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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
第37回　2020年11月13～23日 神奈川県横須賀市（Web開催） 宮城　　敦
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ご　　挨　　拶

 第 37 回一般社団法人日本障害者歯科学会学術大会
 大 会 長　宮城　　敦
 準備委員長　小松　知子
　昨今の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）および集中豪雨などで被害や影響を受けられた皆様に心
よりお見舞い申し上げます．
　さてこの度，第 37 回日本障害者歯科学会総会および学術大会を関東障害者歯科臨床研究会が主管として
開催させていただくことになりました．このような素晴らしい機会を与えられたことを誠に光栄に存じます
とともに，会員の皆様に心より感謝申し上げます．何分にも初めての大きな学会で，関係者一同，その重責
を感じて緊張しているところですが，鋭意努力して準備しておりますのでぜひともご参加を賜りますようお
願いいたします．
　2 年前より開催のための準備委員会を結成し，議論を重ねて，当初は横須賀芸術劇場大ホールをメイン会
場，同芸術劇場ベイサイドポケットをサブ会場としました．隣接するメルキュールホテル横須賀では，口頭
発表や懇親会およびランチョンセミナーなどを，同じく隣接する産業交流ホールでは電子ポスター発表およ
び各種会議室などを計画しました．大会場でありながら同じ敷地で移動の便を良くしたかったからです．
　しかしながら，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延のため，開催形式について様々な観点か
ら見直しを検討してまいりました．会員の皆様の安全を確保するには，ワクチンや特効薬が開発されていな
い現在，3 密（密閉，密集，密接）を避けるしか対応法がありません．そこで，横須賀での通常開催を断念
し，Web 学会として開催する運びになりましたことを本学会参加予定の皆様にご案内いたします．
　Web 学会では自宅や職場など場所を問わず，24 時間いつでも本学会にご参加いただくことが可能になり
ます．ホテルや交通の手配なども不要で，会場の混雑や聴講したい講演の重複などを避け，興味ある発表を
思う存分何度でも視聴することが可能です．内容に関しても通常の学会以上の講演，シンポジウム，セミ
ナー，公開コンサート，一般口演発表，およびポスター発表などが目白押しです．質問もメールで各講演者
や発表者に連絡することが可能です． 
　今回の学術大会のテーマは「誰も一人にさせない社会をめざして」としました．地域で暮らす障害者やそ
の家族に寄り添って支えあう医療が求められています．そのことに近づけるような発表をお願いしたいと思
います．会員の皆様におかれましては数多くご参加くださり，素晴らしい発表や真剣な討論をお願いいたし
ます．
　ここで一部の講演を紹介させていただきます．特別講演Ⅰ「自閉症スペクトラムへの対応」はよこはま発
達クリニック院長の内山登紀夫先生にお願いいたしました．先生は大正大学心理社会学部臨床心理学科の教
授もされています．その他の大学でも教授職を兼任されていて自閉症の第一人者でいらっしゃいます．私の
同僚の患者さんに先生と診療以外でもお付き合いされている方がいらっしゃる関係から，以前にご講演をお
願いしたり，自閉症啓発活動に協力させていただいたりもした経緯があります．先生は英国のローナ・ウイ
ング先生のもとにも留学されており，自閉症の研究家のみならず，母親でもあるウイング先生の自閉症スペ
クトラムの提唱に大きく影響されたと考えております．
　教育講演Ⅳ「筋ジストロフィーを知り，患者をささえる」は河原仁志先生にお願いいたしました．筋ジス
トロフィー専門病院である旧国立松江病院に勤務されているころお知り合いになり，講演をお願いしたり，
共同研究に参加させていただいたりしました．松江病院退職後は最終的に神経難病や障害者のための診療所
りべるたすクリニックで在宅診療をされています．医療の本質やその後の支えを追求されて日夜一生懸命診
療にあたっています．ぜひご視聴くださるようお願いいたします．
　今回の開催は関東障害者歯科臨床研究会（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，山梨県，
および神奈川県の 1 都 7 県）が協働で担っております．各県や市の歯科医師会，障害者歯科施設，および大
学などのお力を借りてここまで来ることができました．関係諸氏に厚くお礼いたします．
　日本障害者歯科学会史上初の Web 学会となりますが，通常学会よりも充実した学会を目指しております．
皆様のますますのご発展とご健康をお祈りいたしますとともに，ご参加を心よりお待ちしています．
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環境先進国・日本の復権に向けて

 環境大臣兼原子力防災担当大臣
 衆議院議員
 　小泉進次郎

　第 37 回日本障害者歯科学会総会および学術大会のご開催を心よりお慶び申し上げます．新型コロナウイ
ルス感染症予防のため，オンラインというこれまでにない形での開催にご尽力された関係者の皆さまに深く
敬意を表します．
　大会のテーマは「誰も一人にさせない社会をめざして」と伺いました．私が環境大臣として取り組んでい
るパリ協定に基づく気候変動対策においても「誰一人取り残さない」という考えを先進国と途上国が共有し
て政策を進めることが不可欠になっています．同じ思いで課題に向き合っていることがわかり，分野は違い
ますが心強く感じます．
　環境大臣に就任してから「環境省は社会変革担当省である」と言ってきました．新型コロナウイルスから
の経済社会活動の再開にあたっても，元の経済社会に戻るのでなく，脱炭素社会・循環経済・分散型社会へ
の「3 つの移行」を加速させ，持続可能な経済社会へリデザイン（再設計）していく必要があります．
　この観点から二酸化炭素排出の最も大きい電源であり，国際社会から批判もある石炭政策の見直しに力を
入れてきました．国際社会からは「日本＝石炭」と見られ，本来であれば評価されるべき日本の技術や先進
的な取り組みが伝わっていない現状を変えたいという強い思いから，海外への石炭火力発電所の輸出支援を
原則しないという政策転換を実現することができました．9 月にはコロナからの復興と気候変動をテーマと
した世界最大規模の閣僚級オンライン会議の議長を務め，日本が環境先進国として復権する足がかりを築く
ことができました．
　もはや気候変動対策をはじめとする環境政策は経済の負担や重荷ではなく，成長と競争力の源泉であると
の理解と認識を広げていけるよう全力を尽くす決意です．
　人生 100 年時代の今日，一人一人が豊かな生活を送るためには，口腔の健康維持は欠かせません．本大会
が障害者歯科医療の発展につながり，障害者の健康と豊かな生活のための大きな力になることを期待してお
ります．本大会にご参加の皆さまのご活躍とご多幸を心よりお祈り申し上げ，私からの挨拶とさせていただ
きます．
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参加者の方へのお知らせとお願い

1. 開催方式の変更
　　令和 2 年 11 月 13 日（金）～15 日（日）に横須賀芸術劇場・横須賀市産業交流プラザ・メルキュールホ

テル横須賀にて本学術大会を開催すべく準備を進めておりましたが，この度の新型コロナウイルスの感
染拡大の影響や今後の見通しを踏まえ，慎重に協議を重ねました結果，第 37 回日本障害者歯科学会総
会および学術大会につきましては，現地開催を取り止め，「Web 開催」に変更する運びとなりました．

　　ご参加を予定されている皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけし，心よりお詫び申し上げます．

Web開催（視聴期間）：2020 年 11 月 13 日（金）10：00～23 日（月・祝）23：59

2. 参加登録
　⑴　参加登録期間
　　2020 年 4 月 6 日（月）～10 月 23 日（金）15：00
　⑵　参加登録方法
　　現地開催が中止となりましたので，当日登録はございません．
　　上記期間内に大会ホームページより参加登録手続きを行ってください．
　　なお，懇親会は中止とさせていただきます．
　⑶　参加方法
　　参加登録（参加費納入済）をいただきました方々には，開催 1 週間前に参加証兼領収書の発送を予定し

ております．
　　また，Web 開催専用ページへのログイン ID およびパスワードを 11 月 4 日（水）までに下記登録事務

局よりメール配信しております．
　　※  ID およびパスワードのメールが届かない方は必ず 11 月 11 日（水）17：00 までに登録事務局（JTB

社）へご確認をお願いいたします．
　　【参加登録についてのお問い合わせ先】
　　株式会社 JTB　MICE デスク
　　「第 37 回日本障害者歯科学会総会および学術大会」係
　　〒 170-0013　東京都豊島区東池袋 3-23-14-8F
　　JTB ビジネスネットワーク内
　　TEL：03-5949-1340　FAX：03-5396-8140
　　E-mail：jsdh37@jbn.jtb.jp
　　営業時間：10：00～17：00（土・日・祝日は休業）

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 2 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ください．

4. 入会
　　一般社団法人日本障害者歯科学会への新規入会については学会ホームページ（http://www.kokuhoken.

or.jp/jsdh-hp/html/）よりご確認ください．
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5. 日本歯科医師会生涯研修登録
　　第 37 回総会および学術大会は，オンデマンド配信のため，特別研修単位は取得できません .
　　受講研修単位のみ取得が可能となりますので，受講研修単位の登録をされる先生は，第 37 回総会およ

び学術大会 Web 学会視聴ページ内にある「日歯生涯研修登録」より，日歯生涯研修 ID の登録をして
ください．

6. 学会単位認定
　⑴　教育講演Ⅰ
　　「歯科診療のリスクとリスク低減の考え方　―エラーメカニズムと対策の考え方―」
　　※専門医更新のための基本研修会「医療安全セミナー」に該当します．
　　本講演は，専門医更新のための基本研修会の必須セミナー（5 年間に 1 回以上の受講）のうち「医療安

全セミナー」の 2 単位に認定されます．専門医をすでに取得されている方で，受講証が必要な方は，本
講演受講後，必ず，専門医基本研修会受講者登録フォームより，受講証発行の申請をしてください．受
講証発行の申請がない場合には，専門医更新に必要な基本研修会を受講したことになりませんので，ご
注意ください．

　⑵　生涯研修委員会・医療安全委員会合同企画セミナー
　　「COVID-19 を経て今後の歯科診療における感染防止対策を再考する」
　　※診療報酬施設基準取得更新および専門医更新のための基本研修会「院内感染セミナー」に該当します．
　　本セミナーは，診療報酬施設基準取得更新および専門医更新のための基本研修会の必須セミナー（5 年

間に 1 回以上の受講）のうち「院内感染セミナー」の 2 単位に該当します．受講証が必要な方は，本講
演受講後，必ず，診療報酬施設基準取得更新および専門医更新のための基本研修会受講者登録フォーム
より，受講証発行の申請をしてください．また，講演中にキーワードを設定しますので，受講者登録
フォームにキーワードの入力をして送信してください．受講証発行の申請がない場合，また，受講者登
録フォームにキーワードの入力がない場合には，受講したことになりませんので，ご注意ください．

7. 注意事項
　⑴　参加証は日本障害者歯科学会認定制度等における大会ご出席の証明として利用できますので，大切に

保管してください．
　⑵　大会ホームページ上の視聴データの録画・録音，ダウンロード，また同一画面の複数人での視聴は禁

止いたします．

8. お問い合わせ先
　　（運営事務局）　一般財団法人口腔保健協会　コンベンション事業部内
　　　　　　　　　〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9　駒込 TS ビル 402
　　　　　　　　　TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
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演者の方へのお知らせとお願い

【口頭発表・ポスター発表共通】
　⑴　発表データ受付期間（2020 年 9 月 1 日（火）～10 月 1 日（木）12：00）内にデータがご登録されてい

ない，参加登録費の入金が確認できない方は『演題取り下げ』とさせていただきます．
　⑵　お送りいただいたデータは Web 開催期間中，専用ホームページ内で公開されることをご了承くださ

い．
　⑶　症例の提示などにおける個人情報保護の配慮について，十分注意してください．
　　個人情報保護への配慮については，学会ホームページよりご確認ください．
　⑷　一般演題の抄録本文中の COI に関する記載は，すべて無しで統一させていただきました．

【口頭発表】
　⑴　PowerPoint または Keynote にて作成したスライドにナレーション音声を含めていただく形式となり

ます．
　⑵　発表時間は【7 分】といたします．時間は厳守でお願いいたします．
　⑶　発表演題に対して，質疑応答フォームを設け，演者へ後日フィードバックする方式といたします．
　⑷　発表者はデータ作成後，大会ホームページの「口頭発表登録フォーム」へ期間内に mp4 形式の動画

に変換していただいたデータ（50 MB まで）をご提出ください．
　　データ名は，管理上「演題番号 _ 演者名」としてください．
　　　例：O-1_ 山田太郎
　　　受付期間：2020 年 9 月 1 日（火）～10 月 1 日（木）12：00
　⑸　口演発表に関する注意事項
　　・ 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 スライドの書式は学会ホームページよりダウンロードできます．
　　・タイトルスライド（演題番号，演題名，演者名，所属）を必ず入れて作成してください．
　　・発表スライドは，横 4：縦 3 または横 16：縦 9 のスライドサイズにて作成してください．
　　・フォントは OS に標準搭載されているものを使用してください．
　　　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，Georgi
　　・アニメーション，動画のご利用は可能です．
　　・ 発表スライドページ数に制限はありませんが，データの容量は 50 MB まで，7 分の発表時間でおさ

めていただくよう作成してください．
　　・データ形式は必ず最終的に mp4 ファイルへ変換したデータをご提出ください．
　　・データ提出後の差し替えはなるべくお控えいただきますようご協力をお願いいたします．
　　・登録期間後のご登録・修正は受け付けておりませんのでご注意ください．
　　・締め切り間際はアクセスが集中することが予想されますので，お早めにご登録をお願いいたします．
　　・会期終了後，登録されたすべてのデータは事務局にて責任を持って消去いたします．

【ポスター発表】
　⑴　ポスター会場で掲示するポスターをホームページ上で閲覧する形式となります．実際にパネルに貼付

する内容で作成ください．
　⑵　データ作成は大会ホームページのテンプレート（PPT）を用いて作成ください．PDF（容量は 10 MB

まで）に変換して受付期間内に「ポスター登録フォーム」よりアップロードをしてください．
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　　データ名は，管理上「演題番号 _ 演者名」としてください．
　　　例：P-1_ 山田花子
　　　受付期間：2020 年 9 月 1 日（火）～10 月 1 日（木）12：00
　⑶　発表演題に対して，質疑応答フォームを設け，演者へ後日フィードバックする方式といたします．
　⑷　ポスター発表に関する注意事項
　　・ ポスターの上部に，演題番号，演題名，氏名，所属を記載してください．テンプレートに掲載領域を

表示しています（お顔写真の掲載は不要です）．
　　・本文・図・写真・表などは，テンプレートの枠内に掲示してください．
　　・ 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

を掲示してください．COI スライドの書式は学会ホームページをご参照ください．
　　・フォントは OS に標準搭載されているものを使用してください．
　　　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，Georgi
　　・1 演題あたり 10 MB までの容量で作成してください．
　　・データ形式は必ず最終的に PDF ファイルへ変換したデータをご提出ください．
　　・データ提出後の差し替えはなるべくお控えいただきますようご協力をお願いいたします．
　　・登録期間後のご登録・修正は受け付けておりませんのでご注意ください．
　　・締め切り間際はアクセスが集中することが予想されますので，お早めにご登録をお願いいたします．
　　・会期終了後，登録されたすべてのデータは事務局にて責任を持って消去いたします．
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特別講演Ⅰ

座長：第 37 回日本障害者歯科学会総会および学術大会大会長　宮 城 　 敦

「自閉症スペクトラムへの対応」
よこはま発達クリニック院長/大正大学心理社会学部臨床心理学科教授　内山登紀夫

特別講演Ⅱ

座長：第 37 回日本障害者歯科学会総会および学術大会大会長　宮 城 　 敦

「障害者歯科「草分け」の記　―私がのめり込んだ理由（わけ）―」
松本歯科大学名誉/特任教授　笠 原 　 浩

教育講演Ⅰ

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

「歯科診療のリスクとリスク低減の考え方 
―エラーメカニズムと対策の考え方―」

株式会社安全推進研究所代表取締役所長/自治医科大学名誉教授　河野龍太郎

教育講演Ⅱ

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

「一般開業医（かかりつけ歯科医）に役立つ摂食機能療法の実際」
日本大学歯学部摂食機能療法学講座教授　植田耕一郎
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教育講演Ⅲ

座長：神奈川歯科大学横須賀 ･ 湘南地域災害医療歯科学研究センター　李 　 昌 一

「遺伝子疾患の医学的対応の現状　―歯科医療に求められるもの―」
みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家診療部長　近 藤 達 郎

教育講演Ⅳ

座長：独立行政法人国立病院機構千葉東病院　大 塚 義 顕

「筋ジストロフィーを知り，患者をささえる」
りべるたすクリニック院長　河 原 仁 志

教育講座Ⅰ

座長：東京都立東部療育センター　中 村 全 宏

「成人先天性心疾患（ACHD）と歯科治療 
―増え続ける ACHD 患者の安全な歯科治療を実現するには―」

九州歯科大学リスクマネジメント歯科学分野
口腔保健・健康長寿推進センター（兼任）教授　大 渡 凡 人

教育講座Ⅱ

座長：昭和大学歯学部小児成育歯科学講座　綾 野 理 加

「重症心身障害者における摂食機能障害の重症度別タイプ」
独立行政法人国立病院機構千葉東病院歯科医長　大 塚 義 顕
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教育講座Ⅲ

座長：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

「歯科衛生士による脳卒中患者のオーラルマネジメント 
―回復期からの関わり方のコツ―」

医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科　二 宮 静 香

教育講座Ⅳ

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

「障害を有する小児の口腔所見と歯科診療時の対応について」
鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授　朝 田 芳 信

シンポジウムⅠ

コーディネーター・座長：日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座　　　　　　　　野本たかと

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

「障害児の口腔機能発達支援における多職種連携」
神奈川県立こども医療センター新生児科部長・周術期センター長　豊 島 勝 昭

横浜市南部地域療育センター言語聴覚士　櫛 田 弘 美
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座講師　遠 藤 眞 美

茨城県歯科医師会口腔センター水戸　野 村 美 奈
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シンポジウムⅡ

コーディネーター・座長：松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座　小笠原　正

東京都立心身障害者口腔保健センター　　　前 田 知 美

「高齢社会を支える障害者歯科医療のあり方を考える 
ー終末期までの介護と医療ー」

昭和大学医学部医学教育学講座教授　髙 宮 有 介
まき歯科医院歯科衛生士　猪 野 貞 子

海老名総合病院歯科口腔外科部長　石 井 良 昌
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

相模女子大学栄養科学部管理栄養学科応用栄養学研究室　吉 野 陽 子

シンポジウムⅢ

コーディネーター・座長：鈴木デンタルクリニック　　鈴 木 聡 行

東京都立東部療育センター　中 村 全 宏

「私の障害者歯科　―障害者の患者様にどう対応されていますか―」
東京都立心身障害者口腔保健センター　関 口 五 郎

医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック　江 面 陽 子
あきやま歯科医院院長　秋 山 賢 一

公益財団法人柏市医療公社医療センター歯科診療部部長　宮 下 直 也
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シンポジウムⅣ

コーディネーター・座長：広島大学病院障害者歯科　　　　　岡 田 芳 幸

神奈川歯科大学横須賀 ･ 湘南地域
災害医療歯科学研究センター　　　李 　 昌 一

「未来の障害者歯科医療　―超高齢社会医療への展開―」
広島大学病院口腔健康発育歯科障害者歯科講師　尾 田 友 紀

一般社団法人ヨコハマプロジェクト　近 藤 寛 子
社会福祉法人訪問の家　横浜市多機能型拠点　郷　歯科衛生士　深 町 厚 子

香川大学医学部歯科口腔外科学教授　三 宅 　 実
神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座教授　森 本 佳 成

公開コンサート

座長：第 37 回日本障害者歯科学会総会および学術大会大会長　宮 城 　 敦

「物言わぬ我が子が教えてくれたこと　―感謝と共に生きる日々―」
シンガーソングライター　M I M O

「ヨコスカ発　アフリカンパーカッション＆ダンスパフォーマンス」
知的障害者のアフリカ太鼓群団　ホンキートンク

特別講座

座長：第 37 回日本障害者歯科学会総会および学術大会準備委員長　小 松 知 子

「ダウン症の娘を育てて」
日本福祉大学客員教授／久が原書道教室主宰　金 澤 泰 子
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医療福祉連携委員会企画シンポジウム

医療福祉連携委員会委員長　江 草 正 彦

「あなたの発見が制度を変える　―障害者虐待を見つける歯科医療者の目―」

災害対策委員会企画

災害対策委員会委員長　服 部 　 清

「支援者とともに考える障がい者歯科医療機関の災害対策」

生涯研修委員会・医療安全委員会合同企画セミナー

生涯研修委員会委員長　中 村 全 宏

医療安全委員会委員長　久 慈 昭 慶

「COVID-19 を経て今後の歯科診療における感染防止対策を再考する」
東京歯科大学歯科麻酔学講座講師

東京歯科大学水道橋病院医療安全管理室室長　半 田 俊 之

認定歯科衛生士審査委員会企画ポスター展示

認定歯科衛生士審査委員会委員長　島 村 和 宏

「認定歯科衛生士審査委員会報告 
―現状報告および新規・更新申請に関する注意点について―」
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宿題委託研究報告

座長：大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部　秋 山 茂 久

「Tourette 症候群のチック症状に対する歯科スプリントによる治療効果」
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

企業セミナー 1

共催：アッヴィ合同会社
「WITH コロナ時代の処方箋 

―ウイルス性肝炎克服の歴史から学びましょう―」
株式会社日立製作所日立総合病院副院長　鴨志田敏郎

企業セミナー 2

座長：松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座　小笠原　正

共催：株式会社セキムラ
「笑気吸入鎮静法を見直す」

九州歯科大学附属病院あんしん科診療科長　原 野 　 望
医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院院長　石 倉 行 男

松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座教授　小笠原　正

企業セミナー 3

共催：アレクシオンファーマ合同会社
「歯科領域が重要な役割を担う疾患：低ホスファターゼ症の基礎と 

最近の知見　―「ONE TEAM」による早期診断体制の構築へ」
大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室教授　仲 野 和 彦
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一般口演

医療実態

O-B-1 2 次医療センター障害者歯科診療所開設後 2 年の初診患者の実態調査
 ○鎌田 有一朗1）・田中 直人1）・渡辺 徹1）・氏家 博1）・白田 泰愛1）・百衣 啓至1）・勝畑 尚幸1）・ 

徐 完植1）・田中 味香1）・岡野 恭子1）・児玉 真理1）・宮城 敦2）・小松 知子2）

 1）鎌倉市口腔保健センター障害者歯科診療所
 2）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座

O-B-2 当センター歯科における矯正歯科患者の実態調査
 ○成瀬 正啓・黒澤 美絵
 神奈川県立こども医療センター歯科

O-B-3 自閉スペクトラム症に対する支援の現状とニーズに関するアンケート
 ○入江 啓輔・義村 さや香・稲富 宏之・十一 元三
 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻作業療法学講座

臨床統計

O-C-1 当歯科医院における 20 年間の日帰り全身麻酔下治療の動態
 ○鳥居 孝・西田 尚史・菅野 栄子
 鳥居歯科医院

O-C-2 脳性麻痺患者における固定性補綴治療後の抜歯リスク因子
 ○眞方 信明1）・田上 直美2）・鮎瀬 てるみ2）・米山 香織2）・切石 健輔2）・川崎 華子1）・ 

富永 孝志2）・鮎瀬 卓郎1）

 1）長崎大学大学院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

O-C-3 某 2 病院障害者歯科における患者の比較とわれわれの役割について
 ○島田 真菜美・丸川 浩平・能崎 晋一
 NHO 金沢医療センター

O-C-4 当院重症心身障害児（者）病棟での口腔状況実態調査
 ○土田 佳代1）・岩崎 昭憲1）・大林 由美子2）・三宅 実2）

 1）独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター
 2）香川大学医学部歯科口腔外科学講座

O-C-5 歯科治療が障害者の介助者の不安感や精神的健康度へ与える影響
 ○濱 陽子1）・宮内 美和1）・大石 瑞希1）・岡田 紗夜1）・沖野 恵梨1）・新谷 宏規2）・内藤 真理子3）

 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
 3）広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学

一般口演
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一般口演

O-C-6 障害者の全身麻酔終了時にラリンジアルマスクエアウェイを深麻酔下に抜去する方法の効果
 ○旭 吉直1，2）・大道 士郎1，2）・山本 朱美2）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加1，2）・ 

兵頭 美穂1）・青野 陽2）・高崎 義人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

O-C-7 歯科衛生士専門学校学生の障害者歯科・歯科麻酔に関する意識調査  
―臨床実習前後の比較―

 ○岡田 紗夜1）・大石 瑞希1）・沖野 恵梨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

対応法

O-D-1 トークンエコノミーとしての“コップ遊び”トレーニング効果について  
―歯科診療時の布製シート（抑制帯）からの離脱を目安として―

 ○上出 清恵・大岩 隆則・太田 増子・加藤 礼子
 愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科

O-D-2 全身麻酔と静脈内鎮静を併用し，重度異常絞扼反射患者の口腔内衛生状態を改善させた症例
 ○工藤 香菜恵1）・安倍 将太2）・川合 宏仁2）・山崎 信也2）

 1）医療法人みゆき歯科医院
 2）奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科

O-D-3 退行様現象による認知症を併発した Down 症候群患者への全身麻酔下歯科治療経験
 ○鈴木 史人
 国立病院機構あきた病院歯科麻酔・障害者歯科

症例報告

O-F-1 歯科診療室に入室も困難な患者に対して座位保持システム（子ども用車いす）を使用した 3 症例
 ○太田 増子・大岩 隆則・上出 清恵・加藤 礼子
 愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科

O-F-2 抗てんかん薬に関連する薬剤性歯肉増殖症の 1 例
 ○兵頭 美穂1）・山本 朱美2）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加1，2）・青野 陽2）・ 

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
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O-F-3 骨盤内未分化肉腫の既往がある重度歯科恐怖症患者の一例
 ○山下 里織1）・永井 悠介1）・池見 佳子1）・荒井 千春2）・河野 裕3）・天野 郁子1）

 1）大分県口腔保健センター
 2）別府発達医療センター
 3）敷戸小児歯科

O-F-4 味覚障害に起因したフレイルに対して，亜鉛補充療法が奏功した一例
 ○佐川 敬一朗1，2）・戸原 雄1，2）・田村 文誉1，2）・菊谷 武1，2，3）

 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

口腔衛生・予防・保健指導

O-H-1 本学附属病院障害者歯科における口腔衛生指導の現状と課題  
―付添者に対する調査による検討―

 ○横山 滉介1）・小松 真理子1）・外丸 亜寿香1）・川邊 裕美2）・能地 玲子2）・岡部 愛子2）・ 
渡辺 匡2）・宮城 敦2）・小松 知子2）・森本 佳成3）

 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学分野
 3）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座

O-H-2 口腔ケアによる咽頭部剥離上皮膜の形成予防効果
 ○朝比奈 滉直1）・秋枝 俊江2）・宮原 康太3）・松村 康平4）・小笠原 正2）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
 3）広島大学病院障害者歯科
 4）松村デンタルクリニック

O-H-3 歯科恐怖症に対する行動療法の再構築が奏功した成人患者の一例
 ○有友 たかね1）・磯田 友子1，3）・横田 悠里1，3）・戸原 雄1，3）・田村 文誉1，3）・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部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

地域医療

O-I-1 当歯科医師会における障害者等歯科保健医療推進事業報告
 ○松崎 哲・藤野 悦男・出浦 惠子・小宮山 和正・阿部 有孝・桑原 栄・大島 修一
 埼玉県歯科医師会
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O-I-2 当地区障害者歯科室の歯科医療連携における最近 3 年間の患者動態
 ○西村 三美1）・藤澤 愛1）・黒岩 亜季1）・竹原 由貴1）・木本 未1）・伊藤 明子1）・小佐々 いず美1）・ 

