我々は，診療体制の再
検討のための調査を行ったので報告する．
【対象と方法】出務歯科医師・歯科衛生士に対して診療体制につ
いて，1）出務回数に関する意見，2）担当患者制のメリットとデ
メリット，3）完全な輪番制のメリットとデメリット，4）その
他，現体制について思うこととし，自由記載で，職種以外は無記
名とし個人情報保護に配慮してアンケートを行った．
【結果と考察】1）出務回数等の体制に関しては，おおむね問題は
ないが，運営している歯科医師数が少ないため，負担が大きいと
の意見があった．2）担当患者制については，障害者歯科ではコ
ミュニケーションが重要であること，患者の成長を感じられる，

診療の統一がとれることなど，メリットは大きいとの意見が多く
見られた．一方，治療内容によっては約束を取ることに制約が出
るとのデメリットの意見も見られた．3）輪番制については，メ
リットとして，約束がとりやすい，多くの患者に接することがで
きる，他の歯科医師の意見が聞ける，などの意見があった．デメ
リットとして治療内容の引き継ぎが難しく，また治療方針が変
わってしまう，責任が不明確になる，そのことにより患者本人や
家族との信頼関係の構築が難しくなる，などの意見があった．4）
現体制については，現在の担当患者制の継続がよいとの意見が多
かったが，より多くの歯科医師会会員に参加していただきたい，
若手への引継ぎの問題，などの意見があった．
【まとめ】現状の担当患者制はメリットが大きいが，継続するた
めの様々な検討が必要であることが分かった．

○吉田 耕平1）・木崎 正1）・高木 裕明1）・岩崎 晴彦1）・竹下 雅江1）・喜多 芳隆1）・山崎 浩志1）・島添 貴志1）・田中 豊彦1）・宮本 敦
子1）・中谷 恭子1）・宮城 千加1）・内山 由賀里1）・辻本 真由美1）

1）（一社）守口市歯科医師会あおば歯科診療所，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
An examination about the system at a regional dental clinic with system in charge for the patients with special needs 
-Comparing merits and demerits in charge or rotating system-
○YOSHIDA KOUHEI，Aoba Dental Clinic, Moriguchi Dental Association, Osaka, Japan

2-P-131　�担当患者制で行っている地域障害者歯科診療所での出務体制に関する検討―担当制と輪番制のメリットとデメ
リット─
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【緒言】松本歯科大学の地域連携歯科摂食嚥下外来では全身状態
の悪化など様々な背景により外来受診が困難な患者に対して，口
腔清掃指導や摂食嚥下リハビリテーション等の訪問診療も行って
いる．今回，我々は平成 30 年度一年間の医療ないし福祉施設
（以下施設）において摂食嚥下リハビリテーションを主体に行っ
た居宅（施設）訪問診療の実態調査をおこなったので報告する．
【方法】対象は 201８ 年 4 月から 2019 年 3 月までにおける施設訪
問歯科診療を行った患者で，患者数，年齢，性別，紹介元，主た
る障害，診療内容について抽出し集計した．なお，データは匿名
化されている情報を用いて集計した．
【結果】訪問対象となった施設は，福祉施設または摂食機能障害
リハビリテーションを専門とする医師または歯科医師の存在しな
い医療施設であった．原因疾患は脳血管障害，神経変性疾患，悪
性腫瘍術後顎補綴物不適などであった．紹介元は各施設の医師ま

たは職員が最も多く，地元市役所の職員（歯科衛生士）による紹
介もみられた．ほぼ全症例に対し嚥下内視鏡検査を実施してお
り，治療として行ったのはAIUBE体操などの摂食機能関連筋ト
レーニング，開口訓練など舌骨上筋群の強化が多かった．摂食姿
勢調整は施設の PTないしOTに，食形態と栄養指導について施
設管理栄養士に指導を行った症例も多かった．
【考察】施設における摂食嚥下リハビリテーションの訪問診療は
障害により四肢の筋力低下をきたした症例または長期慢性疾患に
よる入院患者が多くみられた，施設の医療・介護のスタッフと情
報の共有ならびにカンファレンスを実施することにより姿勢や食
形態の調整ならびに訓練の継続性が保たれていたと思われる．今
後は施設退所者，退院患者に対し在宅への訪問に歯科がいかに関
わっていけるかが重要な課題と考えられた．

○村上 康彦1）・望月 慎恭1）・秋枝 俊江1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・田村 瞬至1）・山上 裕介1）・中川 直子2）・大槻 征久3）・大
槻 真理子3）・三井 貴信4）・三井 理恵子4）・高井 経之5）・蓜島 弘之1）

1）松本歯科大学地域連携歯科学講座，2）松本歯科大学病院，3）おおつき歯科医院，4）かがやき歯科クリニック，5）たかいデンタルクリニッ
ク
Survey of visiting dental practices in the hospitals or nursing homes mainly for dysphagia rehabilitation
○MURAKAMI YASUHIKO，Department of Community Based Comprehensive Dentisty, Matsumoto Dental University, Nagano, 