今井 由美1）・生田 直美1）・佐藤 ひろみ1）・加賀谷 昇1，2）・吉田 直人1，3）・安達 吉嗣1）

 1）文京区障害者歯科室
 2）加賀谷歯科医院
 3）ナガタ歯科

O-I-3 当地区障害者歯科室と協力歯科医の診療室による連携  
―各患者の症例報告と考察―

 ○加賀谷 昇1，2）・小林 美生1）・齊藤 怜子1）・植田 美知子1）・加賀谷 忠樹1）・西村 三美2）・ 
佐藤 ひろみ2）・吉田 直人2，3）・安達 吉嗣2）

 1）加賀谷歯科医院
 2）文京区障害者歯科室
 3）ナガタ歯科

O-I-4 障害福祉サービス利用者において歯科健診の困難な者の割合とかかりつけ歯科がある者の割合
 ○坂本 友紀1）・伊藤 梓1）・戸谷 由里1）・渋谷 光広2）・石川 昭2）・鈴木 一2）・氣賀 康彦2）・ 

才川 隆弘2）・村上 祐介2）

 1）浜松市健康福祉部健康増進課（口腔保健支援センター）
 2）一般社団法人浜松市歯科医師会

O-I-5 二次医療圏からみた障害者に対する専門的歯科医療機関の分布に関する研究
 ○大澤 航介1）・平田 創一郎1）・大川 由一2）・田代 宗嗣1）

 1）東京歯科大学社会歯科学講座
 2）千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科

COVID-19

O-L-1 本院における病棟・手術室 COVID-19 対策  
―手術症例全例 SARS-CoV-2 PCR 検査施行方針の決定―

 ○大野 由夏1）・高木 沙央理1）・小林 克江2）・牧野 兼三2）・鈴木 史人3）・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
 3）独立行政法人国立病院機構あきた病院歯科

O-L-2 COVID-19 対策がもたらした影響  
―介護老人保健施設への訪問歯科診療中断に関する調査―

 ○山本 朱美1）・森 佳乃1）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加1，2）・兵頭 美穂2）・青野 陽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歯科診療部
 2）社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部
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基礎研究

P-A-1 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における PDLIM2 発現の低下
 ○矢口 学1）・田中 陽子1）・佐久間 圭1）・野村 宇稔2）・市川 一國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

P-A-2 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における IL-4 に対する炎症メディエーターの細胞内シグナ
ル伝達異常

 ○佐久間 圭1）・田中 陽子1）・矢口 学1）・野村 宇稔2）・市川 一國2）・小野 晃弘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）日本大学大学院松戸歯学研究科

P-A-3 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における MMP 発現への IL-4 の影響
 ○根岸 浩二1）・田中 陽子2）・矢口 学2）・佐久間 圭2）・野村 宇稔1）・市川 一國1）・比嘉 桂子1）・ 

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

P-A-4 Ⅱ型 P.g 由来タンパク分解酵素による Down 症候群由来歯肉線維芽細胞への影響
 ○野村 宇稔1）・田中 陽子2）・矢口 学2）・佐久間 圭2）・市川 一國1）・桑原 紀子3）・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
 3）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座

P-A-5 ストレス経験により誘発されたセントラルコマンドが循環動態に与える影響
 ○宮崎 裕則1）・宮原 康太1）・時数 智子2）・安田 陽香2）・古谷 千昌1）・渡 真由子3）・高島 慎輔1）・ 

尾田 友紀1）・岡田 芳幸1）

 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部門
 3）呉口腔保健センター

P-A-6 経管栄養者におけるう窩表層の細菌叢 16SrRNA 解析による検討
 ○小笠原 正1）・秋枝 俊江1）・朝比奈 滉直1）・島田 茂2）・島田 裟彩3）・植松 紳一郎4）・ 

勝又 たまき4）・谷口 誠5）・吉田 明弘6）

 1）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
 2）ちむわざ歯科
 3）琉球大学病院歯科口腔外科
 4）植松歯科医院
 5）口腔常在微生物叢解析センター
 6）松本歯科大学口腔細菌学講座

ポスター発表
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P-A-7 防湿が不十分な環境における充填用グラスアイオノマーセメントの物性評価
 ○長沼 由泰1）・高橋 正敏2）・高橋 温1）・佐々木 啓一1）

 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歯科生体材料学分野

P-A-8 イントロン内の配列が転写因子 Trps1 の発現に関与する
 ○佐伯 直哉1）・藤川 順司1，2）・中島 好明1）・赤松 由佳子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）堺市重度障害者歯科診療所

P-A-9 ブラッシング時の荷重が清掃性に与える影響―歯ブラシの毛先形態の違いに関するモデル評
価―

 ○地主 知世1）・遠藤 眞美1）・山岸 敦2）・高柳 篤史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）東京歯科大学衛生学講座

医療実態

P-B-1 本学における化学療法や放射線治療による粘膜炎に対する口腔ケアの実態
 ○山本 俊郎1）・中川 真希1）・中井 敬1）・大藪 桃子1，2）・木下 竜太1，3）・中尾 恵理子1）・ 

白杉 迪洋1）・佐藤 良樹1）・足立 哲也1，4）・足立 圭司1）・赤根 光宣1，5）・大迫 文重1）・雨宮 傑1，6）・ 
中村 亨1，7）・金村 成智1）

 1）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
 2）宇治武田病院歯科・口腔外科
 3）康生会クリニック歯科口腔外科
 4）京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院歯科
 5）済生会滋賀県病院歯科
 6）京都中部総合医療センター歯科口腔外科
 7）宇治徳洲会病院歯科口腔外科

P-B-2 某市立保健福祉センター歯科診療所における障害者歯科診療 20 年間の実態調査
 ○吉富 啓一1）・木山 富早恵2）・森岡 千恵子2）・足立 隆信1）・上田 恭史1）・平野 勝之1）・ 

古玉 克平1）・宮原 岳史1）・吉川 伸1）・中川 猛1）

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

P-B-3 障害者歯科医療を地域で支えるための取り組みについて
 ○姜 世野1）・嘉手納 未季1）・馬目 瑶子1）・佐藤 ゆり絵1）・栗谷 未来1）・伊原 良明2）・船津 敬弘3）

 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
 3）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
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P-B-4 当診療所における受診患者に対する意識調査
 ○川瀬 淳子1）・橋本 岳英1）・渡邊 和也1）・成田 光利1）・田中 繁寿1）・櫻井 泰伸1）・仲尾 賢一4）・ 

小野木 泉1）・椎名 麻里子2）・青木 尚美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
 4）静岡済生会総合病院歯科口腔外科

P-B-5 当院障害者歯科におけるインシデントの分析
 ○田崎 園子1）・原 麻莉1）・重松 愛子1）・前濱 和佳奈1）・尾崎 茜1）・今村 彩香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

P-B-6 当院障害者歯科センターの最近 15 年における実態調査
 ○島田 裟彩1）・加藤 大貴3）・後藤 新平2）・片岡 恵一1）・後藤 尊広1）・牧志 祥子3）・又吉 亮1）・ 

中村 博幸3）

 1）琉球大学病院歯科口腔外科
 2）琉球大学病院障害者歯科センター
 3）琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座

P-B-7 当歯科衛生センターにおける他医療機関への紹介患者の動態
 ○鎌田 弘明1）・金子 治2）・小林 顕2）・佐野 裕士2）・三澤 壮太郎2）・町田 貴敏2）・大谷 良2）・

佐々木 淳2）・巻 竜也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）公益社団法人東京都板橋区歯科医師会

P-B-8 二次障害者歯科診療所移転後の受診者の適応行動に関する調査
 ○西山 和彦1，2）・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 茂1）・宮田 利郎1）・平嶺 倫子1）・阿部 英子1）・半澤 栄一1）・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

P-B-9 当センターにおける初診患者の実態調査
 ○天野 郁子・池見 佳子・山下 里織
 大分県口腔保健センター

P-B-10 当センター歯科衛生士が初診予約用紙を活用した予約システムの検討
 ○野杁 明美1，3）・小林 邦枝1，3）・麻見 千登世1，3）・上石 恵里1，3）・赤間 ひとみ1，3）・由利 啓子1，3）・ 

山崎 てるみ2）・阿部 恵一3）

 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スペシャルニーズ歯科センター
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P-B-11 当センターの問診表改訂への取り組み
 ○赤松 明香1）・道満 朝美1）・十川 栄理子1）・高木 景子1）・藤田 琴美1）・笹山 澪1）・杉村 智行1）・ 

安井 仁司1）・秋山 茂久1，2）

 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

臨床統計：医療実態

P-Ca-1 某回復期リハビリテーション病院における脳卒中患者の咬合支持状態と義歯使用状況の調査
 ○山口 喜一郎・二宮 静香・原田 真澄・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

P-Ca-2 当院障害者歯科における患者高齢化の実態調査
 ○古谷 千昌1）・宮崎 裕則1）・宮原 康太1）・時数 智子2）・和木田 敦子2）・溝田 結日2）・ 

高島 慎輔1）・林内 優樹1）・尾田 友紀1）・岡田 芳幸1）

 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部門

P-Ca-3 一時保護所における被虐待児童の歯種別う蝕有病率に関する報告
 ○野上 有紀子・中村 由紀・築野 沙絵子・鈴木 絢子・笹川 祐輝・五月女 哲也・清川 裕貴・ 

朴沢 美生・岩瀬 陽子・齊藤 一誠・早崎 治明
 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野

P-Ca-4 A 大学病院障害者歯科初診患者の長期変化に関する回顧的調査―1980 年代より 10 年ごとの傾
向について比較する―

 ○森 貴幸
 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター

P-Ca-5 当院における小児がん患者への周術期等口腔機能管理の実態調査
 ○山口 知子1）・久保田 一見2）・刑部 月2）・石川 健太郎2）・松浦 光洋3）・江並 沙羅3）・ 

松原 こずえ3）・幸田 優美3）・弘中 祥司1，2）

 1）昭和大学口腔ケアセンター
 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）昭和大学藤が丘病院歯科・歯科口腔外科

P-Ca-6 当科において全身麻酔下歯科治療を受けた患者の実態調査
 ○新倉 啓太1）・高野 知子1，2）・勝畑 妙江子1）・鈴木 杏奈1）・中小路 美緒1）・宮崎 敬子1，3）・ 

グリーナン せつゑ1）・齋田 菜緒子4）・杉田 武士2，4）・有坂 博史2，4）・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）心身障害児総合医療療育センター歯科
 4）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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P-Ca-7 地域の歯科医師会会員の障害者歯科に対する意識調査　第一報　歯科衛生士の確保のために
 ○鈴木 香保利1，2）・井上 雅貴1）・小笠原 正2）・今村 恭也1）・藤田 尚臣1）・山本 浩貴1）・ 

深見 圭子1）・荻野 咲1）・石野 洋美1）・本多 陽子1）

 1）西尾市障害者歯科診療所
 2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-Ca-8 障害者支援施設における 25 年間の全身麻酔下歯科治療の実態調査
 ○関野 麗子1，2）・黒木 洋祐2）・那須 大介2，3）・三野 元崇2，4）・大久保 典子2）・飯野 さかえ2）・ 

永井 梨菜2）・中嶋 智子2）・内田 淳2）

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

P-Ca-9 こども病院における 5 年間の全身麻酔下歯科治療の実態
 ○廣藤 早紀・柳田 憲一
 福岡市立こども病院小児歯科

P-Ca-10 当科におけるスペシャルニーズ患者の全身麻酔下治療における統計学的検討
 ○竹内 薫子1）・大下 修弘1）・内田 琢也1）・吉田 啓太1）・加藤 裕彦1，2）

 1）大阪歯科大学歯学部歯科麻酔学講座
 2）あかしユニバーサル歯科診療所

P-Ca-11 当センター障がい者歯科における全身麻酔法と静脈内鎮静法についての実態調査
 ○棚橋 幹基1）・安田 順一1）・太田 恵未1）・徳倉 圭1）・玄 景華1）・岸本 敏幸2）・後藤 隆志2）・ 

櫻井 学2）

 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）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野

P-Ca-12 当県における静脈麻酔，静脈内鎮静法下での歯科治療の実態調査
 ○中川 直子1）・望月 慎恭1）・冨士 岳志1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・田村 瞬至1）・ 

山上 裕介1）・村上 康彦1）・大崎 麻末1）・山口 裕加1）・岩崎 仁史2）・蓜島 弘之1）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）なわ歯科医院

臨床統計：地域医療・口腔機能・その他

P-Cb-1 当県における障害のある方の歯科治療等に係る歯科医療機関調査
 ○松本 健太郎・青木 誠・藤江 明彦・谷口 優子・吉川 浩郎
 一般社団法人島根県歯科医師会東部口腔保健センター

P-Cb-2 重症心身障害児・者施設における 9 年間の歯科的実態調査
 ○山東 理沙・岡 雅子・上田 智恵子・湯崎 敬子・竹岡 高志・小畑 文也
 医療法人ウェルネス小畑歯科医院
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P-Cb-3 某地域歯科診療支援病院における初診患者の実態調査―第二報―
 ○白井 貴子・蓜島 桂子・内藤 慶子・武塙 香菜・刑部 悦代
 浜松医療センター

P-Cb-4 障害福祉サービス事業所利用者における歯磨き状況と定期的歯科受診との関連性
 ○星 久美1，2）・高橋 温1）・相田 潤3）・長沼 由泰1）・貴田岡 亜希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

P-Cb-5 知的能力障害児における歯科定期受診の有無，フッ素塗布状況とう蝕経験との関連について
 ○中山 朋子1）・前濱 和佳奈1）・緒方 麻記1）・中嶋 真理子1）・田崎 園子1）・尾崎 茜1）・ 

原 麻莉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

P-Cb-6 当センターで全身麻酔下歯科治療のため三次医療機関へ紹介した患者の実態調査―保護者アン
ケートより―

 ○黒田 由香里1）・立浪 康晴1）・向野 正子1）・山越 智津子1）・大平 千尋1）・城岸 美悠1）・ 
土肥 妙子2）・影近 瑞穂2）・金田 渚2）・石川 亨1）・藤井 達郎1）・佐伯 亮太1）・宮本 暦1）・ 
水野 二郎1）・小笠原 正3）

 1）富山県歯科保健医療総合センター
 2）富山歯科総合学院
 3）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-Cb-7 障害者歯科における補綴物装着率の加齢変化に対する検討―平成 28 年全国歯科疾患実態調査
との比較―

 ○若林 侑加1）・尾田 友紀2）・安田 陽香1）・古谷 千昌2）・宮原 康太2）・宮崎 裕則2）・ 
高島 慎輔2）・中岡 美由紀1）・岡田 芳幸2）

 1）広島大学病院診療支援部歯科部門
 2）広島大学病院障害者歯科

P-Cb-8 障害者における義歯の使用可否に影響を及ぼす因子の検討
 ○安田 陽香1）・尾田 友紀2）・若林 侑加1）・古谷 千昌2）・宮原 康太2）・宮崎 裕則2）・ 

高島 慎輔2）・中岡 美由紀1）・岡田 芳幸2）

 1）広島大学病院診療支援部歯科部門
 2）広島大学病院障害者歯科

P-Cb-9 当科における初診患者の実態調査
 ○吉松 英樹・田中 佑人・伊達岡 聖・越野 沙紀・沖垣 舞・小野 圭昭
 大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
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P-Cb-10 某特別支援学校教職員に対する食事介助に関するアンケート
 ○杉山 知子1）・住田 まさ子2）・玄 景華3）

 1）杉山歯科医院
 2）伊藤歯科医院
 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

P-Cb-11 歯科医院における針刺し・切創等の分析
 ○蓜島 桂子・内藤 慶子・武塙 香菜・白井 貴子・刑部 悦代・樋口 有佳里
 浜松医療センター

P-Cb-12 障害者の可撤式義歯対応における臨床経験からの考察
 ○森主 宜延1，2）・森主 真弓1）

 1）もりぬし小児歯科医院
 2）独立行政法人国立病院機構都城医療センター

対応法

P-D-1 氷山モデルを用いた自閉症スペクトラム障害患者への対応症例
 ○篠田 則子・渡辺 真人・山本 夏彦・丹羽 由佳子・日野 和枝・池田 弥生・冨樫 留美・ 

田中 光代・深川 直子・佐藤 幸子・小城 哲治・小林 利也・風間 智之・渡邊 奈美子・ 
片山 正昭

 藤沢市歯科医師会

P-D-2 デンタルチェアを用いないで行うトレーニングから通法での健診へ移行できる要因：自閉スペ
クトラム症児と Down 症候群児との比較

 ○大西 智之・金高 洋子・藤原 富江・田井 ひとみ・中井 菜々子・久木 富美子・浜田 尚香・
樂木 正実

 大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科

P-D-3 系統的レビューによる感覚過敏の脱感作法の現状についての検証
 ○山田 裕之1）・田村 文誉1）・加藤 篤2）・猪狩 和子3）・江草 正彦4）・玄 景華5）・高井 理人6）・ 

野本 たかと7）・弘中 祥司8）・町田 麗子9）

 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）愛知県療育医療総合センター
 3）東北大学病院障害者歯科治療部
 4）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 5）朝日大学歯学部障害者歯科
 6）医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ
 7）日本大学松戸歯学部障害者歯科
 8）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
 9）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
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P-D-4 物理的行動調整法と薬物的行動調整法（静脈内鎮静法・全身麻酔法）での診療時ストレスの比
較

 ○田中 純子1）・重枝 昭広1）・小田 泰之2）・勝俣 正之2）・山崎 一男1，2）・新井 敬3）・湯川 慎太郎4）

 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）平井歯科医院
 4）市来歯科医院

P-D-5 歯科用レジン誤飲・誤嚥時における MDCT による検出精度の検討
 ○望月 慎恭1）・冨士 岳志1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・田村 瞬至1）・村上 康彦1）・ 

山上 裕介1）・中川 直子1）・大崎 麻末1）・山口 裕加1）・内田 清美2）・三井 美幸2）・ 
田中 春菜2）・小林 恵奈2）・蓜島 弘之1）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）松本歯科大学病院歯科衛生士室

P-D-6 当センターでのインシデント事例に基づいた患者情報管理体制についての検討
 ○竹内 優佳1）・藤田 千紘1）・武居 まゆみ1）・浅川 剛吉3）・澤味 規1）・今野 歩1）・水野 貴誠1）・

三浦 誠1）・杉山 紀子2）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会
 3）昭和大学歯学部小児育成歯科学講座

合併疾患・全身管理

P-E-1 2 次医療機関における高齢障害者患者に対する静脈内鎮静法の検討
 ○間宮 秀樹・堀本 進・高橋 恭彦・山本 夏彦・橋本 富美・似鳥 純子・松川 純子・ 

和田 光利・片山 正昭
 藤沢市歯科医師会

P-E-2 高度肥満を伴う自閉スペクトラム症患者の全身麻酔経験
 ○小柳 裕子・関野 麗子・里見 ひとみ・北山 稔恭・岡 俊一
 日本大学歯学部歯科麻酔学講座

P-E-3 演題取り下げ

P-E-4 当センターにおける日帰り全身麻酔法術前血液検査結果の実態調査―第 3 報：薬剤種類数との
関連について―

 ○関口 五郎1）・重枝 昭広1）・横田 英子1）・平林 幹貴1）・田中 純子1）・小田 泰之2）・ 
勝俣 正之2）・山崎 一男1，2）

 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
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P-E-5 喉頭気管分離術（LTS）を施行した重症心身障害児（者）の口腔内細菌数についての検討 
―経口・非経口摂取期間による検討―

 ○加藤 篤1）・田中 恵1）・横山 善弘1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき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
 2）名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形態医学講座口腔外科学分野

P-E-6 歯科治療時におけるアルコ－ル関連障害群患者の自律神経解析
 ○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

P-E-7 精神遅滞を伴う小児の 1 型糖尿病患者の周術期管理経験
 ○田原春 早織・城 尚子・黒田 依澄・奥村 陽子・佐藤（朴） 曾士
 愛知学院大学歯学部麻酔学講座

症例報告：対応法

P-Fa-1 鋭利な歯科用器具の受け入れに難渋した ASD 患者の 1 症例
 ○石塚 あかね・永尾 康・久保 英範・山地 知子・水田 朋子・島崎 涼佳・三浦 雅明
 埼玉県総合リハビリテーションセンター

P-Fa-2 CHARGE 症候群患者への歯科的対応
 ○石垣 孝司郎1）・清水 雄1）・石毛 碧1）・本多 亮1）・榮 健臣1）・内田 真美子1）・佐貫 千夏1）・ 

荒川 裕美1）・花谷 重守2）・寒河江 明美3）・笠原 文夏3）・黒瀬 由喜子3）・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）鶴見大学短期大学部歯科衛生科
 3）鶴見大学歯学部附属病院歯科衛生士部

P-Fa-3 歯科恐怖症をもつ知的能力障害者に行動変容を行った 1 例
 ○鈴木 奈穂1）・佐藤 瑞樹1）・熊井 鈴子1）・福島 圭子1）・久木留 宏和1，3）・小杉 謙介1，4）・ 

斉藤 崇1）・辻野 啓一郎1，2）・横尾 聡4）・新谷 誠康2）・一戸 達也3）

 1）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
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P-Fa-4 ブラッシング指導と患者の環境の変化により口腔衛生状態が改善した知的能力障害者の 1 例
 ○熊井 鈴子1）・佐藤 瑞樹1）・鈴木 奈穂1）・福島 圭子1）・久木留 宏和1，3）・小杉 謙介1，4）・ 

斉藤 崇1）・辻野 啓一郎1，2）・横尾 聡4）・新谷 誠康2）・一戸 達也3）

 1）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

P-Fa-5 Down 症候群患者の歯周病に対する 24 年間の継続管理症例
 ○中神 正博1，2）・鎌田 真砂史1，3）・吉田 幸司1）・藤家 恵子1）・麻柄 真也1）・長谷川 雅一1）・ 

佐野 栄作1）・花房 千重美1）・高瀬 ひかり1）・西尾 由香里1）・伊東 宏1）・上月 康司1）・ 
井堂 信二郎1）・岡村 康祐1）・緒方 克也4）

 1）加古川歯科保健センター
 2）山脇歯科医院
 3）カマダ歯科クリニック
 4）社会福祉法人 JOY 明日への息吹

P-Fa-6 聴覚過敏を伴った自閉スペクトラム症に試みた歯科治療の一症例
 ○山之内 文彦1）・五十嵐 尚美2）・茂呂 裕康3）

 1）やまのうち歯科医院
 2）とちぎ歯の健康センター
 3）栃木県歯科医師会

P-Fa-7 口腔内の自傷行為の防止に苦慮した Lesch-Nyhan 症候群の 1 例
 ○佐藤 ゆり絵1）・嘉手納 未季1）・馬目 瑶子1）・姜 世野1）・栗谷 未来1）・下村 直史2）・ 

新田 雅一2）・船津 敬弘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

P-Fa-8 Weaver 症候群男児の口腔所見について
 ○友利 浩一郎・国吉 初枝・幸喜 奈緒子・崎原 美奈子・上地 智博
 上地歯科医院

P-Fa-9 高度肥満を伴う自閉スペクトラム症患者の歯科治療導入へのトレーニング経験
 ○大石 瑞希1）・岡田 紗夜1）・沖野 恵梨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

P-Fa-10 行動障害のある自閉スペクトラム症患者の全身麻酔下歯科治療の 1 症例
 ○木村 敬次リチャード・志岐 晶子・砥上 京子・藤田 真以
 リチャード歯科
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P-Fa-11 多数歯う蝕を有する自閉症スペクトラム障害の被虐待児に対し，歯科トレーニングを行った一
症例

 ○益子 恵1，2）・紺野 有紀子1，2）・山上 香1，2）・三田村 治郎2）・仙名 あかね1，3）・山本 亜紀2，4）・ 
江面 陽子1，5）

 1）国際医療福祉リハビリテーションセンターなす療育園
 2）国際医療福祉大学クリニック健康管理センター
 3）ともファミリー歯科
 4）自治医科大学付属病院歯科口腔外科
 5）医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック

P-Fa-12 1 回 4 時間のブラッシングを 1 日に複数回行う強迫性障害患者の行動変容の 1 例
 ○高瀬 ひかり1）・中神 正博1，2）・花房 千重美1）・鎌田 真砂史1，3）・伊東 宏1）・藤家 恵子1）・ 

吉田 幸司1）・井堂 信二郎1）・岡村 康祐1）・橘 進彰1，4）・中谷 雅秀1）・川守 政雄1）・ 
淺原 周平1）・加茂 なつみ1）・緒方 克也5）

 1）加古川歯科保健センター
 2）山脇歯科医院
 3）カマダ歯科クリニック
 4）加古川中央市民病院
 5）社会福祉法人明日への息吹

P-Fa-13 2q37 欠失症候群患児に対する口腔管理の一例
 ○櫻井 敦朗・棚瀬 稔貴・田村 梨恵・木村 基善・本間 宏実・新谷 誠康
 東京歯科大学小児歯科学講座

P-Fa-14 乳児型異染性白質ジストロフィーの歯科治療経験
 ○林 佐智代・江口 采花・野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-Fa-15 環状 14 番染色体症候群患者の歯科治療経験
 ○天野 郁子・池見 佳子・山下 里織
 大分県口腔保健センター

P-Fa-16 成人の自閉スペクトラム症患者に施設と連携したトレーニングで通法下での歯科治療を行えた
一例

 ○岡本 由莉1，2）・伊藤 美咲1）・市川 愛希子1）・中島 好明1）・安藤 早礎1）・村上 旬平1）・ 
秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部障害者歯科治療部
 2）医療法人リヒタント岡本歯科診療所
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P-Fa-17 下唇の咬傷から蜂窩織炎を起こした Lesch－Nyhan 症候群患児への歯科的対応
 ○野島 靖子1）・綾野 理加1）・森 貴幸1）・関 愛子1）・山本 昌直1）・東 倫子1）・劉 法相1，2）・ 

高盛 充仁1，2）・前川 享子1，3）・後藤 拓朗1，4）・小林 幸生1，5）・半井 桜子1，6）・下野 賢吾1，7）・ 
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）岡山大学歯学部歯科麻酔・特別支援歯学分野
 3）プライムホスピタル玉島
 4）三豊総合病院
 5）岡山赤十字病院
 6）はなふさこどもデンタルクリニック
 7）土屋歯科医院

症例報告：鎮静法・全身麻酔

P-Fb-1 ゴーシェ病患者に対する静脈内鎮静法下での歯科治療の一例
 ○水野 貴誠1）・篠原 健一郎3）・平山 若葉1）・上村 美月1）・竹内 優香1）・松根 健介4）・ 

砂田 勝久3）・三浦 誠1）・杉山 紀子2）

 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
 4）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座

P-Fb-2 笑気吸入鎮静下での抜歯時に縫合針を誤飲した障害者患者の 1 例
 ○深水 篤・吉富 貴博・川島 みなみ・吉武 博美・甲斐 悠希・杉本 志・徳美 愛・伊東 隆利
 伊東歯科口腔病院

P-Fb-3 意識下歯科治療困難な一卵性双生児の Cornelia de Lange 症候群患者を全身麻酔下で管理した
症例

 ○吉田 健司・佐藤 光・今井 彩乃・与那城 夢乃・木村 楽・小汲 大二郎・安部 将太・ 
北條 健太郎・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

P-Fb-4 オトガイ下部に外歯瘻を発症した自閉スペクトラム症患者の 1 症例
 ○芳沢 恒祐1）・水津 美鶴1）・清河 あゆみ1）・清水 政紀1）・中岡 裕美1）・二瓶 樹1）・ 

藤田 菜津子1）・植木 泰光1）・板阪 深紀2）・若松 春菜2）・長野 孝俊3）・關田 俊介4）・ 
石津 直子5）・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衛生士部
 3）鶴見大学歯学部歯周病学講座
 4）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
 5）横浜療育医療センター歯科
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P-Fb-5 手術室全身麻酔下で智歯抜歯を行った prune belly 症候群の 1 例
 ○長束 智晴1）・塚田 裕樹1）・宮崎 敬子2）・高橋 光1）・高久 勇一朗1）・佐藤 陽子3）・ 

坂口 由妃3）・半沢 篤4）・福田 謙一4）・市川 雄二1）

 1）東京都保健医療公社豊島病院歯科口腔外科
 2）心身障害児総合医療療育センター歯科
 3）東京都保健医療公社豊島病院看護部
 4）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

P-Fb-6 手術歴がある鏡-緒方症候群患児の麻酔経験
 ○坂水 愛理1，2）・矢口 絵莉香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

P-Fb-7 気管軟化症に対して長期気管切開の既往がある知的障害患者への気管挿管に 3D プリンターが
有効であった 1 例

 ○星野 立樹1）・小鹿 恭太郎2）・橘 継国1）

 1）東京歯科大学市川総合病院麻酔科
 2）東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科

P-Fb-8 Brachman-de Lange 症候群同胞例の歯科治療経験
 ○角田 望1）・島村 和宏1）・神庭 優衣1）・石橋 奈美1）・沼倉 哲也1）・岡 琢弓1，2）・加川 千鶴世1）

 1）奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野
 2）親と子のデンタルクリニック

P-Fb-9 トリコチオジストロフィー患者の歯科治療に対する周術期管理経験
 ○田中 裕1）・齊藤 陽子2）・弦巻 立3）・倉田 行伸3）・金丸 博子1）・瀬尾 憲司3）

 1）新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
 2）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野
 3）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野

症例報告：合併疾患・全身管理

P-Fc-1 全身麻酔下歯科治療を契機に Duchenne 型筋ジストロフィー保因者と判明した自閉スペクト
ラム症患者の 1 症例

 ○大嶋 瑛1）・千葉 真子1）・市川 怜那1）・石田 圭吾2，3）・瀬下 愛子1）・楠 幸代1）・若井 美佳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
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P-Fc-2 知的能力障害を伴う単心房単心室の患者の歯科治療経験
 ○相田 貴絵1）・楠本 康香2）・鈴木 朋1）・星合 泰治1）・有福 愛美1）・野末 杏奈1）・林 佳奈1）・ 

竹内 陽平2）・田村 昌平1）・渡邊 麻里子1）・岩淵 佑介2）・篠塚 修2）・脇田 亮3）・岩本 勉2）

 1）東京医科歯科大学歯学部附属病院スペシャルケア外来
 2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野
 3）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

P-Fc-3 上顎洞穿孔を認めた成人スチル病患者に対する外科的処置の 1 例
 ○松本 夏1）・中村 亨1）・大迫 文重2）・山本 俊郎2）・金村 成智2）

 1）医療法人徳洲会宇治徳洲会病院歯科口腔外科
 2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学

P-Fc-4 認知症患者の習慣性顎関節脱臼に対し行ったチタンミニプレートによる Buckley-Terry 法に
ついて

 ○加納 慶太1，2）・大薮 桃子1）・村山 高章1）・山本 俊郎2）・金村 成智2）・秋山 茂久3）・ 
森崎 市治郎4）

 1）宇治武田病院歯科・歯科口腔外科
 2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 4）梅花女子大学看護保健学部

P-Fc-5 ビスホスホネート製剤による口内炎が疑われた重症心身障害者の 1 例
 ○伊堂寺 良子・新寶 理子・渡邊 亮太・山西 博道
 枚方療育園枚方総合発達医療センター

P-Fc-6 エベロリムス服用の結節性硬化症患者に対する歯科治療の 1 例
 ○宮原 康太1）・古谷 千昌1）・宮崎 裕則1）・安田 陽香2）・若林 侑加2）・高島 慎介1）・林 文子1）・

尾田 有紀1）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）広島大学病院診療支援部

P-Fc-7 歯科治療時の Gag reflex を契機に食道裂孔ヘルニアの発見に至った症例
 ○岡村 知彦1）・吉松 英樹1）・大下 修弘2）・田中 佑人1）・小野 圭昭1）

 1）大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
 2）大阪歯科大学歯科麻酔学講座

P-Fc-8 Potocki-Lupski 症候群の歯科治療経験
 ○脇田 亮1）・横田 達哉2）・中島 淳1）・鈴木 朋3）・菊田 高行2）・内田 博之2）・宮川 慎二郎2）・ 

新井 曄子2）・桜井 真理2）・白井 弘三2）・戸坂 清二2）・時田 英紀2）・丸山 清孝2）・ 
小長谷 光4）・篠塚 修3）

 1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
 2）東京都八南歯科医師会休日・障害者歯科八王子市診療所
 3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
 4）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
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症例報告：口腔機能・摂食・心理発達

P-Fd-1 精神的ストレスにより口腔習癖が増悪してインプラント補綴に難渋した知的能力障害患者の 1 例
 ○久保田 智彦1）・田中 瞳1）・寳亀 幸子1）・池田 香織1）・西中 奈々1）・久保 栞1）・ 

佐々木 あやの1）・上原 みゆき2）

 1）社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園
 2）社会福祉法人若楠青葉園

P-Fd-2 脳性麻痺患者に磁性アタッチメントを利用したオーバーデンチャーを応用した 1 例
 ○尾田 友紀1）・古谷 千昌1）・宮原 康太1）・宮崎 裕則1）・高島 慎輔1）・和木田 敦子2）・ 

渡 真由子2）・溝田 結日2）・神田 拓3）・吉田 啓太4）・小田 綾5）・向井 友宏5）・須田 修二6）・ 
入舩 正浩5）・岡田 芳幸1）

 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）広島大学病院顎口腔外科
 4）広島大学病院口腔再建外科歯科麻酔科
 5）広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門歯科麻酔学
 6）尾田歯科クリニック

P-Fd-3 終末期脳腫瘍患者に対して摂食指導を行った一例
 ○山本 昌直1）・村田 尚道1，2）・前川 享子1，3）・東 倫子1）・綾野 理加1）・劉 法相1）・野島 靖子1）・

関 愛子1）・高盛 充仁1）・森 貴幸1）・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）医療法人社団湧泉会ひまわり歯科
 3）プライムホスピタル玉島歯科

P-Fd-4 自発性の減退がみられた自閉スペクトラム症患者に対する支援
 ○平山 若葉1）・川田 理絵1）・武居 まゆみ1）・小澤 正明2）・武藤 光央3）・篠木 麗1）・今野 歩1）・

杉山 紀子3）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
 3）横浜市歯科医師会

症例報告：口腔衛生・予防・保健指導

P-Fe-1 長期間通院している知的能力障害者の口腔衛生指導を実施した 1 例
 ○島根 恭代1）・小平 裕恵2）・桔梗 知明1）・横田 悠里3）・中嶋 智仁1）・小森 幸道1）・ 

伊奈 幹晃1）・山崎 茂1）・倉本 弘樹1）・赤尾 眞理1）・小林 和弘1）・井阪 在峰1）・田中 教順1）・
端山 智弘1）・河原 博4）

 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）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
 4）鶴見大学歯学部麻酔学講座
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P-Fe-2 口腔ケアの早期介入を行なった在宅酸素療法患児の 1 症例
 ○岡野 恭子1）・田中 直人1）・渡辺 徹1）・氏家 博1）・白田 泰愛1）・百衣 啓至1）・勝畑 尚幸1）・ 

鎌田 有一朗1）・徐 完植1）・田中 味香1）・児玉 真理1）・宮城 敦2）・小松 知子2）

 1）鎌倉市口腔保健センター障害者歯科診療
 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

P-Fe-3 介助磨きの拒否が強い精神発達遅滞児に口腔衛生指導を行っている症例
 ○登尾 優樹・和氣坂 香織・吉川 詩野・田中 聡美・中村 恵子・米花 佳代子・中村 由貴子
 大阪発達総合療育センター

P-Fe-4 8p-症候群に Coffin-Lowry 症候群を合併した患者に対し長期口腔管理を行った 1 症例
 ○麻生 綾子1）・高瀬 幸子1）・高野 知子1，2）・杉山 郁子1）・望月 美穂1）・山田 千恵1）・ 

植松 里奈1）・熊坂 純雄1）・齋藤 良幸1）・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

P-Fe-5 筋萎縮性側索硬化症患者に対してアドバンス・ケア・プランニングに基づき口腔ケアマネジメ
ントを行った 1 症例

 ○高田 和恵・瓜生 和貴・山岸 絹枝・伊藤 さと美・鈴田 弓実・松原 礼子・黒田 亜美・ 
冨田 健嗣・丹羽 忍・小川 さおり・岡部 靖子

 名古屋歯科保健医療センター

P-Fe-6 非症候群性頭蓋縫合早期癒合症患児の 1 例
 ○吉田 美香子1）・女ヶ沢 美樹2）・星野 倫範1）

 1）明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野
 2）明海大学病院歯科衛生部

P-Fe-7 化学放射線療法中の頭頚部癌患者における周術期口腔機能管理に難渋した一症例
 ○藤川 由美1）・宮垣 有希1）・寺岡 友佳1）・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

P-Fe-8 薬物性歯肉増殖症の重度脳性麻痺患者に対し、歯肉切除術を行った一症例
 ○山上 香1，2）・紺野 有紀子1，2）・益子 恵1，2）・三田村 治郎2）・菊地 公治1，3）・山川 道代4）・ 

江面 陽子1，5）

 1）国際医療福祉リハビリテーションセンターなす療育園
 2）国際医療福祉大学クリニック健康管理センター
 3）医療法人文光会スペシャルニーズセンター
 4）国際医療福祉大学病院歯科口腔外科
 5）医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック
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P-Fe-9 自閉症を伴う長期定期健診受診者の経過症例
 ○清水 有紀1）・文元 基宝1）・日高 孝子1）・房 人惠1）・中島 好明1）・小谷 隆久3）・大本 博樹2）

 1）文元歯科医院
 2）大阪歯科大学附属病院障害者歯科
 3）こたに歯科医院

P-Fe-10 生活習慣指導により口腔衛生状態が改善した知的障害者の一症例
 ○福富 もか1）・宮本 晴美1）・新倉 悠里1）・赤坂 徹2）・西山 和彦2）・高満 幸宜2）・出井 鮎美2）・

三國 文2）・田邊 千晶3）・村井 朋代2，4）・小松 知子2）・森本 佳成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学分野
 3）ピース歯科
 4）梅花女子大学口腔保健学科
 5）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座

P-Fe-11 行動変容を用いて口腔管理を行った Jacobsen 症候群患者の 1 症例
 ○田中 味香1）・田中 直人1）・渡辺 徹1）・氏家 博1）・白田 泰愛1）・百衣 啓至1）・勝畑 尚幸1）・ 

鎌田 有一朗1）・徐 完植1）・岡野 恭子1）・児玉 真理1，2）・宮城 敦2）・小松 知子2）

 1）鎌倉市口腔保健センター障害者歯科診療
 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

P-Fe-12 肥満体型の知的能力障がい者（自閉傾向）へシュガーコントロールを指導した 1 例
 ○池田 千絵1）・首藤 亜紀子1）・小國 望1）・菊地 幸信1）・永村 宗護1）・高橋 恭彦1）・ 

松川 純子1）・橋本 富美1）・阿部 佳子2）・河原 博2）・茂木 信道1）・片山 正昭1）

 1）公益財団法人藤沢市歯科医師会
 2）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座

症例報告：地域医療・生活支援

P-Ff-1 筋萎縮性側索硬化症の患者に対する 15 年間の口腔管理について
 ○岡 雅子1，2）・上田 智恵子1）・山東 理沙1）・湯崎 敬子1）・竹岡 高志1）・小畑 文也1）

 1）医療法人ウェルネス小畑歯科医院
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

P-Ff-2 対応困難な自閉症患者に対して行った地域連携による継続的口腔管理について―二次医療機関
としての役割を考える―

 ○阿部 孝枝1，3）・佐藤（松山） 順子1，3）・井上 麗奈1，3）・赤柴 絵美1，3）・土屋 信人2）・上路 敬一3）・
松井 大介3）

 1）新潟市口腔保健福祉センター
 2）デンタルクリニックツチヤ
 3）一般社団法人新潟市歯科医師会
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P-Ff-3 長期口腔内管理を行った Rett 症候群患者の一例
 ○松本 光治郎1）・三好 俊子1）・小西 久美子1）・片山 みゆき1）・田窪 里香1）・井出 三輪子1）・ 

三好 規子1，4）・二宮 まり子1）・山本 加代1）・花澤 郁恵3）・樋口 仁3）・西岡 信治1，2）・ 
是澤 恵三1，2）

 1）愛媛県歯科医師会・愛媛県口腔保健センター
 2）愛媛県歯科医師会
 3）岡山大学病院歯科麻酔科
 4）順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座

P-Ff-4 CAD/CAM 技術を応用して製作した複製義歯により早期に義歯を製作した症例
 ○新井 是英・田中 佑人・小野 圭昭
 大阪歯科大学附属病院障がい者歯科

P-Ff-5 自閉スペクトラム症男児の偏食改善に関わった 1 例
 ○飛嶋 かおり・太田 那奈・藤田 紀江・山本 知由・加納 欣徳
 あいち小児保健医療総合センター歯科口腔外科

P-Ff-6 訪問診療下における医療的ケア児の継続的口腔管理経験
 ○外園 智唯1）・濱 文奈1）・岩渕 晴美1）・瀧澤 英子1）・井原 和恵1）・金栗 勝仁2）・福田 喜則2）・

竹内 陽平2）・古川 隆彦2）・田村 朗2）・清水畑 倫子2）・岡本 和久2）・中島 信2）

 1）江戸川区口腔保健センター
 2）公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

症例報告：その他

P-Fg-1 長期口腔管理を行った Cornelia de Lange 症候群の一例
 ○嘉部 曉1）・石川 裕子2）・安田 一成1）・中村 美紀1）・原 哲夫1）・鐘ヶ江 稔1）・風間 敏禎1）・ 

芳賀 定3）・嘉手納 未季4）・船津 敬弘5）・板垣 孝軌1）・吉田 敏英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
 3）芳賀デンタルクリニック湘南
 4）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
 5）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座

P-Fg-2 de Lange 症候群の歯科治療経験
 ○林 佳奈1）・楠本 康香2）・鈴木 朋1）・星合 泰治1）・有福 愛美1）・野末 杏奈1）・相田 貴恵1）・ 

木下 陽介1）・渡邊 麻里子1）・岩淵 佑介2）・篠塚 修2）・脇田 亮3）・岩本 勉2）

 1）東京医科歯科大学歯学部附属病院スペシャルケア外来
 2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野
 3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野

P-Fg-3 近歯科で抜歯をしたものの原因が急性心筋梗塞による非歯原性歯痛で緊急カテーテル治療を
行った症例

 ○佐伯 英里子・田村 仁孝・南 暢真・布谷 陽子・田中 亮太朗・藤 喜久雄
 医療法人協仁会小松病院歯科口腔外科
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P-Fg-4 反芻癖とブラキシズムを有する Down 症候群患者の咬合再構成
 ○富永 孝志1）・田上 直美1）・鮎瀬 てるみ1）・切石 健輔1）・米山 香織1）・眞方 信明2）・ 

川崎 華子2）・釜崎 陽子3）・長田 豊3）・鮎瀬 卓郎2）

 1）長崎大学病院特殊歯科総合治療部
 2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野
 3）長崎県口腔保健センター

P-Fg-5 Apert 症候群の周術期口腔衛生管理を行った 1 例
 ○横山 恭子・成瀬 正啓
 神奈川県立こども医療センター

P-Fg-6 自閉症スペクトラム障害児に継続的な口腔衛生管理を行った一例
 ○橋本 富美・平野 昌保・間宮 秀樹・鈴木 聡行・高橋 恭彦・野村 勝則・渡邊 奈美子・ 

榎本 雅宏・岡田 実緒・安部 圭祐・松川 純子・池田 千絵・児玉 綾子・片山 正昭
 公益社団法人藤沢市歯科医師会

P-Fg-7 歯周組織再生剤を用いた歯周組織外科手術によって抜歯が回避できた自閉スペクトラム症の 1 例
 ○田中 陽子・矢口 学・野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-Fg-8 咬舌を伴うチック障害の一例
 ○下田 麻央・村上 旬平・笠川 あや・中島 好明・阪本 敬・深澤 映美・岡本 由莉・秋山 茂久
 大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

口腔機能・摂食嚥下リハビリテーション

P-G-1 触覚過敏の脱感作法に関する日本障害者歯科学会会員の現状について
 ○田村 文誉1）・加藤 篤2）・猪狩 和子3）・石黒 光4）・江草 正彦5）・尾崎 由衛6）・玄 景華7）・ 

小坂 美樹8）・後藤 申江9）・高井 理人10）・野本 たかと11）・弘中 祥司12）・町田 麗子13）・ 
山田 裕之1）

 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）愛知県療育医療総合センター
 3）東北大学病院障害者歯科治療部
 4）一般社団法人全国重症児デイサービスネットワークひろがり
 5）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 6）医療法人丸尾歯科歯科医院丸尾崎
 7）朝日大学歯学部障害者歯科
 8）東京小児療育病院
 9）宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科
 10）医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ
 11）日本大学松戸歯学部障害者歯科
 12）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
 13）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
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P-G-2 脳性麻痺患者に対し側頭筋筋活動測定装置を用いた睡眠時ブラキシズムの定量解析を行った 1
例

 ○大植 香菜1）・尾田 友紀2）・古谷 千晶2）・高橋 珠世1）・好中 大雅1）・向井 明里3）・今戸 瑛二3）・
向井 友宏1）・小田 綾1）・菊池 友香1）・河内 貴弘3）・吉田 充広1）・岡田 芳幸2）・入舩 正浩3）

 1）広島大学病院歯科麻酔科
 2）広島大学病院障害者歯科
 3）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学講座

P-G-3 高次脳機能に対する舌運動の効果―fMRI による解析―
 ○小松 知子1）・大塚 剛郎2）・谷口 紀江3）・松澤 直子1）・重藤 良太4）・近藤 達郎5）・石田 瞭6）・

長谷 徹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
 2）神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学分野
 3）神奈川歯科大学大学院顎顔面病態診断治療学講座
 4）医療法人歯科重藤
 5）みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
 6）東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室
 7）神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科
 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

P-G-4 某口腔保健センターにおける摂食外来開設 5 年の実態調査
 ○横田 祐司1）・猪俣 英理2）・上田 豊1）・石渡 利幸1）・船田 淳子1）・毛利 徹1）・前田 亮1）・ 

鈴木 淳子1）・市川 敬一1）・古庄 研策1）・梅津 糸由子3）・新見 嘉邦3）・遠藤 眞美2）・ 
野本 たかと2）・湊 耕一1）

 1）公益社団法人東京都足立区歯科医師会
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 3）日本歯科大学附属病院小児歯科

P-G-5 発達障害児の口腔機能に関する質問票の有用性の検討
 ○高橋 摩理・内海 明美・石崎 晶子・冨田 かをり・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

P-G-6 特別支援学校の給食指導における地域格差是正を目的とした Web ページの作成
 ○猪俣 英理・遠藤 眞美・地主 知世・野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-G-7 高解像度マノメトリーを用いた咬合状態が違う脳性麻痺者の嚥下動態の検討
 ○太田 恵未・棚橋 幹基・安田 順一・玄 景華
 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

P-G-8 健常高齢者における舌圧と頭部前方位との関連性
 ○玉井 斗萌・原 豪志・並木 千鶴・中川 量晴・中根 綾子・吉見 佳那子・戸原 玄
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野
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P-G-9 高齢者における喉頭位と嚥下機能の関連―手指による簡易的嚥下スクリーニングの考案―
 ○田村 瞬至・蓜島 弘之・望月 慎恭・冨士 岳志・朝比奈 伯明・山上 裕介・朝比奈 滉直・ 

村上 康彦・中川 直子・大崎 麻末・山口 裕加
 松本歯科大学地域連携歯科学講座

P-G-10 18 トリソミーに対する摂食指導と摂食機能発達の検討
 ○元開 早絵1）・町田 麗子1）・児玉 実穂1）・礒田 友子2）・高橋 賢晃1）・田村 文誉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

P-G-11 オリエンテーションにおける新入職員への摂食指導
 ○上村 裕子1）・加藤 直子1）・井上 吉登2）・宮城 敦3）

 1）みなと舎ライフゆう
 2） 神奈川歯科大学口腔統合医療学講座小児歯科学分野
 3）神奈川歯科大学

口腔衛生・予防・保健指導

P-H-1 親子通園事業所における保健指導の実態調査
 ○新垣 花絵・砂川 恵・松本 早世・宮城 愛美・上原 由和・知念 すみれ・大山 こずえ・ 

仲島 瑠菜・赤嶺 あきな・小禄 克子・水野 和子・真境名 勉
 沖縄県歯科医師会沖縄県口腔保健医療センター

P-H-2 視覚障害児・者の口腔健康教育に使用できる歯列模型の実用化推進
 ○小八木 圭以子1）・村上 旬平2）・頭山 高子3）・大西 愛3）・森崎 市治郎2，4）

 1）大阪大学歯学部附属歯科技工士学校
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 3）大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科
 4）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科

P-H-3 重症心身障害児（者）における濃厚流動食摂取における歯科的リスクの検討
 ○田中 恵1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき1）・森田 麻希 1，2）・横山 善弘1）・加藤 篤1）・渋谷 恭之2）

 1）愛知県医療療育総合センター中央病院
 2）名古屋市立大学病院歯科口腔外科

P-H-4 DNAR 指示 ARDS 患者で鼻口用メインストリーム方式によるカプノグラフ測定が有用であっ
た 1 例

 ○鈴木 史人1）・大野 由夏2）・高木 沙央理2）・小長谷 光2）

 1）国立病院機構あきた病院歯科麻酔・障害者歯科
 2）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野

P-H-5 回復期脳卒中患者の口腔状態と栄養状態および ADL 帰結との関連性
 ○平塚 正雄・二宮 静香・山口 喜一郎・原田 真澄
 医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科
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P-H-6 重症心身障害者における口腔アセスメントシート Oral Health Assessment Tool 日本語版
（OHAT-J）の作成と信頼性の検討

 ○原 徳美
 国立病院機構西別府病院歯科

P-H-7 当院で使用している患者説明用文書について
 ○北 ふみ・植村 あゆみ
 そらまめ歯科

P-H-8 障害者歯科診療における環境設定のための嗅いとストレスの関連調査
 ○和田 真実1）・関根 伸一 1，2）・ 笠川 あや1）・財間 達也1）・藤川 順司1）・下田 麻央1）・ 

赤松 由佳子1）・佐伯 直哉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）大手前短期大学歯科衛生学科

P-H-9 障害者施設に勤務する施設職員への環境臭調査
 ○笠川 あや1）・関根 伸一 1，2）・ 和田 真実1）・財間 達也1）・藤川 順司1）・安藤 早礎1）・ 

赤松 由佳子1）・佐伯 直哉1）・下田 麻央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）大手前短期大学歯科衛生学科

地域医療（1）

P-Ia-1 当センターにおける後方連携の取り組み
 ○上村 美月1）・大野 伸子1）・武居 まゆみ1）・根本 ちさと1）・清水 政紀2）・加藤 一宏2）・ 

吉田 直人2）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）・杉山 紀子2）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会

P-Ia-2 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―第二報―
 ○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

P-Ia-3 当センターにおける医療安全管理―インシデント事例の検証―
 ○遠矢 東誠1）・齋藤 浩一1）・宮本 美紀子1）・早石 典子1）・山下 治人1）・伊藤 祐一郎1）・ 

中村 克宏1）・坂野 正仁1）・多田 伸一郎1）・水島 秀元1）・大野屋 雅寛1）・梅田 健吾1）・ 
岩佐 昌典1）・佐野 和生1，2）・山本 有一郎1）

 1）福井口腔保健センター
 2）福井県在宅口腔ケア応援センター
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P-Ia-4 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（第二報）

 ○横田 誠 1，2）・小笠原 正2）・大藪 まどか1）・岡本 彩女1）・岡田 雛子1）・広浜 さつき1）・ 
小國 晶子1）

 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

P-Ia-5 障害者施設における高齢化の調査報告
 ○内田 敦・坂口 豊・鈴木 真子・相田 剛・堀角 達朗・青木 洋大・宗田 友紀子・朝蔭 綾子・

吉澤 健太郎・荒木 誠
 千葉県歯科医師会

P-Ia-6 開業歯科医院における開院から 3 年間のスペシャルニーズ対応を必要とした患者の受診状況
 ○三木 武寛
 みき歯科三越通りクリニック

P-Ia-7 障害者歯科体験後における歯科医療従事者の意識調査
 ○井上 雅貴1）・今村 恭也1）・山本 浩貴1）・藤田 尚臣1）・小笠原 正2）・鈴木 香保利2）

 1）西尾市障害者歯科診療所
 2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-Ia-8 市内初の入所型障害者支援施設における歯科的需要と歯科医師会の取り組み
 ○加島 正浩・辰野 隆・蒲池 史郎・鈴木 健太郎
 公益社団法人東京都武蔵野市歯科医師会

地域医療（2）

P-Ib-1 地域障害者歯科診療所の歯科診療における感染予防の取り組みについて
 ○岩崎 槙1）・花岡 新八1）・小木曽 周1）・土田 和彦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

P-Ib-2 当地区歯科医師会会員の障害者歯科に関する意識調査および某歯科診療所への協力状況 
―2007 年度と 2019 年度との比較―

 ○丹野 理枝1）・田中 純子3）・村田 志乃1，2）・山下 徹2）・篠原 一也2）・木下 滋彦2）・ 
坂本 眞理子2）・高橋 佳子2）・村井 智子1）・石井 裕子1）・重枝 昭広3）・山口 さやか3）・ 
関野 仁3）・壱岐 千尋3）・長田 博史2）

 1）渋谷区口腔保健支援センタープラザ歯科診療所
 2）公益社団法人渋谷区歯科医師会
 3）東京都立心身障害者口腔保健センター
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P-Ib-3 A 歯科診療所開設までの道のり
 ○春木 隆伸1，2）・三木 直樹1，2）・ 佐藤 太一1，2）・ 小河 宏行1，2）・藤波 徹1，2）・神坂 学1，2）・ 

田中 秀幸1，2）・向井 千久1，2）・橋井 公三郎1，2）・長江 麻帆2）・村上 旬平1，3）・覚道 知樹2）・ 
山根 尚弥1，3）・加藤 裕彦1，4）

 1）あかしユニバーサル歯科診療所
 2）（一社）明石市歯科医師会
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科診療部
 4）大阪歯科大学歯学部歯科麻酔学講座

P-Ib-4 摂食時に動画の視聴を必要とした精神運動発達遅滞を有する小児摂食の嚥下支援の一例
 ○谷口 聡子1）・久保田 一見1，2）・松川 綾子1）・南 菜穂子1）・松風 雅子1）・金山 奈央子1）・ 

服部 清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

P-Ib-5 特別支援教育に携わる教員の摂食機能に関する知識や給食指導に対する意識調査
 ○遠藤 眞美・地主 知世・猪俣 英理・根岸 浩二・岡田 多輝子・三枝 優子・村上 芽梨・ 

野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-Ib-6 三重県内障害児（者）入所施設での歯科に関する実態把握調査の結果について
 ○武山 一1）・齋藤 弘1）・岩崎 均1）・山根 典子1）・笠井 悠未1）・村田 賢司1）・加藤 千明1）・ 

中村 友亮1）・大杉 和司2）

 1）公益社団法人三重県歯科医師会障害者歯科センター
 2）公益社団法人三重県歯科医師会

P-Ib-7 障がい児への予防歯科事業
 ○日高 孝子1，2）・文元 基宝1，2）・清水 有紀1，2）・房 人惠1，2）・中島 好明1，2）・小谷 隆久1）・森岡 敦1）

 1）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ
 2）文元歯科医院

P-Ib-8 障がい児の予防歯科の取り組み―コミュニケーションツール作成―
 ○房 人惠1，2）・文元 基宝1，2）・日高 孝子1，2）・清水 有紀1，2）・中島 好明1）・小谷 隆久1）・森岡 敦1）

 1）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ
 2）文元歯科医院

P-Ib-9 障害者施設を対象とした口腔ケア実地研修事業について
 ○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）・五十嵐 友樹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
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P-Ib-10 当会施設訪問関連事業における取り組みについて　第 3 報　継続治療のためのコミュニケー
ションツール活用について

 ○松川 純子・奥富 紀子・岩澤 洋子・橋本 富美・児玉 綾子・池田 千絵・高野 薫・ 
似鳥 純子・小野寺 純子・高橋 恭子・岩田 早苗・高橋 恭彦・山本 夏彦・渡辺 真人・ 
片山 正昭