Japan

2-P-134　摂食嚥下リハビリテーションを主体に行った居宅（施設）訪問診療の実態調査

【緒言】一般開業医における障害者の歯科治療は，外来患者と比
較して困難な事が多い．医療現場で，行動変容法の効果が出な
い，時間的制約，緊急性がある場合には身体抑制法が行われてい
るのが現状との報告もある．衣服の着脱が可能な自閉スペクトラ
ム症児は，歯科治療に適応できる傾向があり，地域医療の対象と
なり，地域医療に従事する一般開業医にも関わる機会は多いと考
えられる．今回，歯科治療時の身体抑制法に関し意識調査を行っ
たので報告する．
【対象および方法】遠城寺式・乳幼児分析的発達検査の基本的習
慣における「ひとりで着衣ができる」の項目が可能な自閉スペク
トラム症児で，身体抑制法を経験した患者の保護者 1６ 名にアン
ケート調査を行った．なお本調査は日本障害者歯科学会倫理委員
会の承認を得て行った（承認番号 1900８）．
【結果】当院で行っている身体抑制法（抑制具使用）には「必要
なら仕方ない」（６2.5％），実施前後の意見から実施後には「して

よかった」（６4.7％），そして，一般開業医が身体抑制法を選択せ
ざるを得ない現状では「安全を第一に考えるという理由なら使用
してもよい」（８7.5％）など保護者に関しては抑制具使用に肯定
的意見が多かった．
【考察・結論】身体抑制に関して社会的関心は強く，介護，福祉
では適用指針を持っており，昨年歯科医療においても身体抑制に
関する手引きが示された．障害者の権利擁護という問題を意識し
ながら，歯科治療時の抑制具使用について保護者からは肯定的意
見が得られても，意思の疎通の取れない本人の同意は得られてい
ないのが現状であり，身体抑制法を行う判断基準を慎重に行うこ
とが必要と考えられる．
【文献】1）日本障害者歯科学会 ガイドライン検討委員会：歯科
治療時の身体（体動）抑制法に関する手引き，障歯誌，201８；
39：45-53．

○横田 誠1）・大藪 まどか1）・加納 彩女1）・岡田 雛子1）・広浜 さつき1）・小笠原 正2）
1）横田歯科医院，2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
Regarding the control at the time of dental treatment to autistic spectrum disease child who can put on and take off clothes 
in a general practitioner
○YOKOTA MAKOTO，Yokota Dental Clinic, Kyoto, Japan

2-P-133　一般開業医での衣服の着脱が可能な自閉スペクトラム症児への歯科治療時の抑制に関する意識調査
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【緒言】通法での歯科治療が困難な症例に対してしばしば全身麻
酔が適応されるが，フォローアップによって歯科疾患の再発を防
ぎ，健全な口腔状態を維持することが大切である．今回我々は，
全麻下治療の紹介先の歯科医療機関と共に，発達障害者福祉施設
と地域連携を図り，全麻下治療後の追跡調査と行動療法の是非に
ついて検討した．
【対象および方法】対象は社会福祉法人野菊寮の利用者で，平成
19 年～31 年 2 月までに全麻下での歯科治療を依頼した 19 名と
し，データは匿名化されている情報を用いた．術後のフォロー
アップ状況を調査し，A）IS 併用等により治療や歯周疾患の管理
が行えているA群，B）行動療法トレーニング途上の B群，C）
施設健診以外は未処置の C群に分類した．更に CLISP-dd 発達
検査（トップダウン編）の 1）社会生活の基礎，2）集団生活か
ら各 10 項目についての情報提供を得た．
【結果】継続的に口腔ケアを行っているA・B群は 2６％であり，

それ以外の 74％が C群であった．ASDとMRが併存する者が多
く，MRはASDを除外して集計したが，結果に有意差は認めな
かった．CLISP の評価ではA・B群が比較的に高値を示したが，
C群の中にもA群以上のスキル評価を得たものが 5名あった．
【考察】下位点数のグループはレディネスに達しないことが未処
置の原因と推察されたので，予防的な口腔ケアを目的とした全麻
の計画をしている．A群以上の評価を得た 5名は，強いこだわ
りとパニック発作で通院が敬遠されていることが読み取れたの
で，生活指導を施設側と協働していく意向であり，B群への移行
が見込まれる．
【結論】重度発達障害者支援施設の歯科保健管理について，全麻
下治療後のフォローアップに医療福祉連携への期待は大きいと考
えられた．全麻下治療後のフォローアップ計画について，
CLISP-dd の発達検査の活用法を模索した．

○大庭 礼之1，2）・八十島 恵美2）・小濱 志織2）・鳥居 孝3）
1）おおば歯科，2）医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院歯科口腔外科，3）鳥居歯科医院
Oral management after dental treatment under general anesthesia in the welfare institution patients with severe 
developmental disabilities：Regional collaboration between the disabled facilities, dental of fice and medical treatment 
institution under general anesthesia
○OBA NORIYUKI，Oba Dental Clinic, Shizuoka, Japan

2-P-136　�重度発達障害者福祉施設患者における全麻下歯科治療後の口腔管理─施設，担当歯科医院，全身麻酔下治療医療
機関の地域連携─

【目的】超高齢社会のわが国では，歯科訪問診療で様々な疾患に
配慮しなくてはならない．本研究の目的は，要介護の原因で最も
多い 1）認知症患者の口腔内環境や治療状況を明らかにし，今後も
増加が予想される認知症患者の歯科訪問診療に役立てることであ
る．
【方法】平成 25 年度から平成 29 年度の 5年間に歯科訪問診療が
初診となり，６5 歳以上の高齢者に該当した患者 405 人を対象と
した．診療録より年齢，性別，既往歴，残存歯数，臼歯部咬合の
有無，重度歯周炎の罹患（歯周ポケット ６mm以上），義歯装着
の有無および治療内容を抽出し，認知症既往の有無で比較した．
統計解析にはマンホイットニーの u検定およびカイ二乗検定を
用いた（有意水準 5％）．なお，本研究は日本大学歯学部倫理委
員会より承認を受けた（承認番号：EP1８D01６）．
【結果と考察】全患者のうち男性 4６.7％，女性 44.６％に認知症の

既往が認められた．男女全体における認知症既往の有無の比較で
は各項目に有意差は認められなかった．一方，男女別認知症既往
の有無の比較では，女性認知症患者において臼歯部の咬合があ
り，重度歯周炎の罹患が有意に高かった．このことから女性認知
症患者では，臼歯部に歯が残存するものの，状態は良好でない可
能性が考えられた．また，治療種別では女性認知症患者において
義歯調整が有意に低かった．義歯調整は患者との意思疎通が重要
であり，女性認知症患者ではこれが困難なことが多い可能性が示
唆された．また，これらの所見が女性のみに認められた原因とし
て，平均年齢が男性に比べ有意に高く，認知症の進行が関係して
いる可能性が考えられる．本研究では認知機能の低下度が評価で
きていないため，今後の課題と考えられる．
【参考文献】1）厚生労働省，平成 2８ 年国民生活基礎調査の概要，
介護の状況，p29．

○加藤 健悟1，2）・八木 美芙由1）・平井 都女1）
1）医療法人社団八龍会すずき歯科医院，2）日本大学歯学部口腔外科学講座
Considering a dementia patient in house call dentistry
○KATO KENGO，Medical Corporation Hachiryukai Suzuki Dental Clinic, Shizuoka, Japan

2-P-135　歯科訪問診療における認知症についての検討
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【緒言】当センターは開設から 29 年経過し，約 90％の患者が歯
科疾患の予防処置のために来院している．歯科衛生士は診療補助
の他，口腔清掃指導，歯科トレーニング，摂食指導，口腔機能の
発達に関与する様々な症例に対応している．障害児・者は，感覚
過敏や口腔周囲筋の緊張，咬合状態により口腔清掃が困難となる
ことが多く，ブラッシング指導および PMTCのみでは口腔清掃
状況は改善されない．そこで口腔機能の発達に関与するアプロー
チのシステムの充実化をはかりたいと考え，歯科衛生士が実施し
た取り組みを報告する．発表に際し保護者の同意は得た．
【方法】当センターに予防処置のために受診している 3歳から 1６
歳の患者 21 名を対象に口腔清掃状況，適応度，口腔機能，咬合
状態の評価を行い歯科医師の指示のもと口腔周囲筋のストレッ
チ，歯肉マッサージの指導，口唇閉鎖や舌などの筋機能訓練を行
なった．尚，匿名化された情報を用い個人情報保護に配慮した．

【結果】過敏のない児は口腔内マッサージの受容が良好であった．
口腔周囲筋の緊張の緩和でPMTCなどの処置の適応が向上した．
しかし，家庭での継続が困難となる例もあった．
【考察】歯科衛生士は口腔機能に対し積極的なアプローチをシス
テム化することが必要である．保護者には負担が少なく受容可能
な無理のない計画を立案，説明する必要がある．限られた予約枠
での実施となるが，定期的に口腔内写真やアセスメントシートを
活用し，評価および指導を行い，さらに効果をフィードバックす
ることで口腔機能が歯科疾患におよぼす影響の理解と協力を保護
者に求めることができると考える．センター歯科衛生士としての
知識と経験を生かし，早期介入することで正常な歯列を導き，口
腔環境の改善を目指した保護者に寄り添う支援を行なっていきた
い．

○鈴木 厚子1）・梅津 糸由子2）・鈴木 淳子1）・上田 豊1）・石渡 利幸1）・船田 淳子1）・毛利 徹1）・前田 亮1）・市川 敬一1）・古庄 研
策1）・横田 祐司1）・新見 嘉邦2）・猪俣 英理3）・野本 たかと3）・湊 耕一1）