 藤沢市歯科医師会

学生教育・その他

P-J-1 高校生への「歯科衛生士」職種紹介事業への取り組み―職業人講話「一粒の種まき」事業を通
しての福祉歯科医療の紹介―

 ○飯田 景子1）・住田 まさ子1）・朝比奈 義明2）・本多 豊彦1）

 1）本多ファミリー歯科
 2）あさひな歯科

P-J-2 歯科衛生士学生に対する障害者歯科臨床実習前後の意識調査
 ○一尾 智郁1）・松岡 陽子1）・毛利 志乃1）・筑田 純子1）・太田 康子1）・南川 亜紀1）・ 

春日 美智子1）・川合 祐衣1）・大久保 久美子1）・田中 玲子1）・柘植 信哉1，2）・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

P-J-3 障害者歯科実習における歯科衛生士学生の意識調査―不安要因についての検討―
 ○山地 知子・水田 朋子・石塚 あかね・島崎 涼佳・久保 英範・永尾 康・三浦 雅明
 埼玉県総合リハビリテーションセンター歯科診療部

P-J-4 障害者歯科従事者に対する障害者に関わる教育や経験についてのアンケート
 ○鬼頭 昭吉1）・村上 旬平1）・米倉 裕希子2）・稲原 美苗3）・新家 一輝4）・高橋 綾5）・竹中 菜苗6）・

藤代 千晶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）関西福祉大学教育学部
 3）神戸大学人間発達環境学研究科
 4）名古屋大学医学系研究科
 5）大阪大学 CO デザインセンター
 6）大阪大学キャンパスライフ健康支援センター

P-J-5 当センターにおける障害者歯科医療の現状と展望（第一報）―17 年間の地域協力医研修会の変
遷から―

 ○真喜屋 睦子1）・石川 末子1）・垣花 賢1）・木村 智弘1）・米須 敦子1）・湖城 秀久1）・友寄 清喜1）・
松島 一夫1）・松川 隆也1）・中根 のぞみ2）・伊波 徹3）・波平 真樹4）・新谷 晃代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）のぞみ歯科クリニック
 3）伊波歯科医院
 4）下地中央歯科医院



（ 43 ）

ポスター発表

P-J-6 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 7
 ○江草 正彦1，2）・下野 賢吾1，5）・森 貴幸1）・野島 靖子1）・山本 昌直2）・森 慎吾2）・上村 勝人2）・

玉川 秀樹2）・福岡 隆治2）・船曵 洋司2）・西木戸 博史2）・小見山 信2）・伊藤 政之3）・ 
柴田 恵子4）・戸田 貴美子4）

 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
 5）土屋歯科医院

生活支援

P-K-1 軽度知的能力障害を伴う脳梗塞後遺症患者に対し歯科衛生士による居宅療養管理指導を通じて
生活支援を行った症例

 ○加藤 真莉1）・飯島 裕之1，2）・福井 智子1）・河村 木里子1）・中山 裕子1）

 1）杉並区歯科保健医療センター
 2）一般社団法人東京都杉並区歯科医師会

P-K-2 歯科治療前後の認知症患者の介護負担度について
 ○田中 佑人・吉松 英樹・岩山 和史・小野 圭昭
 大阪歯科大学附属病院障がい者歯科

P-K-3 障害者歯科における学際的チームによる親支援の実践
 ○村上 旬平1）・米倉 裕希子2）・高橋 綾3）・稲原 美苗4）・新家 一輝5）・竹中 菜苗6）・森崎 志麻1）・

鬼頭 昭吉1）・藤代 千晶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）関西福祉大学教育学部
 3）大阪大学 CO デザインセンター
 4）神戸大学大学院人間科学研究科
 5）名古屋大学大学院医学系研究科
 6）大阪大学キャンパスライフ健康支援センター

P-K-4 障害者歯科から家族支援を考える
 ○水野 和子・長嶺 和希・寺元 平・砂川 英樹・勝連 義之・真喜屋 睦子・上地 智博・ 

長嶺 忍・喜屋武 望・真境名 勉
 沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター

P-K-5 大災害時の歯科保健医療に関する障害者団体の意識調査
 ○服部 清・河瀬 聡一朗・秋山 茂久・足立 了平・猪狩 和子・久保山 裕子・大黒 英貴・ 

中久木 康一・宮下 直也
 一般社団法人日本障害者歯科学会災害対策委員会
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COVID-19

P-L-1 当センターにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の院内感染防止対策
 ○藤崎 史帆1）・道満 朝美1）・荻田 雄紀1）・成清 綾1）・柴田 真生1）・西村 ななみ1）・杉村 智行1）・

安井 仁司1）・秋山 茂久1，2）

 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

P-L-2 新型コロナウィルス感染症拡大に伴い障がい児に対して D to P with D（Doctor to Patient 
with Doctor）を行った一例

 ○佐藤 志穂1）・田村 文誉1，2）・五十嵐 公美1，2）・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

P-L-3 COVID-19 に対する当診療所の対策
 ○三宅 宏之1）・鈴木 徹1）・木村 文洋1）・山本 寿則1）・前川 理人1）・阿部 恵理1）・齋藤 菜緒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）石巻歯科医師会石巻障がい児・者歯科診療所
 2）いしのまき訪問歯科クリニック

P-L-4 ウィズコロナ時代に向けてのオンライン診療導入への取り組み
 ○樋山 めぐみ・沖原 朱美・中本 陽子・船木 泰佑・風呂 沙由里・嶋田 光矩・高橋 優太朗・

久保 尚也・前川 友紀・西中村 亮・村田 尚道・岡本 佳明
 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科

P-L-5 COVID-19 感染拡大に伴い小児在宅診療患者に対して実施したオンラインによる小児摂食指導
 ○町田 麗子1）・古屋 裕康2）・高橋 賢晃1）・児玉 実穂1）・元開 早絵1）・永島 圭悟2，3）・ 

塩原 裕一朗1）・田村 文誉2）・菊谷 武2，3）

 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

P-L-6 COVID-19 の感染予防を目的とした訪問診療中断が高齢者施設入所中の患者に与える影響
 ○仲澤 裕次郎1，2）・西澤 加代子1，2）・冨岡 孝成1，2）・駒形 悠佳1，2）・田村 文誉1，2）・菊谷 武1，2，3）

 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

P-L-7 COVID-19 感染拡大下における小児在宅歯科医療の課題
 ○田村 文誉1，2）

 1）小児在宅歯科医療研究会
 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
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「自閉症スペクトラムへの対応」
よこはま発達クリニック院長/大正大学心理社会学部臨床心理学科教授

内山　登紀夫

　自閉症スペクトラムは社会的交流，社会的コミュニケーション，反復行動，限局された興味，感覚過敏を
特徴とする発達障害で，通常は幼児期に特性が明らかになる．
　このような診断特性は共通するが，その表現形は非常に多彩である．演者が診ている自閉症スペクトラム
の人は年齢は 1 歳から 70 歳まで，知的水準は最重度の知的障害を伴う人から IQ140 台の人までいる．
　自閉症スペクトラム研究の歴史をみると当初は知的障害を伴う自閉症を中心に議論されてきた．1981 年
に Wing,�L がアスペルガー症候群を英語圏で再評価したことから，知的障害を伴わない自閉症スペクトラ
ムについての研究や関心が加速した．その結果，いわゆる高機能自閉症やアスペルガー症候群にも知的障害
を伴う自閉症と同様の支援ニーズがあることがわかってきた．
　これまでの発達障害は，その中核症状，たとえば自閉症スペクトラムでは社会性やコミュニケーションの
問題を中心に議論されてきた．しかし，彼らの抱える問題は「中核症状」に限らず，生活全般の支援が必要
であること，触覚や味覚，嗅覚などの感覚面の問題も大きいこと，身体健康の管理の支援が必要であること
などが明らかになりつつある．
　発達障害には幼児期や児童期のみでなく，成人期や老年期まで継続した「切れ目のない支援」が必要であ
ることも広く認識された．
　演者から歯科への紹介は以前は知的障害を伴う自閉症の子どもの治療が中心であったが，最近は，歯科心
身症的な訴えをする人の治療や見立てをお願いすることが増えている．
　本講演では精神科医の立場から最近の自閉症スペクトラムの子どもや成人の実態について報告し，障害者
歯科の先生方との連携のあり方について意見交換の場にしたいと願っている．

1983 年 3 月　 順天堂大学医学部医学科卒業
1983 年 5 月　 順天堂大学医学部精神科
1985 年 9 月　 順天堂大学医学部精神医学講座助手
1986 年 3 月　 江東病院内科�
1986 年 9 月　 順天堂越谷精神医学研究所附属病院
1987 年 4 月　 東京都立梅ヶ丘病院
1991 年 12 月　東京都立八王子福祉園
1994 年 9 月　 �University� of�North�Carolina,� School� of�Medicine,�Department� of�

Psychiatry,�Division�TEACCH
1997 年 4 月　 仲町台発達障害診療所
1997 年 8 月　 英国自閉症協会付属 The�Centre�for�Social�Communication�Disorder
　　　　　　　（現 Lorna�Wing�Centre）　～1998 年 8 月
1998 年 4 月　 大妻女子大学人間関係学部助教授
2000 年 4 月　 よこはま発達クリニック院長
2005 年 4 月　 大妻女子大学人間関係学部教授
2009 年 4 月　 福島大学大学院人間発達文化研究科教授
2014 年 4 月　 福島県立医科大学会津医療センター特任教授
2016 年 4 月　 大正大学心理社会学部臨床心理学科教授
2016 年 4 月　 福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室客員教授
現在に至る

特別講演Ⅰ
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「障害者歯科「草分け」の記 
―私がのめり込んだ理由（わけ）―」

松本歯科大学名誉/特任教授
笠 原 　　浩

　「なぜ障害者歯科に取り組むの？」と訊かれたことが何度もあります．50 年前の 1970 年前後，歯科医師
数の絶対的不足による「歯科難民」や「泣く子はお断り」が大きな社会問題となる一方で，「差額徴収」で
荒稼ぎする歯医者が横行していました．障害者福祉にはまだほとんど関心が払われていなかった時代でもあ
りましたから，それなりに腕前が良いと思われていた私がなぜ「手間ばかりかかって金にもならない障害
者」を熱心に診ているのか，不思議に思われた方がいたのでしょう．
　1972 年に松本歯科大学小児歯科学講座に着任した時点でも，私が障害児を積極的に診療していることに
多くの方が疑問を示されました．「そんな『ヘンテコな患者』が来ていると『良い患者』が来なくなる．私
の母校の T 歯科大学は大臣や社長さんなど『偉い方』が続々と来院される名門病院だから，障害者などに
は正面玄関からの出入りは遠慮してもらっている」と，ある教授はおっしゃいました．通院が困難な患者さ
んへの訪問診療や重度障害者施設での出張診療についても，当初は「大学病院の権威を示すためにも，そん
な過剰サービスはしなくてもよい」などと，しばしば足を引っ張られたりもしました．
　ところで，私は小児歯科でも草分けの一人で，学会の前身の研究会のさらに前の懇談会から首を突っ込ん
できました．当時の「むし歯の洪水」と闘うなかで「小児歯科は歯科よりもむしろ小児科の分科であるべき
だ」ということに気づき，「どれほど完璧な治療処置ができたとしても，患児が泣きながら帰っていくよう
では『失敗』だ」と考えるようになりました．障害者歯科もまさにその延長上に存在したのです．大変に難
しい患者さんが多いことは確かですが，「世の中のだれよりも『良い歯』を最も切実に求めている人」に対
しては「最高レベルの歯科医療を最優先で提供しなければならない」はずです．微力とはいえ，そうした医
療の研究開発と実践に取り組んでこられたことは，私の「歯科医師人生」をとても充実したものにしてくれ
ました．
　皆さんも「なぜ，この学会に参加したのだろう」と考えてみてください．50 年前には小児歯科，歯科麻
酔，障害者歯科，有病者歯科などは未開拓の荒れ野であったわけですが，現代でもこれから切り拓くべき新
たな地平線が，皆さんを待っているはずだからです．

　1937 年群馬県生まれ．東京医科歯科大学歯学部卒業．代々木病院歯科口腔外科医長を
経て，松本歯科大学小児歯科学講座助教授，同障害者歯科学講座教授，同病院長，同衛
生学院長，ロンドン大学客員教授，長野県医療審議会会長などを歴任．日本障害者歯科
学会名誉会員．日本歯科麻酔学会功労会員．元・日本小児歯科学会理事・監事．主な著
訳書に「こどもの歯」「歯科無痛法」「こどもと歯科診療」「入れ歯の文化史」「ピンピン
コロリ 7 つの秘訣」など．

特別講演Ⅱ
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「歯科診療のリスクとリスク低減の考え方 
―エラーメカニズムと対策の考え方―」

株式会社安全推進研究所代表取締役所長/自治医科大学名誉教授
河野　龍太郎

　医療は，航空や原子力などの産業システムと比較するとリスクの制御が難しく，また，リソース（人，モ
ノ，金）が不足しているため，リスク低減の方法が限られている．そのため，医療事故対策にも限界があ
る．また，人を対象とする医療には，医療特有の問題があり，さらに専門が分かれているため，それぞれの
専門領域における問題やリスクは異なっている．歯科診療も医療共通の問題と歯科固有のリスクがあると考
えられる．
　医療事故にはヒューマンエラーが関係しているものが非常に多い．医療事故低減を目的として，理に適っ
たヒューマンエラー対策をとるためには，まず「ヒューマンエラーとは何か」を理解しなければならない．
　ヒューマンエラーの定義として数多くの研究者や実務者が提案しているが，これまでに提案された定義の
共通点を要約すると，（1）人間のある行為があり，（2）その行為がある許容範囲から外れたもので，（3）偶
然によるものを除く，となる．
　行為の結果として許容範囲を逸脱したものがエラーだと説明している点が重要である．したがって，行為
を許容範囲内に入れるための方法がエラー対策となる．人間は状況に応じていろいろ異なった複雑な行動を
とるので，複雑な行動を簡単に理解するためにモデルを用いる．すなわち，モデルを用いて行動を許容範囲
に入れるための方法がエラー対策となる．講演では，（1）レヴィンの行動の法則，（2）コフカの心理的空
間，（3）判断の天秤モデル，の 3 つのモデルを紹介し，エラー対策の考え方を説明する．
　医療のリスク低減はヒューマンエラー対策だけでは不十分である．リスクマネジメントでは，（1）事故や
トラブル（ヒューマンエラー）の発生防止，（2）拡大防止，の 2 段階があり，さらに，発生した場合には可
能な限り元に戻すという（3）回復（リカバリ）あるいは被害極限の 3 段階がある．講演ではエラー対策発
想のための 11 段階の手順（GUIDE）を説明する．
　さらに，歯科診療においてはチームで日常業務を行うことが普通であり，リスクマネジメントは組織で取
り組むことが重要である．そこで，安全文化の醸成のための基本となる考え方について説明する．

　防衛大学校（航空要員，電気工学）卒業．航空局東京航空交通管制部で 12 年間，航空
管制官として勤務．その管制業務中に航空機を衝突コースに誘導するというエラーを経
験し，エラー防止を目的に心理学を専攻．その後，東京電力（株）技術開発本部で原子
力発電プラントのヒューマンファクターの研究に従事．偶然，ある医療事故の関係者と
出会い，医療が安全に関して極めて問題の多いことに驚き，医療安全の問題に本格的に
取り組むため，2007 年に自治医科大学医学部メディカルシミュレーションセンターに勤
務（センター長，医療安全学教授）．2018 年 3 月に退職し 4 月から現職．また，2015 年
から 2019 年 3 月まで学校法人東京女子医科大学理事長特別補佐（医療安全・危機管理担
当）．
　一貫して航空，原子力，医療，交通，製造システムなどのリスク管理および事故にお
けるヒューマンファクターの問題を研究している．ヒューマンファクター工学をベース
にした体系的なヒューマンエラー事象分析手法 ImSAFER™ や対策立案の方法を提案し
ている．
　日本心理学会，日本人間工学会，医療の質・安全学会などの会員．博士（心理学），日
本人間工学認定人間工学専門家．

教育講演Ⅰ
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　� 座長：弘 中　祥 司

「一般開業医（かかりつけ歯科医）に役立つ摂食機能療法の実際」
日本大学歯学部摂食機能療法学講座教授

植田　耕一郎

　摂食機能（摂食嚥下）障害は，誤嚥のリスク回避や経口摂取の機能をいかに再獲得するかという咽頭期が
注視される傾向にあります．
　病態の変遷のなかで，急性期において誤嚥は患者の 6 〜 8 割に生じますが，回復期を経て生活期（維持
期）に至ると 7％ほどになります．咽頭期障害は生活期まで自然治癒が効いていることが多いのです．しか
し，「片側でしか嚙めない」「こぼす」「味がしない」「口が渇いて食事がしづらい」など口腔相障害は病態が
安定し，生活の場に戻ってからも残ります．摂食機能障害は，急性期から生活期にかけて，咽頭期障害から
準備期・口腔期障害へシフトしていきます．実際に特別養護老人ホームでは常食を摂取しているのは全体の
1 〜 2 割程度で，大半は刻み食，ミキサー食です．口から食べてはいるけれども食べたいものが食べられな
い，という問題が圧倒的多数となります．
　摂食嚥下リハビリテーションは，障害の階層構造に呼応して，①治療的，②代償的，③環境改善的，④心
理的，といった 4 つの側面からアプローチをします．たとえば義歯は，適合が良好であっても天然歯に比較
すれば咬合力は 10〜20％です．リハビリテーションという視点をもつと，義歯は機能の代償的アプローチ
といった解釈が相応しく，「治癒」ではなく「かかわり」として生活支援をする歯科が求められているよう
に思います．
　歯科には，口腔内に直接タッチできる職能があり，摂食機能障害に対して，（1）歯科疾患治療，（2）口腔
衛生管理，（3）摂食機能療法，を施します．食事の「楽しみ」を医療として担当するのは，歯科を置いて他
にありません．
　診療所は，主に患者の生活期を担当することから，一般歯科開業医の立ち位置は，食事への安全性もさる
ことながら「いかにおいしく，楽しく」といった食事，ひいては生活の質に対する試みであろうかと思いま
す．
　今回は，“かかりつけ歯科医”が地域医療の核となり，楽しみを支えるための摂食機能維持・回復につい
て検討し，ご参加の先生，スタッフの方々からご意見を賜り，実践的な話し合いの場となれば幸いです．

1987 年 3 月　日本大学大学院歯学研究科修了（歯学博士取得）
1987 年 4 月　日本大学歯学部助手
1990 年 6 月　東京都リハビリテーション病院医員
1999 年 4 月　新潟大学歯学部加齢歯科学講座助教授
1999 年 4 月　愛知学院大学歯学部非常勤講師
2004 年 4 月　日本大学歯学部摂食機能療法学講座教授
2011 年 4 月　奥羽大学客員教授
2019 年 4 月　日本大学歯学部付属歯科病院副病院長
現在に至る
日本摂食嚥下リハビリテーション学会理事長（2015 年 9 月〜）

教育講演Ⅱ



132

　� 座長：李 　　昌 一

「遺伝子疾患の医学的対応の現状―歯科医療に求められるもの―」
みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家診療部長

近 藤　達 郎

　遺伝子疾患数は毎年増加している現状がある．それは，IRUD（未診断疾患イニシアチブ）を含む分子遺
伝学的研究が進み，エクソーム解析や全ゲノム解析などで染色体検査同様，遺伝子解析も網羅的にできるよ
うになってきたことが要因の一つである．今後，臨床的に何らかの遺伝性疾患が疑われた際には，通常の染
色体検査とともにアレイ解析やエクソーム解析などを考慮することが多くなると予測される．一方，先天性
外表異常症候群の場合には，face�2�gene�system など人工知能（AI）を用いて患者の顔貌の特徴から診断
を補助するものも出てきている．また，臨床的合併症から臨床診断に役立つ UR-DBMS や PubMed の
Case�report を検索できる PubCaseFinder なども利用ができるようになってきた．つまり，遺伝性疾患につ
いて，その診断，予測される合併症や治療方針などの情報が医療現場で比較的容易に手に入る時代になって
きた．
　しかし，これらは机上のものであり，実際の遺伝性疾患患者やその家族が生活するうえで遭遇する困難や
問題点を情報のみで解決することは不可能である．医療のみに限定しても合併症を多く有している患者の場
合，医師はその専門性が尊重される傾向が強く連携を担う医師は決して多くない．その結果，患者の医学的
全体像を把握しているのは家族のみということも少なくない．特に，小児期から成人期に推移する時期はそ
の対応をさまざまな学会で検討されているが必ずしもうまくいっていなく，医科より障害者歯科の分野のほ
うがスムーズであるようにも思える．
　私が勤務しているセンターの外来は「総合発達外来」のみ存在し，遺伝子病の種類や年齢に制限はなく，
どのような状況であっても少なくともその窓口になれるようにという理念で展開している．また，染色体障
害児・者を支える会（バンビの会）会長を平成 12 年より拝命していることもあり，染色体異常をもつ方々
やご家族と足並みをそろえ，さまざまな活動や研究協力も行っている．
　今回，実際に行っている総合発達外来，染色体医療ケア・フォーラム，神奈川歯科大学との共同研究，パ
タカラ・トレーニング・ミュージックなどについて概説する，
　歯科医療は，口腔ケアに関わる非常に重要な領域であり，患者本人の健康状況に大きな影響を与える分野
である．医科や療育・教育・福祉などとの連携がよりスムーズに進行していくことが重要と思われる．

昭和 60 年　　長崎大学医学部卒業，同小児科学教室入局
平成 2 年　　 長崎大学大学院医学研究科博士課程終了
平成 2～3 年　�アメリカ合衆国シティー・オブ・ホープ研究所生化学遺伝学部門リサー

チフェロー
平成 10 年　　長崎大学医学部助手
平成 13 年　　長崎大学医学部講師
平成 16 年　　長崎大学医歯薬学総合研究科発生分化機能再建学講座助教授
平成 18 年　　同准教授
平成 19 年　 　�重症心身障害児（者）施設みさかえの園むつみの家診療部長�

長崎大学医学部臨床教授
日本小児科学会九州地区代議員，日本人類遺伝学会評議員，日本遺伝カウンセリング学
会評議員，日本小児遺伝学会評議員，長崎県立シーボルト大学ヒトゲノム遺伝子解析研
究倫理委員会外部委員
染色体障害児・者を支える会（バンビの会）会長
平成 20 年 10 月　長崎県医師会長賞受賞（ダウン症候群患者の包括的医療ケアの実践）
平成 27 年 6 月　 社会貢献賞　国際ソロプチミスト佐賀フレンズ
2016-2017�Best�Doctors�in�Japan�選出
平成 29 年 10 月　保健文化賞受賞
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　� 座長：大 塚　義 顕

「筋ジストロフィーを知り，患者をささえる」
りべるたすクリニック院長

河 原　仁 志

　筋ジストロフィーは，いわゆる「難病」である．患者数は少なく，治療法はなく，長期にわたり生活が困
難になる疾患という意味である．最近では遺伝子治療も試みられはじめているが，いまだ「難病患者」であ
ることは変わりない．また全身の筋肉が進行性に障害されるために，重度化する「身体障害者」でもある．
このため医療と福祉の介入が常に必要である．同様な進行性の運動障害を示す ALS（筋萎縮性側索硬化症）
には心筋障害はなく，筋ジストロフィーでは拡張型心筋症様の心不全を合併することが多い．
　多種な臨床病型があり，原因遺伝子の変化が徐々に明らかになっている．代表的な病型にデュシェンヌ型

（DMD）がある．小児期発症であり「療育（医療＋養育＋教育＋福祉サービス＋その他）」のための患児を
育てるシステムが連動しているので，メディアなどでも取り上げられる機会も多い．教育現場では，本人の
疾患理解・自律を促すためのライフマップが作られ利用されている．
　また以前から多くの筋ジストロフィー患者は旧国立療養所が収容とも言われかねない状態で面倒をみてき
たので，一般医療機関では専門医療の経験が少ないことが現実の問題となっている．
　もちろん全身の筋肉が侵されるので摂食嚥下障害も必発であり，開口障害・巨舌などにより口腔衛生に対
しても歯科医の助けを借りることが多い．
　この講演では，まず筋ジストロフィーという疾患（DMD 中心に）についての知識を整理して，さまざま
な合併症状の対処法を知り，そして患者の尊厳ある生をささえるための考え方と工夫を示す．そして患児・
者の在宅療養を続けていくための「ワンチーム」での支援の在り方を一緒に考えていただく機会にしたい．
　特に快をささえるケアの重要性を知り，その具体的内容として快食・快便・快眠・快学・快遊・快服（お
しゃれ）・快住・快働（働く工夫）・快性の保障を提案する．
　そしてこの疾患に対するこういった快の支援が，すべての難病を含む障害および慢性疾患をもつ人を幸せ
にするために役立つことを強調したい．筋ジストロフィー患者を診療されている方はもちろん，その他の障
害のある人をささえている方にも是非とも参加していただきたい．

1982 年 3 月　　鳥取大学医学部医学科卒業
1982 年 4 月　　鳥取大学医学部脳神経小児科医員・助手
1992 年 4 月　　独立行政法人国立松江病院小児科医長
2006 年 4 月　　重症心身障害児・者施設「太陽の門」施設長
2008 年 9 月　　独立行政法人国立八雲病院小児科医長
2011 年 4 月　　独立行政法人国立八戸病院小児科医長・臨床研究部長
2018 年 1 月～　りべるたすクリニック（在宅療養支援診療所）院長
医学博士（1991 年 12 月：鳥取大学）
日本小児科学会，日本小児神経学会専門医
日本摂食嚥下リハビリテーション学会評議員
編著書：

「筋ジストロフィーってなあに？」診断と治療社 2001
「筋ジストロフィー患者のための楽しい食事」診断と治療社 2002
「子どもの摂食指導」診断と治療社 2003
「誰にでもわかる神経筋疾患 119 番」日本プランニングセンター 2007
「筋ジストロフィーってなあに？　改訂第 2 版」診断と治療社 2008
「快をささえる難病ケアスターティングガイド」医学書院 2016

教育講演Ⅳ
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教育講座

　先天性心疾患（congenital heart disease, CHD）は生まれたときに存在する，心臓の構造的な異常をいい
ます．一方，成人先天性心疾患（adult CHD, ACHD）は，成人における未治療あるいは治療後の CHD を
いいます．CHD は以前は主に小児の心疾患として認識されていました．CHD が先天性であることに加え，
その多くが小児期に死亡するためでした．実際に 1950 年代では CHD をもつ小児の生存率は約 15％と非常
に低かったのです . しかし，外科的，内科的治療の著しい進歩により，重症の複雑な CHD においても，小
児期の死亡率は著しく低下しました．その結果，CHD 患者の 90% 以上が成人期まで生存できるようになっ
たのです．加えて，以前は見逃されていた CHD が医療技術の進歩により早期に検出され，治療を受けられ
るようになりました．このような背景により ACHD 患者は年 5% の割合で増えており，すでに先進国では
小児 CHD 患者の 2 倍になったと報告されています．このように，今では CHD は小児だけでなく，成人の
重要な心疾患として認識されています．我が国でも ACHD 患者人口は増え続け，すでに 50 万人を超えてい
ると推測されています．絶対数は多くありませんが，歯科治療においても ACHD 患者は増えています．
　では ACHD 患者の歯科治療にはどんなリスクがあるのでしょうか．小児では CHD そのものと，肺高血
圧などの心血管系の合併症が主なリスクとなります．一方，ACHD 患者では「加齢」による影響がプラス
されます．すなわち，加齢とともに心不全，不整脈，肺高血圧，高血圧，血栓塞栓性，心内膜炎などの併存
率が上昇し，突然死リスクも高くなるといわれています．心不全は CHD のない患者に比較して ACHD 患
者では有病率が高く，死因の約 40% を占めるようになります．同様に不整脈リスクも上昇し，ACHD 患者
の入院原因の約 25％を占めています．不整脈は心臓突然死の重要な原因ですが，ACHD 患者における心臓
突然死の頻度は健常人の 20 倍以上になるという報告もあります．さらに，脳梗塞などのリスクは，CHD の
ない患者に比較して 10 倍といわれています．そして，ACHD 患者は精神面でも配慮が必要です．ACHD
患者の 30% 以上に気分障害を認めたと報告されています．このように ACHD 患者は多彩な，しかも高いリ
スクをもっていることがわかります．
　本講演では ACHD 患者の病態や疫学の基礎を解説し，その歯科治療におけるリスクとリスクマネジメン
トの基本について，できるだけわかりやすく解説する予定です．