1）東京都足立区歯科医師会口腔保健センター，2）日本歯科大学附属病院小児歯科，3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
An approach by the dental hygienist to disabled children with developmental failure in oral function at our oral health center
○SUZUKI ATSUKO，Adachi Dental Association Oral Health Center, Tokyo, Japan

2-P-138　当センターにおける口腔機能発達に対する歯科衛生士の取り組み

【緒言】当院は地域の開業医として障害のある方の生活に寄り添
う医療の提供を目指している．通法での歯科治療が困難な方への
全身麻酔・静脈内鎮静（以下，麻酔）を用いた歯科治療はその一
環であり，今後の質的向上を目的としてシステム構築と実態につ
いて調査したので報告する．
【対象および方法】対象は平成 2８ 年 4 月 1 日から令和元年 5 月
31 日までの 3年 1 ヶ月間に麻酔下で歯科治療を実施した 12 名で
ある．麻酔実施回数は 1 回が 4 例，2 回が 4 例，4 回が 1 例，5
回が 2 例，６ 回が 1 例で述べ回数は 32 回である．調査内容は性
別，年齢，居住地域，麻酔の理由，麻酔法，麻酔時間，治療時
間，治療内容，術後合併症について調査した．なお，データは匿
名化された情報を用いて，個人情報保護に配慮した．
【結果】地域中核病院と連携し，術前検査と緊急時のバックアッ
プ体制を構築した．麻酔実施時年齢は最小 ６歳 2 ヶ月，最高 55

歳 ６ ヶ月，平均 3８ 歳 5 ヶ月であった．患者居住地域は同町内 3
例，町外 9例であった．麻酔理由は歯科治療恐怖症 7例，異常絞
扼反射 4例，自閉症 1例であった．麻酔法はAOS2 例，TIVA６
例，MZ＋prop が 24 例であった．麻酔時間は平均 129 分，治療
時間は平均 90 分であった．治療内容は歯冠形成印象 39.3％で最
も多く，次いで CR充填 24.６％，根管治療 1６.2％，抜歯 11.5％で
あった．術後合併症は歯痛が 2例，吐き気 1例，興奮 1例であっ
た．
【考察】日帰り麻酔は患者の精神的・時間的負担を軽減すること
ができ，多数歯う蝕や治療不協力な方の歯科治療の質の確保にも
有効である．システム整備で重篤な合併症もなく治療を実施でき
た．少しでも多くの方が安全で安心に歯科医療を受けられるよ
う，体制の充実を図っていきたい．

○樋山 めぐみ・西中村 亮・前川 友紀・久保 尚也・沖原 朱美・藤野 陽子・塩津 由紀子・中本 陽子・岡本 佳明
医療法人社団湧泉会ひまわり歯科
A report on dental treatment using general anesthesia and intravenous sedation in local practitioners
○HIYAMA MEGUMI，Yusenkai Himawari Dental Clinic

2-P-13７　地域の開業医における全身麻酔・静脈内鎮静を用いた歯科治療システムの構築とその実態調査
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【はじめに】本学のある北九州市は，高齢化率 31.4％（2019 年 4
月）と全国の政令指定都市 20 都市の中で最も高く，歯科医療に
おいても，その超高齢社会に対する変化への対応は急務である．
そこで本学では，超高齢社会におけるより安全な歯科治療と摂食
嚥下障害の改善を目指し，201６ 年 10 月に「口腔保健・健康長寿
推進センター（Dental Center  for the Medically Compromised 
Patient：DEMCOP）を開設し，全国初のリカレント教育セン
ターとして，リカレント教育を開始した．DEMCOPの教育の柱
は「重篤な全身疾患を有する患者の歯科治療を行うためのリスク
マネジメント」と「地域に在住する摂食嚥下障害患者に対するア
プローチを行うための実践的教育」の 2コースである．全 ８回の
講義・実習を通して，地域の歯科医師・歯科衛生士に対して新た
に必要な知識や技術の提供を行う場である．今回は，「地域に在

住する摂食嚥下障害患者に対するアプローチを行うための実践的
教育」コースについて，その概要と活動について報告する．
【対象と方法】受講生は，DEMCOP と連携する北九州市内の ６
歯科医師会会員から選抜された歯科医師コース 5期，歯科衛生士
コース 2期の各コース ８名であり，現在 5６ 名が修了している．
その受講生の理解度を把握するために，10 項目からなる pre-
post テストを行った．
【結果】摂食嚥下コースの pre-post テストでは，平均点が 7.0 か
ら ８.3 へ有意に増加し（P＜0.05），受講生の理解度が高まってい
るものと推定された．
【考察】今後，DEMCOP の活動による地域への医療効果などに
ついて，調査を行っていく予定である．

○白石 裕介1，2）・藤井 航1，2，3）・弘中 早苗4）・木下 絵里香1，2）・大渡 凡人2，5，６）
1）九州歯科大学地域包括歯科医療センター，2）九州歯科大学口腔保健・健康長寿推進センター，3）九州歯科大学多職種連携教育ユニッ
ト，4）九州歯科大学老年障害者歯科学分野，5）九州歯科大学歯科医療リスク管理センター，６）九州歯科大学リスクマネジメント歯科学分
野
Efforts of recurrent education (DEMCOP) on approach to patients with eating dysphasia
○SHIRAISHI YUSUKE，Dental Center for Medical Care Based on Community Comprehensive Dentistry, Kyushu Dental 

University, Fukuoka, Japan

2-P-140　摂食嚥下障害患者へのアプローチに関するリカレント教育（DEMCOP）の取組み

【目的】世田谷区歯科医師会口腔衛生センター（以下当センター）
では，平成 30 年 4 月より小児の摂食機能療法を専門とする非常
勤歯科医師の元，小児に対する摂食機能療法を本格的に開始し
た．これが行える環境整備について常勤歯科衛生士が介入した経
緯と役割，受診した患児の動向について報告する．
【対象と方法】環境整備については，行政や歯科医師会との経緯
を確認した．患者動向については，摂食機能療法を開始した受診
時の年齢，疾患名，居住地等について集計した．データは匿名化
されている情報を用いた．
【結果】環境設定については，椅子や食具が整うまで 10 か月程度
かかった．受診時年齢は，7 か月～10 歳 ６ か月（平均値：4 歳 ８
か月）であった．疾患の内訳は，Down 症 ６ 例，脳性麻痺 2例，
脳梗塞後遺症 1例，West 症候群 1例．居住地は，区内 4例，近
隣地区では ６例であった．来院した患者の紹介元は，友人 3例，

地域医療機関 2例，通学先の小学校 2例，保健所 1例，提携医療
機関 1例，当センター 1例であった．
【考察】椅子などの環境整備を行うためには，小児の摂食機能療
法の実績を行政と歯科医師会に報告する必要もあり，定期的に通
院する患児が増えるまで時間がかかり，準備期間が長くなったと
考えた．しかし常勤歯科衛生士が，摂食機能療法に対して積極的
であった行政と歯科医師会と随時連携を取ったため，比較的にス
ムーズに備品購入ができたと考えた．患者動向については，母親
同士のコミュニティがきっかけで受診した経緯が一番多く，口コ
ミの重要性が考えられた．
【結語】非常勤歯科医師のみ在籍する当センターでは，常勤歯科
衛生士の役割は重要であった．小児の摂食機能療法のニーズは，
近隣地区からもあることが確認できた．今後も，患児にとって継
続して通院できる環境を充実して行きたい．

○関 奈々子1）・山田 裕之1，2）・寺尾 香織1）・島根 恭代1）・井阪 在峰1）・小森 幸道1）・谷 みのり1）・小林 和弘1）・中嶋 智仁1）・荒
木 信清1）・田中 教順1）・端山 智弘1）

1）世田谷区歯科医師会口腔衛生センター，2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
Environmental preparation and tend survey for pediatric feeding and swallowing therapy
○SEKI NANAKO，Setagaya Dental Association Oral Hygiene Center Dental Clinic, Tokyo, Japan

2-P-139　小児の摂食機能療法が行える環境整備と患者動向について
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【目的】本学包括支援センター及び障がい者歯科で外来患者対象
に食事栄養指導及び栄養相談を実施している．歯科診療に管理栄
養士が関わることにより口腔内及び摂食嚥下機能回復に栄養管理
面からもアプローチでき，診療効果が高められると考えている．
そこで，実際に来院している患者家族に食事栄養の効果や役割に
ついて必要と感じているのか意識調査を行うこととした．
【方法】当センター障がい者歯科・小児歯科に来院された患者家
族に無記名の自記式アンケートを 201８ 年 10 月 22 日～11 月 22
日にわたり実施した．アンケート回収数は 220 人であった．な
お，本調査は朝日大学倫理審査（30015 号）を得て行った．
【内容及び結果】アンケート内容は，短時間で簡単に記述できる
ように 5項目選択式とした．（1）歯の治療に来院した時に食事栄
養について聞けると良いと思うか．回答でそう思う，まあそう思

うが 71％であった．（2）現在の食事内容が適切か知りたいか．
回答でそう思う，まあそう思うが 5８％であった．（3）口腔内の
状態と食事形態が適切か知りたいと思うか．回答でそう思う，ま
あそう思うが ６9％であった．（4）生活習慣病予防の話等聞く機
会があったら良いと思うか．回答でそう思う，まあそう思うが
６7％であった．（5）乳幼児の離乳食や食事相談ができたら良いと
思うか．回答でそう思う，まあそう思うが 44％であった．更に
食事についての困り事内容の自由記述の意見としては，咀嚼や食
事バランス，食形態等についての質問が特に多かった．
【考察】今後，歯科診療時に食事栄養指導・栄養相談の機会を増
やして，口腔環境や口腔機能の改善とともに患者家族の食事作り
に対する不安や疑問に応えていくことで，食習慣の見直しや意識
向上につながり，結果的にQOLの向上に役立つと考えられる．