1983 年　九州歯科大学卒業
1983 年　東京医科歯科大学大学院歯学研究科歯科麻酔学入学
1987 年　東京医科歯科大学大学院歯学研究科歯科麻酔学修了
1987 年　新潟大学歯学部第 1 口腔外科学講座助手
1989 年　東京医科歯科大学歯学部歯科麻酔学講座助手
2000 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔老化制御学講師
2006 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科助教授
2007 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科准教授
2016 年　九州歯科大学教授

 座長：中 村　全 宏

「成人先天性心疾患（ACHD）と歯科治療 
―増え続ける ACHD 患者の安全な歯科治療を実現するには―」

九州歯科大学リスクマネジメント歯科学分野，口腔保健・健康長寿推進センター（兼任）教授
大 渡　凡 人

教育講座Ⅰ
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　わが国における発達期の摂食機能療法は，40 年ほどの歴史ではないだろうか．この分野は，口腔諸器官
（口唇，顎，舌など）の運動機能の研究から始まり，食物の物性や手と口の協調運動など食事に関係するさ
まざまな研究が行われてきた．現在は摂食機能の発達を支援する病院・センターがあり，全国各地で摂食研
修会が催され，歯科医師のみでなく，摂食嚥下障害認定看護師，言語聴覚士などが病院施設の現場で活躍し
ている．
　国立病院に勤務する看護師やリハビリのスタッフからは「摂食機能療法の研修会に参加しても重要性は理
解できたが病棟スタッフに研修内容を伝えることや現場で実行することが難しい」「中心として動いてくれ
る責任者がいない」「摂食チームができない」「成果を示す環境がない」などの意見が挙がった．
　発達療法として摂食機能療法の考え方や摂食機能障害にみられる症状，診断・評価の方法，食形態や訓練
法の実際を学ぶだけでは，現場において実践することができないということである．
　そこで，摂食嚥下障害のマネージメントが重要であると考え，金子らの発達療法としての摂食機能療法を
基に，向井らの摂食機能発達および障害の 8 段階の分類を参考にし，摂食機能向上のための目標達成をシン
プルにと「摂食機能重症度別 7 タイプ分類」を作成した．
　その特徴は，主な症状が改善したことを段階ごとに評価しステップアップにつながるようにしたものであ
る．
　タイプ 1（胃瘻・経管との併用）：経口との併用でかつ，むせ・咳込みの症状が頻回にある．タイプ 2（嚥
下獲得期障害）：経口からのみ摂取．むせ咳込みの症状が多くみられる．タイプ 3（捕食獲得期障害）：捕食
時に口唇閉鎖ができない，舌が出てくる．スプーンを嚙むなどがみられる．これらのタイプの粗大運動評価
は，首が据わらない，座位の保持ができない，またどうにかできる程度にある．続いて，タイプ 4（感覚過
敏・心因性障害）：摂食拒否，触覚過敏，緊張など摂食が難しい．この後のタイプの粗大運動評価は，座位
姿勢がどうにかできる，安定してできる，または上肢が使える道具がどうにか把持できる．タイプ 5（押し
つぶし期障害）：何でもすぐに丸飲みする．舌が出る．タイプ 6（咀嚼期障害）：嚙んでいるようだが嚙む回
数が少なく丸飲みなどがみられる．タイプ 7（食器食具食べ期障害）：自分で食べているが上手に食べられ
ない．
　マネージメントする内容は，摂食時の口唇，舌の動き，顎の制御，粗大運動，姿勢保持，食器・食具，食
物形態，各種訓練法などの選択である．まず，該当する症状のある患者を選び，一定期間摂食機能訓練に取
り組むことで成果が見えてくると，さらに応用できるようになってくる．
　今後は，高齢化と重症化する重症児者の機能回復に対して，摂食機能支援チームが役割を果たすべく取り
組んでいくときに，このタイプ分類が 1 つの参考になればと願っている．

1989 年　昭和大学歯学部卒業
1994 年　同　大学院歯学研究科博士課程修了
1994 年　同　歯学部口腔衛生学教室助手
1999 年　同　専任講師
2001 年　国立療養所千葉東病院歯科医長
　　　　 昭和大学歯学部口腔衛生学教室非常勤講師
2004 年　独立行政法人国立病院機構千葉東病院歯科医長
2012 年　昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学（口腔衛生部門）兼任講師
2019 年　同　小児成育歯科学講座兼任講師
2004 年　第 17 回人事院総裁賞（職域部門）受賞
　　　　 国立病院機構千葉東病院「摂食機能向上委員会」委員長：大塚義顕
日本障害者歯科学会理事・専門医
日本神経摂食嚥下栄養学会理事
関東障害者歯科臨床研究会幹事
日本摂食嚥下リハビリテーション学会評議員・認定士，他

� 座長：綾 野　理 加

「重症心身障害者における摂食機能障害の重症度別タイプ」

独立行政法人国立病院機構千葉東病院歯科医長
大 塚　義 顕

教育講座Ⅱ
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教育講座

　脳卒中（脳血管障害）は脳の血管が詰まったり，破れたりして血液の循環に障害が起こり，突然麻痺など
を呈する疾患です．脳卒中になるとその後遺症により，日常生活に影響を及ぼすことも少なくありません．
　脳卒中医療ではリハビリテーションの観点から急性期，回復期，生活期（維持期）の病期に分けられ，地
域連携パスを用いて切れ目のない継続した医療連携が行われます．急性期では主に疾病の治療が中心になり
ますが，回復期では ADL の自立・向上，さらには自宅復帰支援・介護負担軽減に向けたリハビリテーショ
ンが集中的に行われます．回復期は急性期で行われていた「医療」から「生活」への架け橋となる重要な役
割を担っています．回復期の病院に転院してきた脳卒中患者の口腔状態は，衛生状態が不良でう蝕や歯周
病，義歯調整などの歯科治療を必要とする症例が多く認められます．なかでも入院時に低活動の状態で，経
口摂取できていない低栄養の症例では口腔状態が不良になります．このような患者では入院時からの歯科衛
生士による口腔の管理が必要であり，将来を見据えた口腔健康のためのサポートが大切になります．また，
近年では急性期入院期間の短縮により回復期でも亜急性期の病態にある症例も多くみられます．そのため，
歯科衛生士には医療安全に関する基本的なリスク管理能力と個々の患者の障害像を理解したオーラルマネジ
メント計画の立案が必要になります．脳卒中患者の障害の整理・把握には ICF（International Classification 
of Functioning, Disability and Health）が用いられますが，障害像の評価には多職種との情報共有が必要に
なります．回復期退院後の生活期（維持期）では，回復期で獲得された生活能力の低下を予防し，QOL の
維持・向上が目標になります．しかし，生活への適応には時間がかかり，その間に口腔状態は不良になりや
すく，患者・家族・介助者へのサポートも大切になります．
　本講座では，歯科衛生士が脳卒中医療に関わる際に，必要と思われる以下の項目を提示し，当院で経験し
た症例をもとに，回復期からの関わり方のコツについて解説したいと思います．
　①障害の整理・把握と口腔状態の評価
　②医療安全に関するリスク管理
　③他職種との連携・協働
　④患者・家族・介助者への支援

2006 年　　　　福岡医療短期大学歯科衛生学科卒業
　　　　　　　 医療法人大乗会福岡リハビリテーション病院歯科勤務
2014 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係長
2018 年～現在　九州歯科大学歯学研究科口腔保健学専攻
日本歯科衛生士会認定歯科衛生士（認定分野 B：障碍者歯科・老年歯科）
日本障害者歯科学会指導歯科衛生士
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

 座長：有友　たかね

「歯科衛生士による脳卒中患者のオーラルマネジメント 
―回復期からの関わり方のコツ―」

医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科
二 宮　静 香

教育講座Ⅲ
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　精神発達・心理的発達と行動の障害に分類される知的能力障害，自閉スペクトラム症，ADHD や神経・
運動障害に分類される脳性麻痺，重症心身障害児・者，筋ジストロフィー，てんかんを有する小児では，歯
科治療時における行動面の対応が重要になります．とくに，歯科診療において重要なことは「障害を知るこ
と」であり，どのような障害なのか，器質的疾患の合併症はあるのか，治療時の留意事項はあるのか，特別
な接し方があるのかなどが挙げられます．
　知的能力障害児では，状況の把握や抽象的な思考が困難であり，姿勢の不安定さと他の障害に随伴するこ
とが多いため，治療時の対応は困難となります．口腔所見としては，う蝕・歯周疾患の罹患率が高く，歯の
形態や歯数の異常に伴う歯列・咬合の異常がよくみられるため，歯科治療を必要することが多く，個人の発
達レベルに応じた行動調整法が必要となります．次に，自閉症児ですが，現在は自閉スペクトラム症という
枠組みの中で，疾患を捉えており，狭義の意味では，社会相互的関係や対人関係，コミュニケーション，限
局した反復性の常同行動の 3 領域に特徴的な機能障害をもつ者と定義されています．特有な口腔所見はあり
ませんが，歯科健診や治療が困難になる場合が最も多い障害です．歯科治療においては，新しい場所に弱
く，コミュニケーションがうまく取れないため，絵カードや行動療法としての ABA（Applied Behavior 
Analysis）を応用することが大切になります．ADHD では，コミュニケーションの確立が難しく，治療に
対する協力度も一般に低いとされています．脳性麻痺のある小児では，さまざまな口腔所見がみられます．
エナメル質の形成不全，う蝕や歯周疾患の罹患率も高く，歯列・咬合の異常が多くみられます．歯科治療に
おいては，姿勢緊張調整パターン（ボバーズ体位）を用いて対応すべきであり，不用意にミラーや開口器な
どを口腔内に入れてしまうと咬反射を誘発し，歯の破折や脱臼がみられることがあります．また，重症心身
障害児は，60％以上がてんかんを合併していて，難治性といわれています．運動・姿勢維持も困難であり，
経管栄養や胃瘻の小児も多いことから，個別の対応が必要になります．てんかんのある小児では，抗てんか
ん薬服用による歯肉肥大や転倒による頭部顔面および口腔外傷がみられることが多く，とくに歯肉肥大に関
しては，歯肉の慢性炎症がその誘因となることに留意すべきです．
　また，医科との連携のもと，歯科治療を行うべき全身疾患として，先天性外胚葉異形成症，骨形成不全
症，低ホスファターゼ症があります．特有な口腔所見を有することから，歯科的所見が診断に結びつくケー
スも決して少なくありません．歯科治療時の留意点も多いことから，医科との連携が不可欠になります．
　本講演では，障害を有する小児の口腔所見と歯科診療時の対応法やポイントについて解説いたします．

東京都出身
1986 年　　　　　　日本大学松戸歯学部卒業
1992 年 ～ 1994 年　日本大学長期海外派遣研究員　ジャクソン研究所（米国）
1994 年 ～ 1997 年　日本大学専任講師（小児歯科学）
1997 年 ～ 2001 年　日本大学准教授（小児歯科学）
2001 年 ～ 現職　　 鶴見大学歯学部小児歯科学講座主任教授

（主な社会活動）
2006 年 ～ 現在　　 日本学術会議（内閣府）連携会員
2008 年 ～ 2012 年　公益社団法人日本小児歯科学会理事長
2011 年 ～ 2019 年　日本歯科医学会理事・評議員
2012 年 ～ 2016 年　鶴見大学歯学部附属病院病院長
2016 年 ～ 現在　　厚生労働省医道審議会専門委員
2016 年 ～ 現在　　日本学術振興会専門委員
2018 年 ～ 2019 年　関東信越厚生局保険指導医
2018 年 ～ 現在　　日本小児歯科学会教育問題検討委員会委員長
2020 年 ～　　　　 ライオン歯科衛生研究所理事
2020 年 ～　　　　 日本障害者歯科学会医療保険委員会副委員長

 座長：石川　健太郎

「障害を有する小児の口腔所見と歯科診療時の対応について」
鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授

朝 田　芳 信

教育講座Ⅳ
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シンポジウムⅠ

　少子化が進む本邦において，低出生体重児や先天性疾患児の割合は増加している．2,500 g 未満の低出生
体重児の割合は 1 割を超え，1,500 g 未満出生の極低出生体重児は出生の 1％を占める．胎児診断の普及と周
産期医療の進歩によりさまざまな先天性疾患の NICU 入院が増加した．日本の新生児医療の救命率の高さ
は世界有数であるが，救命率の上昇につれて，新たな課題が明らかになりつつある．
　極低出生体重児の約 3 分の 1 にいわゆる「発達障害」と呼ばれる発達の差異があることが明らかになっ
た．医療的ケアとともに生活する先天性疾患児も増加している．NICU 卒業生は「慢性的な疾患」としての
心身の健康を生涯にわたり見守る必要がある．
　NICU フォローアップ外来を担当していると，「障害感」とは病気や後遺症といった医学的な「重症度」
とは必ずしも一致しないことを実感する．NICU 卒業家族が感じる「障害」とは，「社会の中での生きづら
さ」であると感じる．NICU 卒業生の生活の場は，成長とともに，自宅，療育，保育園・幼稚園，そして学
校と変わっていき，医療施設から徐々に遠ざかっていき，家族は各場所において支援者との関係構築を繰り
返せる養育力が必要となる．
　近年，発達障害児に生じやすいとされる不安障害，躁うつ，うつ病，パーソナリティ障害や愛着障害と
いった二次障害を予防する要因として養育レジリエンスが注目されている．「①こどもの特性を理解し，②
肯定的・前向きに育児し，③社会的支援の理解と活用ができる」という育児 3 要素からなる家族の養育レジ
リエンスの向上は，発達障害児の二次障害の予防につながる可能性が期待されている．発達障害のリスクを
もつ NICU 卒業生において，家族の養育レジリエンスの向上を支援することが，NICU 卒業の先の障害感の
緩和につながることを期待している．
　早産や疾患があっても，子どもとその家族が生きづらさを感じることなく笑顔で育てていけるには，周産
期医療・小児医療・在宅医療・地域医療・歯科医療・摂食嚥下リハビリテーション・保育・保健・療育・教
育・福祉のそれぞれの尽力とチーム連携が重要である．早産や先天性疾患の命を救うにとどまらず，早産や
先天性疾患の新生児が加わる家族全体を支えることを主眼とした医療の推進のきっかけの一つになる講演を
目指したい．

平成 6 年　　 新潟大学卒業
平成 6 年～　 神奈川県立こども医療センターにて小児科・新生児学の臨床研修
平成 10 年～　東京女子医科大学心臓血圧研究所で小児循環器学の臨床研修
平成 12 年　　COX-2 選択的阻害薬の動脈管収縮作用に関する研究で医学博士号を取得
平成 12 年　　神奈川県立こども医療センター新生児科医員
平成 26 年　　神奈川県立こども医療センター新生児科部長
令和元年　　 神奈川県立こども医療センター周産期センター長
平成 15 年　　日本未熟児新生児学会賞
平成 18 年　　日本小児循環器学会 YIA 賞
平成 18 年　　アジア Pediatric Reseach の新生児学部門 YIA 賞
平成 19 年　　アジア Pediatric Reseach の小児循環器部門 YIA 賞
令和 2 年　　 日本心臓病学会「優秀論文賞」受賞
平成 27 年～　ドラマ「コウノドリ」制作協力
日本新生児成育医学会評議員，医療の標準化検討委員，診療委員
日本周産期循環管理研究会代表幹事
日本新生児内分泌研究会，周産期マグネシウム研究会，日本胎児治療学会幹事

障害児の口腔機能発達支援における多職種連携　 コーディネーター・座長：野本　たかと 
 田 村　文 誉

「早産児と家族の障害感の緩和を目指して NICU で取り組んでいること」

神奈川県立こども医療センター新生児科部長・周術期センター長
豊 島　勝 昭



障害者歯科　第 41 巻第 3 号　2020　　139

シンポジウムⅠ

　横浜市南部地域療育センターは，現在横浜市に 9 つある地域療育センターの第 1 号施設として，1985 年
に開設されました．当時まだ国家資格ではなく，総合病院でも珍しかった言語聴覚士（1997 年に国家資格
化）を開設当初から配属し，福祉と医療の両面から発達に遅れのあるお子さんと保護者を地域で支援する役
目を果たしてきました．
　現在当センターでは，歯科医師の指示のもと，摂食外来を月 2.5 日設けています．主な対象児は脳性麻痺
やダウン症をはじめとする染色体異常等のお子さんですが，自閉症などの発達障害のお子さんや，時には

「サカナがチャカナになってしまう」というような構音の未熟さを主訴に当センターを初診したお子さんも
摂食外来にいらっしゃいます．
　食事について困っている内容により，摂食外来初診年齢が異なる傾向はありますが，他の施設に比べ，0
歳もしくは離乳食開始前の比較的早い時期に摂食外来を初診するお子さんが多いのではないかと思います．
子どもに何とか食べてもらおうと，保護者が苦労し試行錯誤を重ねる前に摂食外来に相談に来ていただくこ
とで，親子ともよりスムーズに，より適切な形で「ミルクでない食事」を開始してもらうことができていま
す．また離乳食を進めるうえで，上手くいかないことがあっても相談できる場があることが保護者の安心感
につながっていると感じています．
　本シンポジウムでは，まず当センターの概要，摂食外来の現況や通園の給食の食形態，給食での取り組み
などについてお話しさせていただき，そのうえで，当センターの摂食外来開設までの道のり，その後，職員
間で「子どもの発達にとって『適切な食形態・食事の介助』が大切であること」を共有するためにどのよう
な工夫をしてきたかについてお話しさせていただきます．
　一人のお子さん・保護者に対し，もともとさまざまな職種がかかわることが多い療育センターにおいて，
摂食支援における多職種連携が上手くいくために有効だったこと，今後の課題についても考えていきたいで
す．

1997 年 3 月　 国立身体障害者リハビリテーションセンター学院聴能言語専門職員養成課
程卒業

1997 年 4 月　横浜市総合リハビリテーションセンター第 3 療育係（難聴幼児通園施設）
2000 年 4 月　名古屋市地域療育センター
2001 年 4 月　名古屋市児童福祉センターすぎのこ学園（難聴幼児通園施設） 
2008 年 4 月　北里大学病院耳鼻咽喉科
2014 年 4 月　横浜市南部地域療育センター

障害児の口腔機能発達支援における多職種連携　 コーディネーター・座長：野本　たかと 
 田 村　文 誉

「横浜市南部地域療育センターでの摂食支援における多職種連携について 
（摂食外来・通園クラスでの給食支援を中心に）」

横浜市南部地域療育センター言語聴覚士
櫛 田　弘 美
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シンポジウムⅠ
障害児の口腔機能発達支援における多職種連携　 コーディネーター・座長：野本　たかと 
 田 村　文 誉

「地域の歯科大学付属病院だからこそできる 
障害児者の口腔機能発達支援における多職種連携」

日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座講師
遠 藤　眞 美

　障害児の口腔機能の発達支援とは単に唇や舌を動かせるようにすることではなく，食事や会話など障害児
者や家族が希望する豊かな生活を叶える支援である．たとえば，食事は認知した食材を口に運んで咀嚼や嚥
下を食べたいという気持ちのもとで行う行為であり，認知，運動，情意で示される“機能の 3 領域”の学習
で獲得した機能の複合的な遂行が求められる．この 3 領域に困難性を伴う障害児者は学習不足（未学習）や
誤学習によって食事に苦慮する場合が多い．また，誤学習による二次障害を起こすこともある．さまざまな
機能不全の重症化は新生児期からのリスク因子の蓄積であり，口腔機能も例外ではない．全世代が対象の歯
科医療者は幼少期から重症化リスクの把握が可能で発達期から終末期までライフステージを考慮したシーム
レスな歯科医学的管理と生活支援ができる．
　日本大学松戸歯学部付属病院特殊歯科は昭和 51 年に開設され，平成 7 年には摂食嚥下リハビリテーショ
ン（摂食リハ）外来を開設し，地域の障害者歯科医療の中心的役割を担ってきた．摂食リハ外来開設当時，
摂食リハを行える機関は少なかったが，近年では医療機関だけでなく，療育施設，特別支援学校，福祉施設
など障害児者の生活の場で関係する医療職，福祉職および教育職によって実施されている．ただし，支援体
制は各施設に委ねられており，関わる専門職や生活の場が変わるたびに混乱する障害児者を経験することが
ある．日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座では他の医療機関との連携だけでなく，各施設の食支援場面に
訪問して対象者と関わる専門職種へ助言をしてきた．しかし，それだけでは歯科医療者からの一方向的な指
導になる場合もあった．地域で統一した支援を実現するには障害児者に関わる職種間で知識や技術の共有理
解が重要と考え，平成 12 年から毎月の松戸摂食嚥下研修会開催，平成 17 年には地域の施設や学校で構成し
た松戸摂食嚥下連絡協議会を発足して個別相談，共通のマニュアル作成や食形態の名称の統一化の試みなど
を通して，施設および職種間での相互コミュニケーションをはかりながら口腔機能発達支援の多職種連携に
よる地域力の強化・向上に努めてきた．令和 2 年には学校給食における医教連携に関する Web ページ

（http://spc.ce.cst.nihon-u.ac.jp/）を作成し，情報を発信している．
　本シンポジウムでは，日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座での臨床と地域支援の中で行ってきた多職種
連携について紹介したい．

2001 年　日本大学松戸歯学部卒業 
2005 年　日本大学大学院松戸歯学研究科障害者歯科学専攻修了
　　　　 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座助手（専任扱い）
2010 年　九州歯科大学生体機能制御学講座摂食機能リハビリテーション学分野助教
2011 年　九州歯科大学生体機能学講座老年障害者歯科学分野助教（名称変更に伴う）
2012 年　九州歯科大学附属病院病院講師（兼任）
2015 年　日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座専任講師
日本障害者歯科学会認定医・指導医・専門医
日本口腔衛生学会認定医
日本老年歯科医学会認定医
日本摂食嚥下リハビリテーション学会摂食嚥下認定士
日本補完代替医療学会補完代替医療学識医（学識歯科医）



障害者歯科　第 41 巻第 3 号　2020　　141

障害児の口腔機能発達支援における多職種連携　 コーディネーター・座長：野本　たかと 
 田 村　文 誉

「障害者歯科センターにおける取り組み」

茨城県歯科医師会口腔センター水戸
野 村　美 奈

　口腔機能の発達は，食べること飲むこと話すことなどの経験を通して，運動・感覚・認知・コミュニケー
ションや社会性などの発達が促される．障害児の口腔機能発達支援においては疾病のみならず発育や生活も
含めて考え，早期から継続的にかかわる必要があり，またその発達には個人差があるため，多くの職種がか
かわり多様な支援が求められる．
　（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸（以下，当センター）では，平成 18 年 4 月より摂食嚥下リハ
ビリテーション外来を開設し，毎週火曜日に食べる機能に障害のある方の診療を行っている．摂食指導にあ
たる職種は，歯科医師 1 名と歯科衛生士 3 名で行っているが，必要に応じて言語聴覚士，学校の教員，施設
職員等が参加し，可能なかぎりチームアプローチができるよう配慮をしている．外来の患者数は年々増加傾
向にあり，0～10 歳の低年齢層が多いのが特徴で，全体の約 7 割を占めている．初診患者数が増加し，県外
から広範囲の受診があることや公益社団法人である当センターの立場から地域における支援態勢の構築が必
要と考え平成 22 年より地域での支援を開始した．
　療育施設では，施設職員・保護者・言語聴覚士・保育士等との摂食相談・支援やケースカンファレンス等
を行い，特別支援学校では，学校主催の職員および保護者向けの研修会・実習や給食の支援状況の把握と教
職員・栄養教諭からのケーススタディ，個別の症例検討を行い全体で情報の共有化を図った．また，障害児
者入所施設では，食事の支援状況の把握，職員に対する研修会等を行ってきた．さらに，茨城県歯科医師会
では，地域の障害児者にかかわる職種や保護者を対象に摂食嚥下に関する研修会を平成 20 年度より年 1 回
行ってきたが，アンケート調査において，詳細な内容や具体的な対応についての研修を望む意見が多く，年
1 回の講習会では十分な支援を行うことは困難と考え，平成 24 年度からは地域の障害児者にかかわる職種
を対象に，より熟練した支援者の育成を目指すことを目的に年 5～6 回の摂食嚥下研修会を開催してきた．
また，平成 27 年度からは言語聴覚士によることばの教室を開設し，話す機能の支援も行っている．
　今回のシンポジウムでは，これらの取り組みについて報告させていただき，障害児にかかわるさまざまな
職種の方々と障害児の口腔機能発達を支援するために何ができるのかを一緒に考えさせていただきたいと思
います．

1998 年　茨城歯科専門学校歯科衛生士科卒業
1998 年　茨城県身体障害者小児歯科治療センター勤務
1999 年　茨城歯科専門学校専任教員へ異動勤務
2007 年　（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸
　　　　 （旧 : 茨城県身体障害者小児歯科治療センター）へ異動勤務
現在に至る
日本障害者歯科学会認定歯科衛生士
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
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）

シンポジウムⅠ
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シンポジウムⅡ

　私は緩和ケアに 30 年以上関わってきた医師です．現在，緩和ケアで学んだ心のケアやコミュニケーショ
ンを学生達に伝える医学教育の担当をしています．
　緩和ケア病棟は，末期がん患者さんが対象ですが，障がいをもっている方も入院してこられます．緩和ケ
アでは，全人的ケアが大切だとされており，健常者も障がい者も変わりはありません．全人的ケアとは，身
体的な苦痛のみではなく，精神的，社会的，スピリチュアルな痛みのケアです．そうはいっても，障がいを
もつ方の苦痛の訴えを正確にキャッチすることは難しく，痛みの評価に難渋する場合があります．オピオイ
ドなどの医療用麻薬を導入する際も，疼痛緩和や副作用の評価が難しいとされています．
　大声を出したり，自傷行為など，理解しがたい行動にも本人にとって意味があることを知ることが大切で
す．また，困難な部分の情報だけでなく，よい部分の情報を共有していくことも重要です．患者のそれまで
の生活史を知り，好きなことや生活で大切にしていること，嫌いなことを知り，支えていきます．患者によ
り，グループホームなどの施設で生活し，家族以上に施設のスタッフとの絆が強い場合もあります．家族と
同様に，そういったスタッフとの情報共有が大切になってきます．当日は，私が経験した事例を通して，障
がい者の終末期ケアについてお話ししたいと思います．
　また，終末期の患者に関わり続けるには医療者自身のケアも重要です．ケアの一つの方法として，マイン
ドフルネスがあります．マインドフルネスとは，今ここにいることです．過去の失敗をずっと反省したり，
将来の不安を考え続けることなく，今，この瞬間を生きることです．COVID-19 が拡大し，先の収束がみ
えない今こそ，必要だと思います．具体的には，呼吸に集中することにより，不安や気になることを手放す
練習をします．座って呼吸に集中する瞑想が一般的ですが，歩く瞑想や食べる瞑想もあります．マインドフ
ルネスについても簡単にご紹介いたします．

1985 年 3 月　 昭和大学医学部卒業，外科学教室入局
1992 年 4 月　 昭和大学病院内で緩和ケアチーム活動開始
2001 年 10 月　昭和大学横浜市北部病院緩和ケア病棟に専従
2007 年 4 月　 昭和大学医学部医学教育推進室に専従
2018 年 3 月　 昭和大学医学部医学教育学講座教授に就任
大学病院の緩和ケアを考える会代表世話人，教育部会員
日本死の臨床研究会世話人代表
日本ホスピス緩和ケア協会理事
日本緩和医療学会代議員，安全・感染委員
日本医学教育学会代議員，認定医学教育専門家
著書：「セルフケアできていますか？～マインドフルネスを活かして」南山堂 2018 年，
他