○松波 由起子1）・大島 亜希子2）・野村 玲奈2）・中島 恵美子2）・長屋 優里奈2）・谷口 裕重3）・安田 順一3）・玄 景華3）
1）朝日大学病院栄養管理室，2）朝日大学医科歯科医療センター歯科衛生部，3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Consciousness investigation about the nutrition instruction and nutrition counseling of the dental practice
○MATSUNAMI YUKIKO，Asahi University Hospital Nutrition Office, Gifu, Japan

2-P-142　歯科診療に伴う食事栄養指導・栄養相談に関する意識調査について

【緒言】当センターは 2019 年 2 月より初めて歯科衛生士専門学校
学生の実習を開始した．今回，学生の臨床実習前後における障害
者歯科に関する意識について調査したので報告する．
【対象および方法】2019 年 2 月から ６月までに当センターにて臨
床実習を実施した歯科衛生士学校学生 11 名を対象とし，実習前
後の 2回に分けて無記名自記式質問紙調査を行った．調査に際し
ては趣旨を説明し同意を得た上で実施し，匿名化した資料を用い
て個人情報に配慮した．
【結果】『障害のある方に対する歯科治療の介助や補助を行ってみ
たいか』の問いに，実習前は『思う』1８.1％，『やや思う』
６3.６％，『あまり思わない』1８.1％，『思わない』0％であったのに
対し，実習後では『思う』3６.3％，『やや思う』54.5％，『あまり

思わない』9.0％，『思わない』0％であった．『将来障害者歯科を
行っている診療所や病院などに勤務したいと思うか』では，実習
前には『思う』0％，『やや思う』45.4％，『あまり思わない』
45.4％，『思わない』0％であったのに対し，実習後には『思う』
1８.1％，『やや思う』８1.８％，『あまり思わない，思わない』0％で
あった．また，『実習の前後で障害のある方に対するイメージは
どのように変化したか』の自由回答では，『障害というより一人
一人の個性と思えた』『大変そうというイメージからその人の良
さだと考えるようになった』などが散見された．
【考察】以上の結果から，臨床実習を通し，実際に障害のある方
と関わることで学生の障害者歯科に対する意識・関心が高まった
ことが示唆された．

○岡田 紗夜1）・大石 瑞希1）・沖野 恵梨1）・大杉 優実1）・濱 陽子1）・宮内 美和1）・新谷 宏規2）
1）広島口腔保健センター，2）一般社団法人広島県歯科医師会
A study on the awareness of dental hygiene students for special needs dentistry
○OKADA SAYO，Hiroshima Oral Health Center, Hiroshima, Japan

2-P-141　歯科衛生士専門学校学生の障害者歯科に関する意識調査
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【目的】近年，障害児医療，療育の発展に伴い，特別支援学校に
おいて医療的ケアの提供が求められるようになり，特別支援学校
の現場においてもより専門的な医療知識が必要となっている．そ
のニーズに対応し，医療分野等における専門的知識を県下で共有
するために「広島県特別支援学校保健研究会」を開催した．
【方法】広島県立広島北特別支援学校の学校内科医の桑原 正彦と
学校歯科医である川本，養護教諭及び教諭が中心となって「広島
県特別支援学校保健研究会」を設立し，平成 25 年 11 月に第 1回
の研究会を開催した．広島県内の特別支援学校及び学校医，学校
歯科医，学校薬剤師に開催案内を送付して研修会を行なった．
【結果】第 5回：平成 2８ 年 10 月 15 日
1）「廿日市特別支援学校における医療的ケアの状況と困難事例」
2）「障害児のことばのトレーニング」
3）「電話相談から見た虐待と障害」
第 ６回：平成 29 年 11 月 11 日

1）「歯と口の健康づくりに主体的に取組む児童生徒の育成」
2）  「自閉症スペクトラムの子どもの理解と支援─不適応行動への
対応を中心に─」

3）「障害児の摂食・嚥下の問題点と対策」
第 7回：平成 30 年 10 月 20 日
1）「広島口腔保健センターについて」
2）  「個別対応食について─アレルギーの対応・刻み食等の状況
─」

3）  「学校に期待すること─将来を見据えたアセスメントと支援
─」

【考察】参加者は毎回 30 人から 40 人で，おおむね好評を得てい
る．
【結論】今後もこの形態で開催していけるかどうかは不明だが，
今年度も引き続き開催していく予定である．ご協力いただいてい
る関係者の方には深く感謝いたします．

○川本 博也
おりづる歯科医院
Trial for medical information sharing：special education school in Hiroshima prefecture
○KAWAMOTO HIROYA，Oriduru Dental Clinic, Hiroshima, Japan