高齢社会を支える障害者歯科医療のあり方を考える 
ー終末期までの介護と医療ー　� コーディネーター・座長：小 笠 原　 正��

前 田　知 美
「障害者歯科における緩和ケア」

昭和大学医学部医学教育学講座教授
髙 宮　有 介
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シンポジウムⅡ

　在宅訪問口腔ケアでは，維持期・終末期に達した方々への対応となるので，要介護者が生活と命を委ねて
いる介護者の，口腔の健康に関する意識を向上させる指導が必要と考える．内容は，誤嚥性肺炎について・
摂食嚥下のメカニズム・毎日の口腔清掃方法・口腔機能維持のための関わり方指導や食事介助についての細
かい指導も含め，介護者の力量や生活背景，疲弊状況に応じて要介護者と介護者の両方に寄り添った対応が
重要になってくる．身体介護に加え口腔ケアも頑張っている努力への賞賛を惜しみなく伝え，介護者のスキ
ルアップを少しずつ図っていく．介護者の心身の健康とモチベーションの維持を支援する良き理解者である
ことが，ひいては要介護者の生命維持にも貢献できると思っている．特別養護老人ホームへの訪問では，介
護職員から口腔機能や食事介助についての質問がたいへん多くなっている．研修会を開催し，摂食嚥下のメ
カニズムや誤嚥性肺炎について・口腔清掃方法・食前の口腔体操の内容・食事姿勢の調整・食介助の仕方
等々を細かく指導し共通認識をもってもらう．その後，定期での口腔ケア会議とミールラウンドで，スモー
ルステップで指導を行っている．施設職員に口腔に興味をもってもらい，毎日の口腔清掃もルーティンで取
り組んでもらうことで，口腔内の異常に早期に気付き，歯科診療に繋げられる．入所者の清潔な口腔内を維
持していくことで，口腔内の粘稠唾液が改善され，それにより痰が減り，やがて吸引器はベッドサイドから
外れる．口腔清掃は嚥下に関係する筋肉への刺激になるので，嚥下機能の維持・口腔の感覚・味覚の保持に
役立っている．入所者の誤嚥性肺炎予防や，むせ・窒息の減少により，食事時間の短縮が期待できる．食事
を楽しめてしっかり召し上がれると，栄養改善により免疫力が上がり褥瘡等の治癒も早くなる．こういった
一連の流れが完成することで，筆者は口腔健康管理として全体の様子を観察でき，施設職員が苦手な部分を
担うことに専念できる．病院で胃瘻宣告された入所者に対して，家族の希望があれば食前の口腔ケアと筆者
が考案したマッサージを施術し，姿勢・食形態・介助方法他を工夫して食環境を整えると，安心安全に召し
上がる援助となる．たいへん手間のかかる対応ではあるが，施設職員はそれを理解し一丸となって取り組ん
でいるので，亡くなるその日まで熱発なく，誤嚥性肺炎発症もなく口腔内の健康も維持され，終末期の口腔
乾燥の苦痛を回避する看取りを支援できている．

1982 年 3 月　北原学院歯科衛生専門学校卒業
1982 年 4 月　北原学院歯科衛生専門学校教務課勤務　
1988 年 5 月　�フリーランス（一般歯科，保健所 4 か所，豊島区小中学校歯科巡回指導，

練馬区在宅訪問診療，事業所歯科検診会社勤務）
1993 年 9 月　三菱マテリアル株式会社歯科診療所勤務
1999 年 3 月　フリーランス
台東区三ノ輪福祉センター内障害老人専門歯科勤務（1999～2006）
東京都立心身障害者口腔保健センター非常勤勤務（2001～2005）
小児・障害者専門歯科芳賀デンタルクリニック勤務（2002～2007）
台東区三ノ輪特別養護老人ホーム口腔ケアに従事（2006～2009）
稲川歯科医院勤務，主に特別養護老人ホーム・在宅訪問口腔ケア（2007～2014）
湘南ベルサイド特別養護老人ホーム勤務（2014～現在に至る）
埼玉県高齢者在宅歯科医療推進事業・大宮地区に従事（2015～2018）
医療法人彩誠会まき歯科医院勤務，主に在宅訪問口腔ケアに従事（2016～現在に至る）
他に北原学院歯科衛生専門学校非常勤講師
歯科衛生士認定：日本障害者歯科学会認定歯科衛生士，摂食嚥下リハビリテーション認
定，在宅療養指導・口腔機能管理認定，生活習慣病予防（特定保健指導・食生活改善指
導担当者）認定

高齢社会を支える障害者歯科医療のあり方を考える 
ー終末期までの介護と医療ー　� コーディネーター・座長：小 笠 原　 正��

前 田　知 美
「訪問口腔ケアとして関わる口腔健康管理 

～終末期までの介護と医療～」
まき歯科医院歯科衛生士

猪 野　貞 子
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シンポジウムⅡ
高齢社会を支える障害者歯科医療のあり方を考える 
ー終末期までの介護と医療ー　� コーディネーター・座長：小 笠 原　 正��

前 田　知 美
「高齢社会のオーラルフレイルの現状と 

障害者・終末期歯科医療への展開」
海老名総合病院歯科口腔外科部長

石 井　良 昌

　わが国の総人口（令和 2 年 1 月 1 日現在）1 億 2,602 万人のうち，65 歳以上人口（高齢化率）は 28.5％と
なった．また高齢者（65 歳以上）のうち要介護（要支援）者と認定される人数は，2019 年の 628.2 万人か
ら 2040 年には 925.5 万人と 1.5 倍の増加が見込まれ，要介護 3～5 の重度要介護者割合や介護費用の増加が
予測されている．さらに平成 30 年版障害者白書によると身体障害者でも 65 歳以上が 72.6% を占めているな
ど高齢化がみられている．
　そのなかで人生 100 年時代のキーワードとして健康寿命延伸に関する研究がさまざまな視点から検討され
研究が行われた．なかでも柏スタディーではオーラルフレイルとなると 4 年間に要介護度 3 以上になる割合
は 7.0％，新規発症の危険度は要介護認定が 2.35 倍という数値が示された．
　神奈川県は平成 28 年度「口腔ケアによる健康寿命延伸事業」においてオーラルフレイルに関する調査

（以下；県調査）を行い，全県で歯科医院通院している患者の 24.1% がオーラルフレイルであると報告した．
また海老名市歯科医師会が平成 30 年度に行ったアンケート調査（55 歳以上）では，市民の 28.4％がオーラ
ルフレイルであった．そして平成 30 年度海老名市県調査では，対象 848 名のうちオーラルフレイル改善プ
ログラムを 172 名に実施し 97 名（56.4%）がオーラルフレイル非該当となった．これらの結果を踏まえ健康
寿命延伸のためにも，継続的なオーラルフレイル啓発活動や早期の介入を行うことが重要であると考え，全
国に先駆けて海老名市で平成 31 年度から「オーラルフレイル健診」（以下；市調査）を展開した．県調査の
受診既往がない平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までに市調査を受診した 369 人（男性 116 人，女
性 253 人），平均年齢 72.8 歳（55～94 歳）を対象とした．調査項目は質問/生活習慣に関する項目，EAT-10，
指輪っかテスト，身体測定，歯科健診，口腔機能検査などを行った．オーラルフレイル該当者数は 15.4%

（57 名）で，県調査と比較しても低い数値であった．
　要介護 3 の年間介護費は 323 万円であり，県調査結果から海老名市の試算を行うとオーラルフレイル対策
を講じなければ年間 4 億円の介護費用増加となるが，早期介入することで 1.7 億円となり，差額 2.3 億円を
減額することができる．このように健康寿命延伸のために歯科医院がゲートキーパーとしての役割を果たす
ことで，後天的な介護状態を予防し介護負担や介護費用の減少とすることも可能となる．オーラルフレイル
の現状についてお話ししたい．

1990 年 3 月　日本歯科大学歯学部卒業
　　　 4 月　東京医科歯科大学第二口腔外科入局
2001 年 4 月　海老名総合病院歯科口腔外科医長
2008 年 6 月　海老名総合病院歯科口腔外科部長
歯学博士　2001 年（東京医科歯科大学）
日本歯科大学生命歯学部客員教授
鶴見大学歯学部非常勤講師
日本口腔外科学会専門医・代議員
日本有病者歯科医療学会指導医・部会連絡委員・代議員
日本臨床代謝栄養学会認定歯科医・理事
日本病院歯科・口腔外科協議会理事
日本病院会栄養管理委員会委員
日本リハビリテーション栄養学会学術評議委員
海老名市歯科医師会オーラルフレイル・在宅介護担当理事
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高齢社会を支える障害者歯科医療のあり方を考える 
ー終末期までの介護と医療ー　� コーディネーター・座長：小 笠 原　 正��

前 田　知 美
「生活期を見据えた脳卒中患者の歯科医療」

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

　脳卒中はわが国における死因の第 3～4 位を占め，健康寿命が著しく損なわれる原因疾患として大きな割
合を占めている．脳卒中発症後の機能的予後は発症時の年齢や病型および運動機能障害などの影響により多
様になるため，回復期では個々の患者の特性と予後予測に応じた目標設定のもとにリハビリテーションを
行っている．回復期は「医療から生活への架け橋」として重要な位置づけにあるため，回復期で行うリハビ
リテーションは在宅ケアへのソフトランディングが大きな使命といえる．
　回復期における歯科の役割は経時的に変化する入院患者の ADL（Activities�of�Daily�Living）や栄養状態
に関する情報を評価し，口腔衛生管理と摂食嚥下リハビリテーションに携わり，咀嚼機能回復による「口か
ら食べられる支援」に取り組むことである．しかし，回復期における入院期間だけでは脳卒中患者の ADL
回復や QOL（Quality�of�Life）向上を完結させることは難しいのが現状である．当院で行った調査では，回
復期から在宅ケアに移行できなかった患者は低 ADL で高齢者が多く，セルフケア自立者も少ないことが確
認されている．さらに在宅ケアに移行できなかった患者は，回復期入院時の口腔状態が在宅ケア移行の患者
よりも不良になりやすいことが示されている．回復期入院時における脳卒中患者の口腔状態は，入院時の
FIM（Functional� Independence�Measure）〔運動項目〕，栄養状態および栄養摂取方法と関連しており，さ
らに退院時における ADL 帰結との関連性も認められている．したがって，回復期では患者の ADL 予後予
測に関する情報を把握し，生活期を見据えた口腔の機能的・器質的予後予測に応じたオーラルマネジメント
プランの設計が必要になる．
　このように脳卒中患者では回復期における障害の重症度や口腔状態，栄養状態および ADL の回復状況な
どを情報共有し，将来にわたる口腔の保健，健康プランの設計を含めた歯科医療が大切になると考えてい
る．
　本シンポジウムでは，脳卒中患者の生活期を見据えた歯科医療について，回復期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　　　　福岡歯科大学麻酔学講座入局
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
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，地域医療推進委員会委員長，専門医指導医，専門医
日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医
日本老年歯科医学会専門医指導医，専門医，摂食機能療法専門歯科医師
福岡市歯科医師会地域連携室副室長

シンポジウムⅡ
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シンポジウムⅡ
高齢社会を支える障害者歯科医療のあり方を考える 
ー終末期までの介護と医療ー　� コーディネーター・座長：小 笠 原　 正��

前 田　知 美
「高齢者，障害者歯科医療における栄養の役割」

相模女子大学栄養科学部管理栄養学科応用栄養学研究室
吉 野　陽 子

　健康長寿に果たす食や栄養の役割は大きい．本講演では，サルコペニアやフレイル予防に必要な栄養，唾
液の機能低下を防ぐための栄養学的観点からの基礎知識，高齢者の終末期までの介護と医療において必要な
栄養についてお話ししたい．
　高齢者の低栄養は様々な栄養素が不足しているのが特徴であり，その不足の原因として食事量が少ない

「少食」，あるいは栄養素密度が低い「粗食」が問題となっている．特定の栄養素や食品群ではなく，食品摂
取の多様性（Dietary�Variety�Score）を指標とした評価が重要であることが示され，10 食品を組み合わせ
て DVS�7 点以上を目指すことが推奨されている．健康長寿のための 12 か条では，10 食品の頭文字をとっ
て「さあに やかにいただく」とし，「魚，油，肉，牛乳・乳製品，野菜，海藻」に「いも，卵，大豆製品，
果物」などをいろいろ食べてやせと低栄養を防ぐことを啓蒙している．これらは，筋たんぱく合成に関わる
たんぱく質の供給源となる食品と，βカロテンやビタミン C などの酸化ストレスや炎症抑制に関わる抗酸
化ビタミンを豊富に含む野菜やいも，果物などの食品である．DVS が高いほど除脂肪量，四肢骨格筋量，
握力，通常歩行速度は高いことが報告されている．3 食ほとんど孤食の高齢者は，共食の機会がある高齢者
に比べて DVS が低く，フレイルや抑うつの有病率が 2 倍高いことも報告されている．また，ビタミン B 群
やビタミン D も筋たんぱく合成を促進する役割をもつことが示されている．さらに，サルコペニアの改善
には運動＋アミノ酸補充の複合的補充も有効である．
　唾液はストレスの影響を受け，急性ストレスにより唾液分泌量の低下，慢性ストレスにより唾液タンパク
の低下が起こることをこれまでに観察してきた．ストレス負荷時は，脳のエネルギー源となる糖質と必須ア
ミノ酸を含む良質なたんぱく質を十分に摂取する必要がある．微量栄養素ではビタミン B1，ビタミン C，
カルシウムの摂取が重要である．ストレス社会において唾液分泌機能を正常に保つためには，これらの栄養
素を多く摂取する必要があると考えられる．また，唾液は体液の一部である．高齢者は体液量が少なく，細
胞内液の比率が低下しているために脱水症を起こしやすい．口渇感も低下していることから飲料による水分
摂取だけでなく，とろみをつけたあんかけや煮汁を多くした料理の工夫など食事からも水分を摂取する必要
がある．
　高齢者の終末期までの介護と医療において栄養と関わりが深いのは，ADL 低下による臥床時間の延長に
よる褥瘡である．褥瘡の治癒には，エネルギー量，たんぱく質，脂質の中でも必須脂肪酸，ビタミン C，カ
ルシウム，亜鉛などの栄養素が関連している．これらが不足するとさらなる栄養状態の悪化を招く．極力経
口摂取に重点を置き，口当たりの良いゼリーなどの栄養補助食品も積極的に利用し，栄養改善に取り組むこ
とが重要である．

1986 年 3 月　女子栄養大学栄養学部栄養学科卒業
1990 年 3 月　筑波大学大学院体育研究科修士課程修了　修士（体育学）取得
1990 年 4 月～ 1991 年 3 月　�東京都老人総合研究所（現�東京都健康長寿医療センター研

究所）研究員
1997 年 4 月～ 2013 年 3 月　鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科講師
2009 年　　　�早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期過程単位取得後退学
2010 年　　　鶴見大学大学院歯学研究科博士（歯学）取得
2013 年　　　相模女子大学栄養科学部管理栄養学科准教授
2015 年　　　鶴見大学歯学部非常勤講師�（口腔機能診療科）　現在に至る
2019 年　　　相模女子大学栄養科学部管理栄養学科教授　現在に至る
資格：栄養士，管理栄養士
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シンポジウムⅢ

　東京都立心身障害者口腔保健センターは，二次歯科医療機関として，地域の歯科医療機関では対応が困難
な，スペシャルニーズのある方の口腔保健の向上を目的に設置されました．そして「患者さんとの十分な相
互理解のもと，スペシャルニーズのある方が住み慣れた身近な場所で，安心して歯科診療が受けられること
を目指す」を運営理念として，良質かつ適切で効率的な歯科医療の提供や教育研修事業，情報提供などに積
極的に取り組んでいます．
　私はスペシャルニーズのある方に対する歯科医療そのものは，健常な方に対する歯科医療と根本的に大き
く変わるものではないと考えます．しかしながら，それぞれの疾患・障害，個人の特性や生活背景などを十
分に理解したうえで，さまざまな配慮をもって患者さんに接する必要性があります．また患者さん本人だけ
でなく，保護者，家族，介助者，その他患者さんを取り巻く多くの職種の方と協力していくことも大切で
す．
　毎日幅広い年齢層の患者さんに接するなかで，常に「全身の健康のために，歯科だから取り組めること」
を念頭に，「切れ目のない歯科医療」を私の取り組みの一つとしています．その実現のためには歯科衛生士，
言語聴覚士，看護師，栄養士など，さまざまな職種とチーム医療を進めていますが，多くのスタッフ間の意
思疎通を十分図ることが大切であり，コミュニケーションの一方通行にならないようにすることが自分の課
題でもあります．
　私は大学在学中に附属病院での臨床実習や，障害児・者施設での検診など，スペシャルニーズのある方に
接する機会が多かったことが障害者歯科へ進むきっかけとなりました．当時に比べてスペシャルニーズのあ
る患者さんの受け入れ態勢は相当広がったと思いますが，さまざまな理由でいまだに歯科受診ができていな
い方も多くいらっしゃるのが現状と考えます．そこで障害があるために一人で通院や外出が困難な方，疾患
により入院や在宅医療となった方に対しても地域の医療機関との連携強化を進めています．そしてスペシャ
ルニーズのある方が安心して歯科医療を受けることができる地域づくりに貢献したいと考えています．
　今回は，私がこの口腔保健センターで心がけている取り組みについて報告いたします．

1992 年 3 月　東日本学園大学（現 北海道医療大学）歯学部卒業
1992 年 4 月　東京医科歯科大学歯学部障害者歯科学講座入局
1992 年 7 月　東京医科歯科大学歯学部附属病院医員・歯科研修医
1994 年 4 月　東京医科歯科大学歯学部附属病院障害者歯科治療部医員
1998 年 4 月　東京都立心身障害者口腔保健センター勤務（現在に至る）
2004 年 3 月　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科修了
北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系小児歯科学分野非常勤講師
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座小児歯科学・障害者歯
科学分野非常勤講師
日本障害者歯科学会認定医委員会委員
日本障害者歯科学会専門医指導医，専門医，認定医指導医，認定医
日本小児歯科学会障害児委員会委員
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
厚生労働省歯科医師臨床研修制度指導歯科医

私の障害者歯科 
―障害者の患者様にどう対応されていますか―　�

コーディネーター・座長：鈴 木　聡 行
�� 中 村　全 宏

「口腔保健センターにおける取り組みについて」

東京都立心身障害者口腔保健センター
関 口　五 郎
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シンポジウムⅢ

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応に追われ毎日ストレスにさらされている今，新しい生活様
式を踏まえた診療体制に試行錯誤されていらっしゃるのではないでしょうか．
　現在，関東障害者歯科臨床研究会に属する栃木県の一般開業医として，障害者歯科診療も行っておりま
す．障害者歯科専門施設や病院歯科で障害者歯科治療を行っていた立場から，クリニックで対応できない場
合に高次医療機関に依頼する側に変わりました．“かかりつけ歯科医”として，どのように地域に関わって
行ったらよいのか考えさせられました．2017 年日本歯科医師会から，かかりつけ歯科医とは，安全・安心
な歯科医療の提供のみならず医療・介護に係る幅広い知識と見識を備え，地域住民の生涯に亘る口腔機能の
維持・向上をめざし，地域医療の一翼を担う者としてその責任を果たすことができる歯科医師をいう，とさ
れています．
　多くの高次医療機関では各種患者管理法を用いて，一医療機関で障害者歯科治療が完結できるようになっ
てきています．行動管理が難しく全身麻酔等の管理法が必要な障害者の患者さんの見立ては，患者さん自身
の問題だけでなく，取り巻く環境や一般開業医で対応できるキャパシティによっても異なってきます．同じ
障害でも患者さんごとにさまざまなタイプがあり対応に苦慮され，配慮と工夫された経験をおもちだと思い
ます．スペシャルニーズを必要とする人が，スペシャルケアを地域格差なく受けられていない現状がありま
す．私は何か困った時は，基本に忠実に考えてみるようにしています．初診時の問診から患者評価を行い，
自分の所で可能な対応をし，その地域医療の社会資源を活用して連携を取りながら，ライフステージに応じ
て住み慣れた地域で医療サービスを提供していくようにしています．歯科医師自身がコーディネーターの役
割も果たさなければなりません．その役割を果たすには，歯科衛生士の協力が不可欠だと痛感しています．
　このシンポジウムを通して，各地域で求められている障害者歯科のスタイルについて皆様と一緒に考え
て，地域格差がなくなり今後円滑な診療形態が構築されていく一つの機会になることを願っています．さら
に障害者歯科が好きになり，明日からの臨床にお役に立つことがあれば幸いです．

1988 年 3 月　　 東北歯科大学卒業
1998 年 4 月　　 東京医科歯科大学歯学部附属病院研修医
1990 年 4 月　　 東京医科歯科大学歯科麻酔科医員
1994 年 4 月　　 埼玉県総合リハビリテーションセンター歯科医員
1997 年 4 月　　 東京都老人医療センター歯科口腔外科非常勤医員
1999 年 4 月　　 医療法人隆仁会山王病院歯科
2005 年 10 月～　医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック（臨床研修施設登録）
社会歯科学会評議員，日本歯科麻酔学会認定医・代議員，日本障害者歯科学会認定医・
指導医・専門医・専門医指導医・地域医療推進委員会委員・代議員
関東障害者歯科臨床研究会幹事，介護支援専門員，労働衛生コンサルタント

私の障害者歯科 
―障害者の患者様にどう対応されていますか―　�

コーディネーター・座長：鈴 木　聡 行
�� 中 村　全 宏

「私の障害者歯科―皆様の地域ではどのように対応されていますか？―」

医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック院長
江 面　陽 子
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　私は，1983 年に歯科医院を開設以来，障害のある方々の「かかりつけ医」として歯科治療および訪問歯
科診療に携わっております．特に訪問歯科診療は試行錯誤でした．
　当時，障害者の歯科診療は地域の口腔保健センターのみでの輪番制で診療日や診療時間に制約があり，患
者様達にとって不便であったと思います．当医院では「一生自分の歯で食べよう」をモットーに，患者様の
都合の良い日時を予約していただき，その前後には他の患者様の予約を入れないように配慮してきました．
　1991 年より東京都立心身障害者口腔保健センターでの 2 年間の研修，1996 年より昭和大学口腔衛生学教
室での摂食研修を終了し多くを学びました．
　障害者歯科診療に携わる先生が少ないなか，2005 年第 22 回日本障害者歯科学会を山梨で開催したことが
大きな展開となりました．学会入会者・認定医取得の先生方が増加したことでした．
　県内開業医の先生方から治療困難な患者の紹介を受け，トレーニングし通常治療が可能になるとその先生
に戻すように，また訪問診療では，多職種の方々と連携が取れ，さまざまな情報が共有でき地域医療に貢献
できるようになりました．摂食指導は 0 歳児から 100 歳以上の方々に口腔ケアと同時に指導していますが，
特に障害児では「う蝕なし」の子供たちが増加してきました．
　私の 38 年間の障害者歯科治療のさまざまなエピソードをお話しさせていただき，皆様と今後の障害者歯
科医療について考えてみたいと思います．

1981 年　松本歯科大学卒業
1983 年　あきやま歯科医院開設
1989 年　山梨口腔保健センター心身障害者歯科担当医
1993 年　東京都立口腔保健センター発達期・老年期研修終了
1996 年　昭和大学歯学部口腔衛生学教室摂食研修終了
1997 年　山梨県立介護実習普及センター介護講座講師
2004 年　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客員講師
2016 年　第 7 回関東障害者歯科臨床研究会を山梨で開催
山梨県歯科衛生専門学校・山梨県立大学講師・甲府市介護認定審査員・山梨口腔保健セ
ンター副所長などを歴任
校医：認定こども園永照寺幼稚園，甲府市立石田小学校，山梨県立甲府支援学校，山梨
県立盲学校
日本障害者歯科学会認定医，代議員
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
日本小児歯科学会会員
日本法歯科医学会会員
著書：「小児の摂食嚥下リハビリテーション　第 1 版」分担執筆

私の障害者歯科 
―障害者の患者様にどう対応されていますか―　�

コーディネーター・座長：鈴 木　聡 行
�� 中 村　全 宏

「私の障害者歯科―障害者にやさしい環境つくり―」

あきやま歯科医院院長
秋 山　賢 一
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私の障害者歯科 
―障害者の患者様にどう対応されていますか―　�

コーディネーター・座長：鈴 木　聡 行
�� 中 村　全 宏

「障害者の患者様にどう対応していますか？」

公益財団法人柏市医療公社医療センター歯科診療部部長
宮 下　直 也

　当診療所は，平成 22 年 8 月に開設された歯科診療所である．医療センターという名称ではあるが，医科
が併設ではなく歯科診療所のみとなっている．歯科診療所のため，入院施設はなく外来のみとなるが，全身
麻酔，静脈内鎮静法，嚥下内視鏡，嚥下造影検査が行える設備は整っており，二次医療機関として機能して
いる．治療上医科の管理が必要となった場合には，三次医療機関へ紹介を行って連携を取っている．
　患者は，障害者だけではなく，スペシャルニーズのある方を対象にしているため，歯科診療に対する障害
がある方と考えている．開業医の先生方からは，治療困難な方のご紹介をいただいている．
　一番大切なことは，相手を知る，患者を知ることとだと考える．医療面接と初診時の診察および患者の行
動などは，治療方針を立案する上で重要である．ここが一つのポイントであると考える．ここでどれだけの
情報が得られるかによって，治療の成果に差が出てくることもありうる．
　治すところは早く治す，トレーニングはゆっくりという考えで行っている．行動調整は，治療内容，患者
の状態，家族などの希望を考慮して決定している．治療内容としては，スケーリング，PMTC などのメン
テナンスと保存・補綴・外科処置などとの比率は，およそ 2：1 となっている．
　治療が終わったら褒める．本人だけでなく，家族や介護者，付き添いに対してもフォローをする．皆が気
分良く終わることが大切である．精神的なフォローも重要と考える．
　歯科の重要性は，啓蒙啓発活動により広く認識されてきてはいるが，「できれば行きたくない所」と一般
の方にも，まだ思われているところがある．意思疎通が困難，歯科治療の必要性もなかなか理解が難しい
方々に，「また行きたい，行くのを楽しみにしている」，そう言ってもらえる，そう感じてもらえる歯科を，
われわれは目指している．

平成 3 年 3 月　　日本大学松戸歯学部卒業
平成 3 年 4 月　　東京医科歯科大学歯学部第一口腔外科学専攻生
平成 5 年 4 月　　伊豆赤十字病院歯科口腔外科医員
平成 6 年 10 月　 東京医科歯科大学歯学部第一口腔外科学医員
平成 7 年 4 月　　伊豆赤十字歯科口腔外科医員
平成 9 年 6 月　　丹野歯科医院勤務
平成 10 年 12 月　防衛医科大学校歯科口腔外科助手
平成 13 年 4 月　 埼玉県歯科医師会口腔保健センター医長
平成 22 年 7 月　 柏市医療公社医療センター歯科診療部部長
日本障害者歯科学会代議員，災害対策委員，IT 化検討委員
日本障害者歯科学会認定医・専門医
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　近年，口腔内細菌の一部は，齲蝕や歯周病の原因菌として口腔の健康を脅かすだけでなく，全身に大きな
影響をもたらすことが明らかとなってきた．従来，唾液中の細菌は消化管に流入しても抗菌タンパク質によ
り殺されるため腸管は口腔細菌の影響を受けないと考えられてきたが，マウスにおいて代表的歯周病菌の P. 
gingivalis の反復経口投与が腸内細菌叢を変化させ，全身性炎症を誘導することが明らかにされたことから，
口腔内細菌叢が脳に深い影響をもつ腸管（腸脳相関）の細菌叢に影響を及ぼしている可能性が指摘されてい
る．一方で，知的障害者の口腔疾患の高罹患率や周産期医療の進歩や発達障害の認知などに伴う本邦での知
的障害者人口の増加等を背景とし，障害者歯科分野においては従来の歯磨き一辺倒ではない新しいアプロー
チが求められている．その一つにプロバイオティクスがある．
　プロバイオティクスとは，「宿主に有益に働く生きた細菌によって構成される添加物」と定義され，
Lactobacillus 属に代表される乳酸菌を含むヨーグルトなどがこれに相当する．Lactobacillus rhamnosus KO3
株（以下 L8020 菌）は，齲蝕罹患歴のないヒトから分離された乳酸菌株のうち S.mutans や P.gingivalis 等
に対する抗菌作用の強い株である．L8020 菌入りヨーグルトの摂取を行った健常者ヒト試験において歯周病
源菌に対する抑制効果が確認され，障害者においても L8020 菌の継続摂取により歯周病の臨床指標の改善
や red complex の一つである T. forsythia の菌保有率が有意に減少するなど歯周病原因菌の菌叢に変化がみ
られた．その作用機序は，L8020 菌の産生するバクテリオシン Kog1 が，5 分以内に菌を破壊し LPS（リポ
多糖）を不活性化することでマクロファージ等からの炎症性サイトカインの産生を抑制するためであると考
えられている．
　本発表では，プロバイオティクスを用いて障害者の口腔内疾患や口腔内細菌叢に対してこれまで行った取
り組みについて報告し，併せて本邦が抱える超高齢社会における高齢認知症患者の口腔保健対策等プロバイ
オティクスの可能性や問題点などについて参加者とともに考えたい．