2-P-144　学校医，学校歯科医，学校薬剤師，養護教諭の連携による特別支援学校における医療情報共有の試み

【緒言】当診療所は，低年齢児から歯科医療を通じて『歯科受診
困難児』の削減と口腔諸器官の成長発育，離乳食指導，摂食嚥下
ハビリテーションによる相談指導や保護者の育児支援につなげる
ことを目的に平成 25 年度から本事業を立ち上げ ６年が経過した．
今回，本事業の一層の充実をはかる目的で講演会参加をきっかけ
に受診した患者の実態調査を行い対処すべき課題について検討し
たので報告する．
【対象と方法】平成 25 年度から ６ 年間，本事業の講演会参加を
きっかけに受診した患者 11 名を対象として，そのデータを集計
し資料とした．データは匿名化されている情報を用いて処理を
行った．
【結果】受診患者 11 名の内訳は男 4名，女 7名で平均年齢 2歳 9
か月であった．疾患分類はDown 症候群 5名，その他の染色体・
遺伝子疾患 4名，精神発達遅滞 1名，多発奇形 1名であった．主

訴・要望の複数集計では摂食関連が ８名（うち経鼻管栄養 4名，
胃瘻 1名），歯磨き関連 5名，歯並び 2名，定期健診 2名，歯科
への慣れ 1名であった．また，全員が複数医療機関を受診，服薬
者は ８名，触覚過敏をもつ患者が 5名認められた．
【考察と結論】今回の実態調査の結果（平均年齢や主訴など）か
ら当診療所が取り組む課題として（1）受診患者の平均年齢が 2
歳 9か月であり「低年齢児の対応方法」（2）摂食嚥下ハビリテー
ションの診断や指導訓練方法（3）1 歳前後の歯磨き指導やおや
つ指導方法（4）多数の医療機関の受診や服薬の問題などが挙げ
られた．結論として，これらの課題を解決するには，管理者であ
る歯科医師会執行部の理解と指導力の基に，当診療所の担当医や
スタッフの対応力や技術力をより一層向上するための研修方法
（臨床見学や陪席，実際の指導相談の実習，研修会の開催など）
ならびに診療体制の強化をはかる必要性が認められた．

○鐘ヶ江 稔1）・風間 敏禎1）・原 哲夫1）・石川 裕子2）・嘉手納 未季3）・船津 敬弘4）・芳賀 定5）・濱中 大輔1）・吉田 敏英1）・小枝 義
典1）

1）公益社団法人東京都目黒区歯科医師会，2）八雲あいアイ館歯科診療所（目黒区），3）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障
害者歯科学部門，4）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座，5）芳賀デンタルクリニック湘南
Efforts to the early dental consultation support project for disabled children part 3-Investigation of the actual condition of 
patients who consulted with this project as an opportunity and examination of issues-
○KANEGAE MINORU，Public Interest Incorporated Association Tokyo Metropolitan Meguro-ku Dental Association, Tokyo, 

Japan

2-P-143　�「障害児早期歯科受診支援事業」への取り組み　その 3─本事業をきっかけに受診した患者の実態調査と課題の
検討─
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【目的】歯科恐怖症があったが，急性炎症を契機に入院し，行動
療法を行うことにより歯科治療が可能となった症例を経験したの
で報告する．
【症例】51 歳，女性．201８ 年 ６ 月，右側頬部の腫脹・疼痛を主訴
に当科を初診した．初診時，右側頬部の腫脹・疼痛を認め，経口
摂取が困難であった．また 3８.3℃の発熱を認めた．血液検査では
炎症マーカーの上昇を認めた．CT画像にて右側頬粘膜下軟組織
の腫脹と，右上 3の齲蝕および根尖病巣を認めた．既往歴として
急性骨髄性白血病（寛解状態），脊柱管狭窄症，高血圧，糖尿病，
歯科恐怖症があり，糖尿病はHbA1c ８.2 とコントロール不良で
あった．右上 3根尖病巣が原因の右側頬部蜂窩織炎と診断した．
同日，切開排膿処置を行い，当科入院し糖尿病をコントロールし
ながら抗菌薬の点滴加療を開始した．切開排膿処置には歯科恐怖

症から複数人による体動抑制が必要であった．またタービンを使
用する歯科治療は絶対にしないとの強い希望から右上 3の処置が
出来なかった．幼児期に押さえつけられ，タービン使用により疼
痛を伴う治療したことが歯科恐怖症の契機であった．患者の同意
のもと第 2病日から歯科治療に対するトレーニングを開始した．
右上 3の根管治療を行うことを目標に段階的にスモールステップ
を設け行った．タービン使用は困難であったが，3 倍速のコント
ラの使用は可能となり，第 5病日には右上 3の感染根管治療が可
能となった．その後，症状軽快し第 15 病日に退院した．退院後
は全顎的な歯科治療を希望し，現在も当科外来通院中である．
【結論】歯科恐怖症があったが行動調整法により歯科治療が可能
となった．
なお，発表にあたり患者本人より書面による同意を得ている．

○岩崎 昭憲・田中 麻央・中井 史・芳地 祐理・秦泉寺 紋子・大林 由美子・三宅 実
香川大学医学部歯科口腔外科
A case of successful behavior management to phase in a patient with dental phobia in acute inflammation
○IWASAKI AKINORI，Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Kagawa University, Kagawa, Japan