1998 年　　広島大学歯学部卒業
1998 年　　広島大学歯学部付属病院医員
2004 年　　イースト歯科クリニック勤務
2007 年　　南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010 年　　広島大学病院歯科診療医（障害者歯科）
2012 年　　広島大学病院口腔健康発育歯科障害者歯科助教
2015 年　　広島大学医歯薬学総合研究科博士課程展開医科学専攻修了
2016 年～　広島大学病院口腔健康発育歯科障害者歯科講師（病院）
日本障害者歯科学会指導医
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システマティックレビューチーム
日本医療福祉教育コミュニケーション協会指導者
社会福祉士

未来の障害者歯科医療 
―超高齢社会医療への展開―　 

コーディネーター・座長：岡 田　芳 幸
  李　　 昌 一

「障害者歯科分野におけるプロバイオティクスの可能性」

広島大学病院口腔健康発育歯科障害者歯科講師
尾 田　友 紀
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　ダウン症候群に係る医療領域は，産科，小児科，遺伝科，歯科をはじめ，合併症の多様性から実に多岐に
わたる．著者が運営するヨコハマプロジェクトでは，医療現場においてダウン症候群に関する適切な情報提
供を行うための一助として，冊子「ダウン症のあるくらし」を制作し，提供している．同冊子の特徴は，

「コンパクトである」「乳児から成人までのくらしを紹介する」「写真を多用することでイメージしやすい」
「誰にきいていいかわからない質問を扱う」である．
　医療機関を対象に，冊子の利用状況に関する調査を実施（2018）したところ，医療機関の多くの利用者が
冊子を親への情報提供時に使用しており，「写真があり，ダウン症についてイメージしてもらいやすい」「ダ
ウン症のある人の生活について説明しやすい」との回答が多くみられた．
　この調査に先立つ，ダウン症のある子どもをもつ親を対象にした「妊娠・出産時のダウン症に関する情報
の入手状況」に関する調査（2015）では，ダウン症のある子/人のくらしについて，ご家族にとって必要な
情報の全体がカバーされ，また，医療機関等の信頼できる機関から，情報入手できることを期待している状
況が明らかになっている．
　本セッションでは，調査結果を踏まえ，ダウン症のある方の診療におけるコミュニケーションについて論
じる．

大学院修了後，外資系素材メーカー，外資系コンサルティング会社を経て，2015 年一般
社団法人ヨコハマプロジェクトを設立．代表就任．2018 年合同会社マトリクス K を設立．
代表就任．東京大学大学院工学系研究科学術支援専門職員および公益財団法人日本ダウ
ン症協会理事，アジアダウン症連盟理事を併任．
著書：「改革の過程から規制の進化を探る」erc 出版 2019 年

未来の障害者歯科医療 
―超高齢社会医療への展開―　 

コーディネーター・座長：岡 田　芳 幸
  李 　　昌 一

「冊子『ダウン症のあるくらし』の提供から見えてきた 
医療コミュニケーションへのニーズ」

一般社団法人ヨコハマプロジェクト
近 藤　寛 子
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未来の障害者歯科医療 
―超高齢社会医療への展開―　 

コーディネーター・座長：岡 田　芳 幸
  李 　　昌 一

「重度心身障害児者および医療的ケアを必要とする在宅療養者へ 
歯科衛生士の関わり　―歯科衛生士の職域拡大を目指して―」

社会福祉法人訪問の家　横浜市多機能型拠点　郷　歯科衛生士
深 町　厚 子

　日本は 1970 年に「高齢化社会」に突入し，2007 年に「超高齢社会」となり，世界一の高齢社会を迎えて
いるといわれています．その背景にはこの国における医療の進歩，制度の充実による医療機関を受診しやす
い環境，生活保障制度の充実，学校教育の充実が挙げられています．同様に医療的ケアを必要とする重度心
身障害児者も高度医療に支えられ命を繋げることができる時代となってきました．出生時から長期にわたる
入院治療を経て，医療と家庭でのケアにより在宅で生活している小児在宅療養者も増加しています．命の限
りを宣告されて出生したとしても生命力と家族のケアにより，その予知を超えることも稀有なことではなく
なる一方，家族の心身の疲労，本人の就学・就業，家族の加齢，生活環境の変化，体調の変化，医療的ケア
の増加など本人と家族を取り巻く問題は時間の経過とともにさまざま変化していきます．
　神奈川県横浜市にある社会福祉法人訪問の家は 1979 年に障害者地域作業所として開設し，その後，利用
者の変化するニーズに合わせ診療所，グループホーム，地域活動ホーム，訪問看護ステーションを開所して
きました．2012 年には横浜市「将来にわたるあんしん施策」の一環として市内 6 か所に整備予定である横
浜市多機能型拠点第一号館として当施設を開所し，2013 年から歯科衛生士が関わることになりました．住
み慣れた地域でより豊かな在宅生活が送れるよう本人と家族を支援していく施設は福祉の現場であり，臨床
では知りえなかった生活に介入していきます．そのなかで歯科衛生士は何ができるのか，また，医師，看護
師， 支援スタッフなど多職種協働のなかで何を求められているのかを模索する日々でした．
　超高齢社会となった現在，重い疾患や障害があったとしても社会資源を利用しつつ地域のなかでその人ら
しく活き活きと生活することが可能となってきました．その生活を維持するための在宅医療を支える職種と
して歯科からのアプローチは大きな意味をもっていると感じています．また，歯科衛生士の働き方も歯科診
療所だけではなく病院，介護保険施設など多岐にわたってきましたがその数はまだ多いとは言えません．こ
れからの「歯科衛生士にできること」について一緒に考えていくことができたらと思います．

1984 年　3 月　 日本女子衛生短期大学保健科（現 神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科）
卒業

1984 年　4 月　一般開業歯科診療所勤務
1990 年 12 月　医療法人財団順和会山王病院歯科勤務
1996 年　3 月　学校法人清水学園湘南歯科衛生士専門学校勤務
1997 年　4 月　フリーランスとして歯科診療所，障害児者歯科診療所等に勤務
日本歯科衛生士会認定歯科衛生士（認定分野 B 障害者歯科）
所属団体・学会：
日本障害者歯科学会
日本歯科衛生士会・日本歯科衛生学会
日本口腔筋機能療法学会
日本口腔ケア学会
小児在宅歯科医療研究会
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　かがわ総合リハビリテーションセンター病院歯科は，身体障害者歯科医療センターの整形外科，内科，小
児科，眼科，耳鼻咽喉科の 5 つの診療科と同時に 1986 年 4 月 1 日に開設された．香川県における障害者歯
科専門医療機関として診療を行っており，一般の歯科医療機関では困難な障害者の歯科医療・口腔保健の支
援を行ってきた．診療スタッフは，現在常勤歯科医師が 2 名，非常勤歯科医師 5 名，常勤歯科衛生士 7 名の
体制であり，年間患者数は，延べ人数で 9,000 人を超える．1990 年より香川県立中央病院麻酔科の協力を得
て歯科外来での全身麻酔下治療も開始した．また 2011 年より岡山大学歯科麻酔科から非常勤で歯科麻酔医
の定期派遣を受け症例数は増加した．2017 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの 3 年間で，全身麻酔下
症例 120 症例，鎮静麻酔 15 症例になった．
　私は，1987 年より当センター歯科に非常勤で派遣され，以来障害者歯科医療に携わってきた．現在まで，
33 年以上毎週 6～8 症例の障害者歯科診療を続けている．口腔外科と並び障害者歯科医療は私にとってライ
フワークである．2015 年より香川大学歯科口腔外科学の責任者になってから香川県での障害者歯科医療の
拡充にさらに力を入れている．患者は全身疾患を有している方も少なくなく，治療に関連した医療事故が発
生しやすい環境と考えられる．そのため歯科医療スタッフは障害者歯科の十分な知識・技能を有する歯科医
師・歯科衛生士を配置するように努めている．現在，障害者歯科認定医が 3 名（うち指導医 2 名），歯科麻
酔専門医 1 名，障害者歯科認定衛生士 2 名，矯正歯科認定医 1 名，口腔外科専門医 2 名を配置している．
　これからの障害者歯科医療に求められるもの，安心・安全の治療だけでなく，物理的行動調整法に加え全
身麻酔，鎮静麻酔法などを効果的に応用し，精神的・肉体的に楽な歯科治療を行い，ご本人やご家族の方々
に信頼してもらえる施設として運営していくことを目標にしている．
　今まで口腔外科医として取り組んできた障害者歯科医療についての経験を述べるとともに，超高齢社会を
迎えて，今後取り組んでいきたい障害者歯科医療について私見を述べたいと考えている．

1987 年　広島大学歯学部卒業
1991 年　香川医科大学大学院医学研究科修了
1991 年　香川医科大学医学部歯科口腔外科学助手
2000 年　香川医科大学医学部歯科口腔外科学講師
2002 年　香川医科大学医学部歯科口腔外科学助教授
2007 年　香川大学医学部歯科口腔外科学准教授
2015 年　香川大学医学部歯科口腔外科学教授
日本障害者歯科学会認定医・指導医，日本口腔外科学会専門医・指導医，日本がん治療
認定医機構がん治療認定医（歯科口腔外科），小児口腔外科学会認定医・指導医，日本口
腔インプラント学会専門医・指導医，日本歯科薬物療法学会専門医，日本口腔科学会認
定医・指導医，日本外傷歯学会認定医・指導医，など

未来の障害者歯科医療 
―超高齢社会医療への展開―　 

コーディネーター・座長：岡 田　芳 幸
  李　　 昌 一

「かがわ総合リハビリテーションセンター病院での障害者歯科医療」

香川大学医学部歯科口腔外科学教授
三 宅　 　実
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シンポジウムⅣ
未来の障害者歯科医療 
―超高齢社会医療への展開―　 

コーディネーター・座長：岡 田　芳 幸
  李　　 昌 一

「障害者の高齢化にともなう疾患の発症と歯科診療時の全身管理」

神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座教授
森 本　佳 成

　令和元年版「障害者白書」（内閣府）によると，知的障害者のうち 65 歳以上の割合は，2000 年までは 3％
未満であったのに対し，2011 年 9.3％，2016 年 15.5％と大幅な増加を示している 1）．障害者は，40 歳代を節
目に，生活習慣病やその他の疾患などの医学的な管理が必要になることが多いといわれる．一方，障害者は
疾患の理解や症状の訴えが少なく，自分自身で養生できないことが多い．そのために，疾患が進行して重症
化し，日常生活活動が著しく低下してから初めて周囲の方がその症状に気づくことも多い．
　障害者歯科診療施設では，小児期から継続して口腔管理を行っていることが多いが，患者の高齢化にとも
ない新たな内臓疾患等を発症したり，身体機能や精神機能が低下するため，従来のように安全に歯科診療を
行うことが困難になる患者も増加している．
　全身疾患を発症した障害者の歯科診療を安全に行うためには，医科主治医からの診療情報提供は必須であ
る．しかし，医療を受けることへの理解が乏しい患者では，十分な診察や検査は困難であるため，詳細な診
療情報を得ることができない場合も少なくない．そのうえで歯科医療を安全に行うためには，従来の歯科医
療プロセス（医科からの詳細な診療情報に基づいて，管理法を選択する）とは異なる高度な全身評価や管理
を行う必要がある．
　本シンポジウムでは，以下の症例の管理法について，われわれの考え方を提示したうえで，議論を通じて
よりよい方策を見出したい．
　症例 1：45 歳，男性．知的能力障害，てんかん，心不全．
　約 6 か月前に全身浮腫のために体重が約 25 kg 急増し，ほとんど活動できなくなったために，総合病院へ
救急搬送された．臨床症状から急性心不全と診断されるも，拒否のために採血・X 線撮影・心電図・心臓超
音波検査等は行えず，入院も困難であった．対症療法として利尿薬 2 剤が処方され，ある程度の改善をみて
いる．全身麻酔下歯科治療が予定された．
　症例 2：46 歳，女性．知的能力障害，潰瘍性大腸炎，横紋筋融解症（の既往）．
　親族が少なく，施設入所である．潰瘍性大腸炎を診療している大学病院の診療録に横紋筋融解症の既往の
記載があるものの，詳細は不明であった．全身麻酔下歯科治療が予定された．
　文献 1） 内閣府：令和元年版障害者白書，https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r01hakusho/

zenbun/index-w.html

1986 年　福岡県立九州歯科大学卒業
1994 年　奈良県立医科大学助手（口腔外科学）
2002 年　大阪大学歯学部附属病院講師（歯科麻酔科）
2014 年　九州大学病院准教授（特殊歯科総合治療部全身管理歯科）
2015 年　神奈川歯科大学大学院教授（全身管理医歯学講座）
博士（医学）
日本障害者歯科学会認定医・指導医
日本歯科麻酔学会認定医・専門医，代議員
日本口腔外科学会専門医・指導医
日本有病者歯科医療学会専門医・指導医，代議員，理事
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公開コンサート

　演奏予定曲と，そのエピソードの MC 内容の要旨です．メインは『ギフト』です．

　『ギフト』
　現在高校 2 年生になる一人っ子の愛娘は未熟児で生まれ，その後ダウン症，脳の合併症，広汎性発達障害
と告知されました．幼少期は免疫力も弱く，ほとんど病院で子育てをしていました．心身ともに疲れ切って
いた私は，生きる気力さえ失いかけていました．
　しかしそんな私達に手を差し伸べて支えてくれる，たくさんの温かい人たちがいました．今まで傲慢に生
きてきた私が，感謝の気持ちが溢れて止まらなくなりました．私達親子は「生きる覚悟」をさせられまし
た．
　時は流れ娘も大きくなると，体も大きく丈夫になり，人の心に寄り添える優しい女の子に育ってくれまし
た．この子が生まれてくれたおかげで，たくさんの方々との出会い，学びがありました．彼女の笑顔のため
になら，なんだって頑張れる．今では我が家のかけがえのない宝物です．
　そんな娘と，今まで支えてくださった方々への感謝の気持ちをいつか歌にしたい，そう思い娘の 7 歳の誕
生日プレンゼントに『ギフト』という曲を作りました．この曲は「世界ダウン症の日」のキャンペーンソン
グとなりました．

　『どうかこの子を』
　障がいのあるお子さんの親御さんは口を揃えてこう言います．「あぁ，この子よりも 1 秒でも長く生きた
い」と．数年前のことです．私はある司法書士の方に出会いました．その方は相続と成年後見人の専門家で
した．その方に自分の気持ちを伝えると「お母さん，時代は変わったんですよ」と言われました．そして自
分が死んだ後，我が子を託す人に宛てた「引継書」というものがあることを初めて知りました．そのことを
聞いて涙が止まりませんでした．私が死んだ後でも娘の笑顔は守れるんだ，嬉しくて思わず書き上げたのが

「どうかこの子を」という曲です．天国から娘を見守りながら，我が子を託す人へ宛てた手紙のような曲で
す．

　『きみはキラキラダイヤモンド』
　この曲は NPO 法人アクセプションズ主催の「バディウォーク東京」というイベントの公式テーマソング
になっています．バディウォークとはダウン症の世界的啓蒙イベントです．近年では毎年渋谷のスクランブ
ル交差点を 2,000 人でウォークし，マスメディアでも取り上げられています．この活動は現在全国に広がり，
一大ムーブメントになっています．
　我が子は世界で一番の宝物，そこに障害の有無は関係ない．すべての命にはお役目があり，生きているこ
とは素晴らしいということがテーマになっている曲です．

東京都出身．シンガーソングライター．音楽作家．認定音楽コーチ．
結婚前からシンガーとして，タレントのバックコーラスや都内ライブハウスでソロ活動
をしていた．2004 年にダウン症の娘を出産したことをきっかけにシンガーソングライ
ターに転身．DTM（コンピューターミュージック）による「オールセルフプロデュース」
を始める．娘の 7 歳の誕生日プレゼントに書いた『ギフト』を YouTube にアップする
と，これが世界ダウン症連合の関係者の目にとまる．そして国連が初めて「世界ダウン
症の日」を国連カレンダーに制定した，記念すべき 2012 年のキャンペーンソングに『ギ
フト』が起用され，英語，中国語，ドイツ語，スペイン語に翻訳され，5 カ国語バージョ
ンが配信される．
またダウン症の世界的啓蒙イベント「バディウォーク」が，日本で初めて行われた NPO
法人アクセプションズ主催の「バディウォーク東京」の公式テーマソングとして『きみ
はキラキラダイヤモンド』が起用．合唱曲としても歌い親しまれている．
2013 年に MIMO ファーストマキシシングル『ギフト』をリリース．
現在は音楽作家として楽曲提供，認定音楽コーチとして音楽心理学に基づく障害児者支
援，歌やダンスのミュージックワークショップ，病院や障害者施設でのコンサートをは
じめ，活動を全国に広げ「トーク＆ライブ」にて，音楽で社会に優しさが広がる活動を
している．

� 　座長：宮 城　 　敦

「物言わぬ我が子が教えてくれたこと―感謝と共に生きる日々―」

シンガーソングライター
MIMO
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公開コンサート

　1996 年，神奈川県立武山養護学校の生徒と親たちでスタートを切ったホンキートンク．その後長きにわ
たり，市内はもとよりさまざまな地域でのイベント等に，年間平均 10 本前後の出演を果たす．
　2007 年には，東京国際フォーラムにて開催された「ゴールドコンサート」で審査員特別賞を受賞．
　メンバーは知的障害および身体障害のあるドラマーを中心に，加えてドラムサポーターとお母さんダン
サーで構成されている．
　観る者，聴く者，踊る者，そこにいる皆をハッピーの渦に巻き込む！
　「ホンキートンク」は，そんなバンドです．

関戸　大
ホンキートンク代表．ドラム講師．
1992 年キューバ旅行をきっかけに，西アフリカのセネガルなどでパーカッションを本格的に学び始める．
現在はジャンルを問わないさまざまな音楽シーンで幅広く活動中．
優しさの中にも強い芯のある音色は聴く者のハートを捉えてやまない．メンバーを見る瞳は優しさそのもの．

柴崎千明
ドラムサポーター．
ドラマーの他にデザイナー画家，書家等の顔をもつ．メンバーに寄り添い演奏する姿は愛に溢れている．

事務局・連絡先：090-2219-1946　高嶺正子

� 　座長：宮 城　　 敦

「ヨコスカ発　アフリカンパーカッション＆ダンスパフォーマンス」

知的障害者のアフリカ太鼓軍団
ホンキートンク
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　� 座長：小 松　知 子

「ダウン症の娘を育てて」
日本福祉大学客員教授／久が原書道教室主宰

金 澤　泰 子

　ダウン症の娘・翔子を 35 年前に授かった．ダウン症に対する情報も少なかった 35 年前は時代背景も悪
く，障害者に希望などはないと思い込み，絶望であった．無気力になっていた．しかしその絶望からも娘の
健気さや，優しさに少しずつ救われ，書を教えることに希望も見えはじめていた．しかし小学 4 年生のとき
に普通学級から，遠く離れた身障者学級に移らされ，途方にくれた．なすすべもないなかで娘に 276 文字を
擁する「般若心経」の大きな作品を書かせようと思い立った．無謀とも思える，このような難問にでも取り
組まなければ，私の胸の内はおさまらなかった．この苦しい試練に娘はよく付いてきた．叱られて泣きなが
らも愚痴も言わず，懸命に取り組み，般若心経を 10 組・3,000 字余りを書き上げた．このときに完全に楷書
の基本が身につき，持続の力もつき，書家になれた．この苦しい闇の中で親子は深く強く手を繋いだ．この
とき流した涙の跡のある作品が『涙の般若心経』と呼ばれ，娘の代表作となっている．
　高校卒業の 19 歳のとき，就職活動に失敗し，将来の行方も知れず，また悲嘆にくれた．そんな失意の中
で翔子の父親が亡くなる（翔子 14 歳）矢先に「20 歳になったら翔子の個展をしょう」と言った言葉を思い
出した．当時は父親のほうが娘の書の力を認めていた．父親の遺言のようなつもりで「生涯に 1 度だけでい
い」と思い 20 歳の個展を全力で開いた．この個展が多くの人の感動を呼び，その個展から書家と言われは
じめた．1 回限りのつもりで開いた個展が今では 500 回余りに及ぶ．それらの個展のすべてが大成功裏に終
わってきた．闇の中に陥り，その苦しさの中で，書道をするしか力のない私は，いつも娘と書で苦境を凌い
できた．幾度となく襲った闇の中には光が潜んでいた．
　今私は闇の中にこそ光があると思う．いつの間にか娘は書家として多くの人に支えられはじめた．そして
今，一人暮らしを始め，とても立派に暮らしている．
　30 歳のときの国連本部でのスピーチで，見事に壇上で話す娘の勇姿に，私は涙が止まらなかった．30 年
前，ダウン症と告知された日の日記に「今日，私は世界で一番悲しい母親だろう」と書いたが，健気な娘の
姿に私は「翔子，母さんは今，世界一幸せだよ」と言えた．生きてさえいれば絶望はないのだと，思った．
　この想いに至るまで 30 余年の歳月を必要とした．

1966 年　明治大学卒業
1977 年　書家・柳田流家元に師事
1985 年　翔子誕生
1990 年　東京に書道教室開設
著書：「天使の正体」「天使がこの世に降り立てば」「金澤翔子の一人暮らし」かまくら春
秋社，「翔子・その書」大和書房，「翔子」角川マガジンズ，「涙の般若心経」世界文化社，

「心は天につながっている」「悲しみを力に」PHP，「金澤翔子」平凡社など多数出版
現在，久が原書道教室主宰，東京芸術大学評議員，日本福祉大学客員教授

特別講座
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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，今年度の学術大会で委員会企画のシンポジウム「あなたの発見が制度を変
える―障害者虐待を見つける歯科医療者の目―」を開催します．
　これまで 4 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．精神障害者の理解と支援（2019 年，岐阜），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．そして本年はその集大成として，権利擁護＝障害者虐待の防止に
私たち障害者歯科医がどのような役割を果たしうるのか，果たすべきなのかをとりあげます．
　一般市民の方々でも，「虐待」ということばに接するとその強い響きにたじろぐことでしょう．しかしこ
こでいう虐待は，必ずしも悪意や暴力の随伴を意味しません．支援を必要とする方が当然もっている権利が
護られずにいる状態を「権利侵害」と捉え，そして権利侵害が放置されることが社会福祉でいう「虐待」な
のです．
　障害者支援で最も基本的かつ重要な虐待の防止には，それと気づかれない虐待の早期発見と適切な支援へ
のつなぎが欠かせません．歯科医療者は障害者虐待の早期発見にきわめて高い機能をもっています．本シン
ポジウムの第 1 の目的は，こうした視点を参加者に意識していただくことにあります．同時に，発見したの
ちの適切な支援，すなわち関係機関への情報提供やこれら機関と一体となった障害者支援のイメージを参加
者に気づいていただくことも大きな目的です．
　従来，日本社会福祉士会は日本弁護士連合会等と協働して，障害者虐待防止法の改正を求めてきました

� 　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

「あなたの発見が制度を変える　―障害者虐待を見つける歯科医療者の目―」

歯科医師，日本障害者歯科学会認定医
2009 年　愛知学院大学歯学部卒業
2010 年　大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部入局
2018 年　静岡市障害者歯科保健センター
現在に至る

松川綾子

社会福祉士（日本社会福祉士会理事），精神保健福祉士
1986 年　淑徳大学社会福祉学部社会福祉学科卒業
1998 年　静岡市社会福祉協議会（旧清水市社会福祉協議会）
2013 年　静岡市葵区城東地域包括支援センター所長
2015 年　静岡市暮らし・しごと相談支援センター所長
2020 年　静岡市清水医師会在宅医療介護相談室室長（専任）
現在に至る

安藤千晶
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が，本年に入ってその受容に急速な進展がみられています．実はこの請願の中で国会議員たちに強いインパ
クトを与えたのは，障害者虐待（医療ネグレクト）を早期に発見して適切な支援に導いた，ある障害者歯科
センターの事例でした．今回のシンポジウムでは，この政策提言の一端を供覧することにより，歯科医療者
による発見が制度変革にも結び付きうるという可能性を示したいと思います．
　今回の予定演者は下記の方々です．

　事例の供覧：
　　松川綾子歯科医師（静岡市歯と口の健康支援センター）
　政策提言の説明：
　　安藤千晶社会福祉士（日本社会福祉士会理事，静岡市清水医師会在宅医療介護相談室）
　司会：
　　望月　亮（本学会医療福祉連携委員）

　今回の学術大会および本シンポジウムは，web 会議形式，オンデマンド開催です．本委員会としては，
下記などの理由から，今回の委員会企画は「次年度の本格的な議論に向けての導入」的な位置づけであると
考えています．
・「障害者虐待と権利擁護」の啓発および政策提言は，本委員会設立当初からの根源的なテーマであること．
・�本委員会がこれまで行ってきた委員会企画シンポジウムでは，フロアを交えた討論が主体であり，録画配

信では十分に意を尽くせないおそれがあること．
　したがって，シンポではまず司会による趣旨説明，次いで両演者による簡潔なプレゼンを行います．その
後に「障害者虐待と権利擁護」およびその啓発，政策提言について，視聴いただく会員の皆さんが抱くであ
ろう多くの疑問・質問を，みなさんになり変わって医療福祉連携委員各々から提示していただきます．全体
をコンパクトな構成にまとめ，次年度皆が集まった折に熱く，実の詰まった議論ができるように，その充実
した準備と位置づけたいです．
　…すっかり次年度も委員会を開く気満々の当委員会がお示しする，リモートならではの新しいコンテンツ
を，皆さんどうぞご視聴ください．そしてお近くのわれわれ委員たちをつかまえて，どんどん議論をふっか
けてきていただけましたら，これに過ぎる幸せはありません．会員皆さんの一人でも多いご視聴をお待ちし
ております．
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災害対策委員会