2-P-146　急性炎症を契機に行動調整法により歯科治療が可能となった歯科恐怖症の一例

【目的】当科における歯科恐怖症患者の実態を調査すること．
【方法】2015 年 4 月から 2019 年 3 月までの 3 年間に当科受診し
た歯科恐怖症患者 41 例を対象とした．診療録をもとに，年齢，
歯科恐怖症の原因，主訴，初診時口腔内所見，歯科恐怖症の程度
と症状，歯科恐怖症への対応，治療内容について調査を行った．
なお，データは匿名化されている情報を用いた．
【結果】平均年齢は 43.2 歳，歯科恐怖症になった原因の記載が
あった 13 例中，12 例が過去の不快な歯科治療体験であった．主
訴は抜歯希望が最も多かった．対象者の平均現存歯数は 2８.８ 本，
平均処置歯数は 9.６ 本，平均未処置歯数は 3.８ 本，平均喪失歯数
は 3.2 本，平均DMFTは 1６.1 本であった．歯科恐怖症の程度と
して，チェア上で仰臥位になれない症例が 3例，口腔内診察不可
が 1例，診察だけなら可能が 1６ 例，麻酔を使用しない歯科治療
なら可能が ６例，麻酔可能だが部位や治療内容により困難を伴う

が 15 例であった．歯科恐怖症に伴う症状として異常絞扼反射を
7例，動悸・血圧上昇を ６例，過換気を 5例に認めた．対応法と
して静脈鎮静法が 33 例，全身麻酔が 3例，行動調整法が 5例に
行われていた．治療内容は抜歯が 34 例と最も多かった．
【考察】主訴および治療内容としても抜歯，特に智歯抜歯が多
かった．当科が口腔外科を標榜し，外科治療を中心に行っている
ことが関係していると考える．平成 2８ 年度歯科実態調査と比較
して 30～50 歳代の対象症例の平均はいずれも悪かった．これは
歯科恐怖症により歯科治療が行えていないことが原因と考えられ
る．
【結論】歯科恐怖症の患者は過去の不快な体験がその契機となっ
ていることが多く，その症状により歯科治療が不十分であること
がわかった．

○岩崎 昭憲・芳地 祐理・田中 麻央・秦泉寺 紋子・中井 史・小川 尊明・大林 由美子・三宅 実
香川大学医学部歯科口腔外科
A dental health survey conducted by the department of dentistry involving dental phobia
○IWASAKI AKINORI，Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Kagawa University, Kagawa, Japan

2-P-145　当科における歯科恐怖症患者の歯科実態調査
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【緒言】社会福祉法人南山城学園は 19６5 年に京都府城陽市に知的
障害者援護施設として設立された．1994 年には歯科診療所が併
設され，利用者の口腔衛生管理を行っている．今回，利用者の歯
科疾患の実態を把握し今後の方策を探ることを目的とし，40 歳
以上の利用者における歯科検診結果と平成 2８ 年歯科疾患実態調
査と比較検討したので報告する．なお，本研究は大阪大学大学院
歯学研究科・歯学部および歯学部附属病院倫理審査委員会の承認
を得ている（承認番号H30-E47）．
【対象と方法】対象は，229 名（男性 119 名，女性 110 名）とし
た．方法は，検診結果より現在歯数，未処置歯数（D歯数），処
置歯数（F歯数）およびDF歯数について分析を行い，40 歳か
ら 5歳ごとの年代別に平成 2８ 年歯科疾患実態調査と比較した．
【結果】現在歯数の中央値は，すべての年齢階級で入所者群（以
下A群）は歯科疾患実態調査（以下 B群）に比べ低い値を示し

た．D歯数の中央値は，すべての年齢階級で，A群も B群も 0
本であった．F歯数とDF歯数の中央値は，すべての年齢階級で
A群は B群に比べて低い値を示した．
【考察】本調査では，D歯数において，A群と B群との間に差は
認められなかった。これは入所者が身近に口腔衛生管理やう蝕治
療を受ける機会を得られているためであると考えられる．現在歯
数において差がみられたが，今後その原因に対しさらなる調査を
行い，その予防と対策を講じることが必要と考えられる．
【結論】歯科診療者を併設する障害者支援施設利用者では，未処
置歯数は少ない．また，現在歯数および処置歯数およびDF歯数
は歯科疾患実態調査に比べて少ない傾向がみられた．
【参考文献】一般社団法人日本口腔衛生学会編：平成 2８ 年歯科疾
患実態調査報告．

○藤代 千晶1）・財間 達也1）・岡本 由莉1）・齋藤 知子1）・村上 旬平1）・村山 高章2）・磯 彰格3）・秋山 茂久1）
1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，2）宇治武田病院歯科・口腔外科，3）社会福祉法人南山城学園
A dental survey of institutionalized individuals with intellectual disabilities aged over forty
○FUJISHIRO CHIAKI，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

2-P-14７　障害者支援施設における 40 歳以上利用者の歯科疾患実態調査
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