　今年も，大雨による災害が発生しています．被災された皆様に，心よりお見舞い申し上げます．
　被災地では，新型コロナウイルス感染防止のため避難所の運営や支援活動においてこれまでとは異なる対
応が求められています．
　日本障害者歯科学会災害対策委員会では，2018 年に常設委員会として発足後，災害発生時に被災した障
害のある人および学会員を支援するために学会としての災害発生時の行動指針や初動マニュアルの作成，全
国の口腔保健（歯科）センターへの災害対策に関するアンケートなどを行ってきました．口腔保健（歯科）
センターへのアンケート結果では，それぞれに災害対策に取り組んでおり，災害時においても地域の拠点と
して機能することが期待されましたが，具体的な方策については「検討中」にとどまっているところが大半
でした．そこで，昨年度は学術大会時の委員会企画として，アンケート結果を踏まえて，障がい者歯科医療
機関がすべき災害への備えについてポスターにて提案させていただきました．
　本委員会では，各センターで災害対策に取り組む際には，障害当事者の災害時支援に関する考えを知る必
要があると考え，本年 2 月に障害当事者の 4 団体（全国肢体不自由児者父母の会連合会，全国手をつなぐ育
成会連合会，日本自閉症協会，全国重症心身障害児（者）を守る会）の協力を得てアンケート調査を実施し
ました．今年度の委員会企画においては，このアンケート結果をもとに，障がい者団体とともに障がい者歯
科診療機関における災害対策の具体策について考えたいと思います．最初にアンケート結果の概要を報告
し，次に石巻市障がい児・者歯科診療所の河瀬総一朗先生より診療所の防災対策の実際について日ごろから
の取り組みを中心にお話しいただきます．その後，アンケートに協力いただいた 4 団体の方々（発言者は現
在調整中）より，それぞれのお立場から各団体の紹介と，感染対策下での災害対策における課題や歯科保健
医療とのかかわりなどについてご意見をいただきます．最後に，発言者間で災害時にも役立てることができ
る「障がい者団体と歯科医療機関とのつながり」をどのように構築することができるか，そのための解決す
べき課題は何かなどについて討論を予定しております．
　通常とは異なる Web 開催となりますが，この企画が，聴講してくださる方々が関係するセンターや診療
室における災害対策や支援が障害のある方に寄り添ったものになるための参考となることを願っています．
　なお，障害者団体への災害対策に関するアンケート結果の詳細については，今大会のポスター発表で報告
しておりますので，ご覧いただけますと幸いです．

� 日本障害者歯科学会災害対策委員会
� 委員長　服 部　　 清

「支援者とともに考える障がい者歯科医療機関の災害対策」
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ランチョンセミナー1生涯研修委員会・医療安全委員会合同企画セミナー

　2020 年初頭から新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行により，本邦においてもいくつかの都道府
県で緊急事態宣言が発せられ，日常生活にかなりの制限がかかりました．歯科診療に対してもさまざまな憶
測により，患者さんが歯科の受診に対して消極的にならざるをえない状況にもなりました．
　5 月には日本歯科医師連盟から「新型コロナウイルス感染（COVID-19）対策ガイドライン」，そして 8
月には日本歯科医師会から「新たな感染症を踏まえた歯科診療ガイドライン」が発表され，大枠としての
COVID-19 を踏まえた歯科診療における感染防止対策は明確に打ち出されていると考えてよいと思います．
しかしこれはあくまでも一般的な歯科診療室でのことであり，障がい者歯科診療においてはもう少し踏み込
んだ検討も必要であると考えられます．たとえば，障害者福祉施設や高齢者福祉施設等を利用している場合
などは，福祉施設も十分な感染対策はしていると思いますが，来院時の患者さんの体調チェックはなかなか
難しい課題だと思います．
　今回，私達の施設では，未曾有の感染症に対してどのように感染防止対策を立案して実行したか紹介させ
ていただき，今後の障害者歯科診療における感染防御策を皆さんと考えてみたいと思います．

� 日本障害者歯科学会生涯研修委員会
� 委員長　中 村　全 宏
� 日本障害者歯科学会医療安全委員会
� 委員長　久 慈　昭 慶

「COVID-19 を経て今後の歯科診療における感染防止対策を再考する」

東京歯科大学歯科麻酔学講座講師
東京歯科大学水道橋病院医療安全管理室室長

半 田　俊 之

1999 年　奥羽大学歯学部卒業
2005 年　東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科麻酔学専攻）修了
2005 年　東京歯科大学歯科麻酔学講座助手採用
2006 年　公立昭和病院麻酔科主事
2007 年　東京歯科大学歯科麻酔学講座助手復職
2008 年　東京歯科大学口腔健康臨床科学講座歯科麻酔分野へ異動
2010 年　東京歯科大学口腔健康臨床科学講座講師採用
2013 年　東京歯科大学水道橋病院医療安全管理室室長採用
2014 年　東京歯科大学歯科麻酔学講座へ異動
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　� 座長：秋 山　茂 久

「Tourette 症候群のチック症状に対する歯科スプリントによる治療効果」
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

　Tourette 症候群は 1 万人あたり 0.46～36.2 人に発症し，1 年以上の音声チックと運動チックを呈する疾患
であるが，その疾病メカニズムは明らかでない．対処療法として薬物療法，認知行動療法および脳深部刺激
療法などが応用されているものの，症状が改善せず社会生活上の困難を継続する患者もいる．
　近年，米国で歯科スプリント装着がチック症状を改善させるとの報告があり，国内の患者らからも，チッ
ク症状への対処法のひとつとして期待が高まった．しかし国内外での歯科スプリントの治療成績や，本療法
の有効性および安全性についてのエビデンスはほとんどない．そこで本研究では，Tourette 症候群のチッ
ク症状に歯科スプリントが有効であるのか，またどのようなスプリントの効果が高いのかを評価するため，
患者にスプリント装着した際のチック症状の変化について観察研究を行った．
　22 名の患者で歯科スプリントを装着したときのチック症状の変化を観察し，症状を自己評価レポート

（TSSR）やビデオ解析により点数化した．その結果，70％以上の患者で，スプリントを装着した後に運動
および音声チックが有意に減少することが明らかとなった．一方で，チック軽減効果の個人差や，一部での
スプリント装着によるチックの増加が観察された．歯科スプリントを装着し咬合すると，閉口筋筋紡錘に生
じる筋紡錘感覚が無意識下で増強されることが知られている．ラットでは，咬筋紡錘感覚が大脳で情動機能
を担う島皮質等にも伝達されることが明らかになっていることから 1），この筋紡錘感覚の増強が，多くの
Tourette 症候群の患者においてチックを減少させた可能性が考えられる．
　本研究成果により，歯科スプリントが Tourette 症候群のチックや生きづらさを緩和させる治療法になる
ことが期待される．薬物療法，認知行動療法，脳深部刺激療法など他の治療法に組み合わせることで，症状
をさらに緩和させる治療法の開発につながるだけでなく，スプリントの作用メカニズムの解明からチックの
メカニズムの解明にも寄与すると可能性がある．本研究成果は国際パーキンソン病・運動障害疾患学会誌
Movement�Disorders に掲載された 2）．改めて，本研究の機会を与えて下さった日本障害者歯科学会に感謝
を申し上げたい．
1）�Sato�F,�Uemura�Y,�Kanno�C,�Tsutsumi�Y,�Tomita�A,�Oka�A,�Kato�T,�Uchino�K,�Murakami�J,�Haque�T,�

Tachibana�Y,�Yoshida�A.�Thalamo-insular�pathway�conveying�orofacial�muscle�proprioception�in�the�
rat.�Neuroscience.�365：158-178,�2017.

2）�Murakami�J,�Tachibana�Y,�Akiyama�S,�Kato�T,�Taniguchi�A,�Nakajima�Y,�Shimoda�M,�Wake�H,�Kano�
Y,�Takada�M,�Nambu�A,�Yoshida�A.�Oral�splint�ameliorates�tic�symptoms�in�patients�with�Tourette�
syndrome.�Mov�Disord.�34：1577-1578,�2019.

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，専門医指導医，認定医指導医，専門医，認定医

宿題委託研究報告
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　クラスター，オーバーシュート，ロックダウンといった耳慣れないカタカナ言葉やテレビでの多くのコメ
ンテーターの発言，インターネットで飛び交う玉石混交した大量の情報，さらに志村けんさんの死亡報道は
衝撃的で，多くの方が毎日を強い不安とストレスの中で過ごしています．ウイルス感染症の歴史から，今何
ができるかを考えてみましょう．第一次世界大戦中の 1918 年に，スペインインフルエンザ（スペイン風邪）
のパンデミックがありました．諸説ありますが世界人口の約 3 分の 1 が罹患し 4,000～5,000 万人の死亡者が
出たと考えられています．日本では，約 2,300 万人の患者と約 38 万人の死亡者が出たとの内務省の推計報
告があります．インフルエンザウイルスの分離に成功したのは 1933 年であり，この当時の対策は，患者の
隔離，接触者の行動制限，マスクの着用，公共施設の封鎖，環境の消毒，個人衛生（手洗い，うがい），集
会の禁止などでしたが，流行を遅らせることはできても患者数は減らせなかったとされています．
　C 型肝炎ウイルスは，インフルエンザウイルスとは異なり血液を通して感染するウイルスです．1880 年
頃に日本に侵入し，戦後から 1960 年代までは輸血を受けると 2 人に 1 人が感染してしまいました．自然に
排除されることが少なく肝臓に定着してしまう難治ウイルスであることから多くの方が肝硬変や肝細胞がん
で苦しみました．1989 年にウイルスが発見され治療が劇的に進化したため現在では飲み薬でほぼ治ります．
WHO は 2030 年に日本では稀な疾患になると予測しています．難治と考えられていたウイルスも時間はか
かりましたが克服することができそうです．
　新型コロナウイルスは，身体に定着してしまうウイルスではなく診断や治療の開発も格段に速くなってい
ますので治療薬やワクチンの早期の登場が期待できます．それまでは，手洗い，うがいや口腔ケアを徹底
し，密閉空間・密集場所・密接場所に集まることを避けることが大切です．スペインインフルエンザからほ
ぼ 100 年経過しても基本は同じなのです．夏目漱石門下の，物理学者，随筆家である寺田寅彦博士は，浅間
山の噴火に関する随筆で「ものをこわがらな過ぎたり，こわがり過ぎたりするのはやさしいが，正当にこわ
がることはなかなかむつかしいことだと思われた」と書いています．「正当にこわがる」ためにウイルス性
肝炎克服の歴史から学びましょう．

1988 年 3 月　弘前大学医学部卒業
1988 年 5 月　日立総合病院初期研修
1993 年 3 月　自治医科大学大学院卒業　医学博士取得
1999 年 8 月　日立総合病院消化器内科主任医長
2007 年 7 月　茨城県肝疾患相談支援センター長
2012 年 4 月　筑波大学医学群臨床教授
2017 年 5 月　日立総合病院副院長
日本内科学会内科認定医，総合内科専門医
日本肝臓学会認定医，指導医
日本静脈経腸栄養学会認定医，学術評議員
平成 17 年茨城県医師会勤務医部会学術奨励賞受賞
平成 29 年度茨城県救急医療功労者知事表彰
令和元年度茨城県歯科保健賞受賞

� 共催：アッヴィ合同会社

「WITH コロナ時代の処方箋 
―ウイルス性肝炎克服の歴史から学びましょう―」

株式会社日立製作所日立総合病院副院長
鴨志田　敏郎

企業セミナー 1
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　笑気吸入鎮静法は鎮静効果・健忘効果・鎮痛効果の三大効果を特徴として，主に先進国のさまざまな医療
機関で使用され，その地位と名声を確固たるものとしています．しかも最近ではそれらの効果にとどまら
ず，口腔顔面領域における感覚入力の抑制効果や，神経障害性疼痛発生の抑制効果についての有益な報告が
散見されます．さらに，笑気吸入鎮静法はその機序である NMDA 受容体の抑制により，即効性でかつ持続
的な抗うつ作用を引き出し，良好な精神状態をもたらすことが多数報告されています．その他，複数の報告
やデータを交えながら，これからの歯科医療における笑気吸入鎮静法の可能性ならびに発展性について論じ
たいと思います．

2003 年　3 月　九州歯科大学卒業
2003 年　4 月　九州歯科大学歯学研究科大学院入学
2005 年　8 月　九州歯科大学歯学研究科大学院 3 年次退学
2005 年 10 月　九州歯科大学歯科麻酔科，障害者（児）歯科助手
2006 年　4 月　九州歯科大学歯科侵襲制御学分野助手
2007 年　4 月　九州歯科大学歯科侵襲制御学分野助教

九州歯科大学障害者（児）歯科科長
筑豊看護専門学校講師（兼任，非常勤），現在に至る

2008 年　4 月　�九州歯科大学附属歯科衛生学院講師（兼任，非常勤）�
（2010 年 3 月 31 日で終了）

2010 年　9 月　九州歯科大学附属病院あんしん科医員
2014 年　4 月　九州歯科大学歯科侵襲制御学分野医局長
2018 年　1 月　九州歯科大学歯科侵襲制御学分野講師
2019 年　2 月　九州歯科大学附属病院あんしん科診療科長，現在に至る
日本障害者歯科学会代議員，認定医指導医，専門医，認定医
日本歯科麻酔学会専門医，認定医
日本小児歯科学会会員
日本有病者歯科学会会員

� 共催：株式会社セキムラ
� 座長：小 笠 原　 正

「笑気吸入鎮静法を見直す」
　「笑気吸入鎮静法を見直す」と題して原野先生（九州歯科大学附属病院）から笑気吸入鎮静法の新たな効
果や発展性について，石倉先生（おがた小児歯科医院）から臨床の現場から使用のノウハウについて，小笠
原先生から安全性と簡便性についてご講演いただきます．

1．これからの歯科医療における笑気吸入鎮静法の可能性と発展性

九州歯科大学附属病院あんしん科診療科長
原 野　 　望

企業セミナー 2
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　笑気吸入鎮静法は，歯科のさまざまな分野において，開業医から大学病院まで幅広く用いられている手法
です．特に，障害者歯科においては，臨床の柱ともいえる全身管理と行動管理においてとても重要であり，
なくてはならない方法です．しかし，笑気吸入鎮静法は，深鎮静ではなく浅い鎮静なので，臨床の場面でそ
の効果が低く感じられがちです．今回は，笑気吸入鎮静法を臨床で効果的に活用するためのポイントとし
て，笑気吸入鎮静法に対する基本的な考え方，当院での笑気吸入鎮静法の使用の流れと工夫していること，
有効症例などについて，開業医の立場からお話ししたいと思います．そして，かかりつけ歯科において，笑
気吸入鎮静法がもたらす付加価値についてもお伝えできればと考えています．

　笑気吸入鎮静法を初めて実施する場合，安全性を心配されることがあるかもしれません．安全性は，亜酸
化窒素の作用の理解とリスク低減対策がポイントとなります．亜酸化窒素は，呼吸器系，循環器系への臨床
上の悪影響はありません．また亜酸化窒素は，筋弛緩作用がなく，明らかな肝・腎毒性もなく，悪性高熱も
起こさないので，亜酸化窒素自体は安全なものといえます．リスク低減対策は，注意や訓練などの「人に
頼った対策」よりも設備対策としての使用機器の「本質的な安全設計」が優先されます．誰が使っても事故
にならない安全設計が事故を起こさないポイントです．笑気吸入鎮静法の使用経験がない方にとっても安心
して使える笑気吸入鎮静器（SEDENT�PSYCHORICHⓇ）の安全設計についてご説明し，明日から安心して
実践できるセミナーにしたいと考えています．

1993 年　鹿児島大学歯学部卒業
　　　　 鹿児島大学歯学部小児歯科学講座入局
2002 年　鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター勤務
2006 年　医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院勤務
2008 年　医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院院長
2014 年　医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院理事長
　　　　 福岡歯科衛生専門学校非常勤講師
日本障害者歯科学会専門医指導医，認定医指導医
日本小児歯科学会専門医，日本歯科麻酔学会登録医
摂食嚥下リハビリテーション学会会員，日本口腔筋機能療法学会会員
全国小児歯科開業医会，福岡小児歯科集談会，福岡市歯科医師会公衆衛生委員会委員

1983 年　松本歯科大学卒業
　　　　 松本歯科大学障害者歯科学講座助手
1990 年　松本歯科大学講師（障害者歯科学講座）
2000 年　松本歯科大学助教授
2007 年　松本歯科大学教授（特殊診療科，大学院健康増進口腔科学講座）
2008 年　松本歯科大学教授（障害者歯科学講座，病院特殊診療科教授兼務）
2018 年　松本歯科大学教授（地域連携歯科学講座，病院連携型口腔診療部門教授兼務）
2018 年　広島大学客員教授
2019 年　�松本歯科大学教授（大学院健康増進口腔科学講座，総合歯科医学研究所健康増

進口腔科学部門）
日本障害者歯科学会理事，代議員，専門医指導医，認定医指導医
日本老年歯科医学会理事，代議員，専門医指導医
日本摂食嚥下リハビリテーション学会評議員，認定士，認定委員会委員
日本歯科麻酔学会会員，日本有病者歯科学会会員，日本環境感染学会会員
インフェクションコントロールドクター（ICD 制度協議会）

2．笑気吸入鎮静法を臨床で効果的に活用するためのポイント

医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院院長
石 倉　行 男

3．笑気吸入鎮静法の安全性

松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座教授
小 笠 原　 正
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　低ホスファターゼ症は遺伝性の骨系統疾患の 1 つであり，組織非特異型アルカリホスファターゼの血中濃
度の低下に起因して発症する．主症状は，「骨の石灰化障害」と「乳歯の早期脱落」が挙げられており，歯
の脱落はセメント質形成不全に起因すると考えられている．発症時期により，周産期型（重症型・良性型），
乳児型，小児型，成人型に分類され，歯にしか症状が現れない「歯限局型」も存在している．
　低ホスファターゼ症の重症例の発生頻度は 10～15 万出生あたり 1 人とされており，医科領域でのアプ
ローチで全身状態が落ち着いてから，歯のフォローのために歯科領域へ紹介される症例がほとんどである．
一方で，歯限局型のような軽症例では，歯の動揺や脱落などの症状から，歯科医師が疑いをもつことで医科
領域に紹介して診断に至ることが多い．軽症型の頻度は不明であるが，重症型に比べてかなり多いことが推
測され，診断に至らず日常生活を送っている症例が多く存在すると考えられている．
　歯の早期脱落の部位は乳前歯部の報告がほとんどで，1 歯のみの脱落症例から多数歯にわたる症例まで多
様性がある．歯科領域で遭遇する症例は，歯根が完全に残ったまま脱落する症例がほとんどである．最近で
は，乳前歯だけではなく乳臼歯や永久歯における脱落も報告されている．脱落部位への対応としては，審美
性だけではなく機能的な問題を解決するために，義歯の装着が有効な手段として広く実践されており，脆弱
な歯周状態に対しては，専門的なアプローチの継続が必要である．
　小児期における歯周炎の発症頻度は極めて低く，該当する症例に遭遇した際には背景に潜む全身疾患を疑
う必要がある．歯周炎に関連する全身疾患の多くは，医科領域で診断されてから，歯科治療や口腔管理のた
め歯科領域へ紹介される．一方で，軽症型の低ホスファターゼ症は，歯科医師の気付きで医科領域に紹介し
て診断に繋がる症例が多い．さらに，診断当初は歯限局型とされていても，成長とともに全身症状が出現す
る症例の報告もなされている．
　本セミナーでは，これまで取り組んできた自治体の乳幼児健診に対する「歯の早期脱落」に関する診査項
目や問診項目追加の啓発活動の具体例に関しても示していきたい．さらに，歯科領域から医科領域への紹介
を経て，低ホスファターゼ症の診断に至った具体例をいくつか提示し，その流れを実感していただけるよう
にしたいと考えている．

1996 年 3 月　　大阪大学歯学部卒業
1996 年 6 月　　大阪大学歯学部附属病院研修医（小児歯科）
1997 年 4 月　　大阪大学歯学部附属病院医員（小児歯科）
2002 年 11 月　 博士（歯学）（大阪大学）
2003 年 12 月　 大阪大学歯学部附属病院小児歯科助手
2007 年 5 月　　大阪大学歯学部附属病院小児歯科講師
2011 年 10 月　 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室准教授
2014 年 8 月～　大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室教授
2018 年 4 月～　大阪大学大学院歯学研究科副研究科長・大阪大学歯学部副学部長
日本小児歯科学会専門医指導医
日本小児歯科学会常務理事（学術委員長）
日本小児歯科学会近畿地方会会長（常任幹事）
日本歯科医学会学術研究委員会委員
日本循環器学会「感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン（2017 年改訂版）」
作成班員

� 共催：アレクシオンファーマ合同会社

「歯科領域が重要な役割を担う疾患：低ホスファターゼ症の基礎と最近の知見 
―「ONE TEAM」による早期診断体制の構築へ」

大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室教授
仲 野　和 彦
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O-B-1　2次医療センター障害者歯科診療所開設後 2年の初診患者の実態調査

○成瀬 正啓・黒澤 美絵
神奈川県立こども医療センター歯科
Survey of orthodontic patients in department of dentistry our center
○NARUSE MASAHIRO，Department of Dentistry, Kanagawa Children’s Medical Center, Kanagawa, Japan

○鎌田 有一朗1）・田中 直人1）・渡辺 徹1）・氏家 博1）・白田 泰愛1）・百衣 啓至1）・勝畑 尚幸1）・徐 完植1）・田中 味香1）・岡野 恭
子1）・児玉 真理1）・宮城 敦2）・小松 知子2）

1）鎌倉市口腔保健センター障害者歯科診療所，2）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座
Investigation of the actual condition for two years after the establishment of oral health center for the special patient
○KAMATA YUICHIRO，Kamakura City Oral Health Center Dental Clinic for the Special Patient, Kanagawa, Japan

O-B-2　当センター歯科における矯正歯科患者の実態調査

【目的】2018 年 2 月に地域における障害者歯科診療を担う医療機
関として鎌倉市歯科医師会が運営する口腔保健センター障害者歯
科診療所が開設され，約 2 年が経過した．当センターは開所 2 ヶ
月までは月 2 回，それ以降は週 1 回，木曜日の午後に本会員歯科
医師 2 名と障害者歯科指導医 1 名の輪番体制で診療を行ってき
た．初診患者の実態の把握と今後の展望を考えることを目的とし
て，調査をしたので報告する．

【方法】診療録をもとに 1）新患数，2）初診時の性別，年齢，3）
受診患者の居住地，4）1 日平均来院患者数及び，のべ来院患者
数，5）障害分類について調査した．なお，データは匿名化され
ている情報を用いた．

【結果】新患数は 65 名（男性 32 名，女性 33 名）であった．患者
の年齢は，平均年齢 29.5±22.8 歳で，最低年齢 1 歳，最高年齢
91 歳であった．受診患者の居住地は市内が 61 名，市外が 4 名で

あった．1 日平均来院患者数は 6.2 名で，のべ来院患者数は 678
名であった．障害分類としては，知的障害者 19 名，自閉スペク
トラム症＋知的障害 18 名，Down 症候群 8 名，脳性麻痺 3 名，
脳血管障害後遺症者 4 名，Down 症候群以外の染色体異常 3 名，
精神疾患 3 名，発達障害 2 名，肢体不自由 1 名，その他 4 名で
あった．

【考察】1 日平均患者数が順調に増加したことは近隣の施設との
連携，広報などにより本センターの存在が認知されたと考える．
年齢層は幅広く，障害も多岐にわたっていた．午前中は症例カン
ファレンスを行い，スタッフ間で情報を共有することで，円滑な
診療が行えたと考えている．今後も地域において多くの患者に対
応できる障害者歯科の二次医療機関として，一次，三次医療機
関，地域の様々な機関と密な連携を図り，安全な医療を提供して
いきたいと考えている．

【目的】当センターでは様々な疾患を背景とした小児の歯科的管
理を行っている．その中でも歯列咬合に関する主訴も少なくな
く，保険診療が認められている疾患に起因する不正咬合に対して
矯正歯科治療を行なっている．今回，当科での矯正歯科治療に関
する実態を調査したため報告する．

【方法】2012 年 1 月から 2019 年 12 月までに当センター歯科で矯
正歯科治療を行った患者を抽出し，診療録をもとに疾患，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（神奈川県立こども医療センター倫理
委員会　承認番号　1609-2）．

【結果】期間内に歯科矯正治療を行った患者は 133 名（男性，56
名；42.1％：女性，77 名；57.9％）であった．疾患別では Down
症候群（64 名；48.1％），軟骨形成不全症（7 名；5.3％），骨形成
不全症（7 名；5.3％），6 歯以上の先天性部分無歯症（6 名；

4.5％），歌舞伎症候群（5 名；3.8％）が多くを占めた．知的能力
障害を有する患者も多く，矯正治療開始までに，慣らしトレーニ
ングを必要とする患者もいた．

【考察】当科で矯正歯科治療を行った患者は，知的能力障害を有
することが多く，装置を用いた矯正歯科治療を行うことが困難で
ある場合が多い．このような患者に対しては，行動変容法を応用
して時間をかけて矯正歯科治療へと誘導する必要があると考えら
れる．また，装置も可撤式装置の装着により口腔内に装置を装着
するということに慣らし，スムーズに治療が行えることが確認で
きた場合，固定式の装置を適応するなど，治療ステップを細かく
設定するなど，個人の特性に合わせた対応が重要となる．これら
の配慮を行い，矯正歯科治療により，不正咬合を改善すること
は，将来的に口腔衛生管理が容易となり，齲蝕や歯周疾患の予防
に寄与すると考えられた．
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【緒言】静岡県東部に位置する当院では，2000 年より障害者を対
象に日帰り全身麻酔（以下，全麻）下歯科治療を行ってきた．そ
こで今回は 20 年間を振り返り，その動態を調査したので得られ
た知見と課題について報告する．

【対象と方法】2000～2019 年までに当院で日帰り全麻下治療を
行った症例の動態について，診療録を主体に調査集計し統計的に
検討した．2000 年の当院管理下にある患者を起点として調査を
始めた．尚，データは匿名化されている情報を用いた．

【結果】20 年間の全麻の症例数は，年間でのべ 22 から 76 にまで
増加して合計 608 例であった．そのうち男性 433 例，女性 175 例
であり，主疾患は自閉スペクトラム症（ASD）310 例，知的能力
障害（ID）240 例，脳性麻痺（CP）32 例，その他（歯科恐怖症，
脳血管障害，ADHD 等）26 例であった．年間の一人あたりの平

均治療回数は 1.2～2.2 回であり，各年の平均年齢は 17.9～33.0 歳
であった．症例の紹介元は，近年になって近隣の二次医療セン
ターおよび一般開業医が増加傾向を示し，患者家族からの紹介を
上回る結果であった．

【考察と結論】開業医で行える全麻は日帰りに限られるので制限
が課せられる．それでも当院での症例が増加傾向にあることか
ら，地域での臨床の実際は全麻下治療への期待が大きいものと推
察される．また紹介元が近隣の開業医で予防的に管理されている
患者の占める割合が増えていることから，診診連携の進展性が窺
える結果となった．このように開業医間で役割を分担して一人の
患者を診ていく環境整備が，障害者の歯科保健における地域医療
の第一歩と考える．

○鳥居 孝・西田 尚史・菅野 栄子
鳥居歯科医院
Kinetics of treatment under general anesthesia for 20 years in our dental clinic
○TORII TAKASHI，Torii Dental Clinic, Shizuoka, Japan

O-C-1　当歯科医院における 20 年間の日帰り全身麻酔下治療の動態

【緒言】平成 30 年度より本学で展開中の文部科学省採択事業「発
達症への介入による国民的健康課題の解決」の目標の一つは，自
閉スペクトラム症（ASD）に対する高度医療人材を輩出するこ
とである．事業開始にあたり，ASD 支援の現状とニーズを把握
する必要があった．

【対象と方法】平成 30 年度～31 年度に実施された ASD に関する
3 つの研修会で，無記名にて 11 項目のアンケートを実施した．

【結果】438 名が研修会に参加し，78％にあたる 342 名から回答
を得，98％以上が専門的知識を身につける必要があると感じてい
た．関心領域は，療育，就労，社会的問題，医療的問題と幅広
かった．40％以上が，的確な助言をもらえる専門家/多職種によ
る支援体制をコーディネイトする専門家が「ほとんどいない」ま
たは「いない」と回答した．さらに，歯科医師が医師や心理士お
よび教育職に比べて有意に「ほとんどいない」または「いない」

と答える割合が高かった（Kruskal-Wallis 検定，p＜0.05）．
【考察】ASD 支援に必要な専門的知識・領域は多種多様であり，
対応のために多職種連携の必要があることを本調査は示した．一
方，相談先となったり，支援体制をリードする専門家の不足があ
り，特に歯科医師でその傾向が顕著であることも明らかとなっ
た．近年，多領域で医科歯科連携のニーズや重要性が報告されて
おり1），ASD 支援においても連携の拡充が必要と考えられる．

【結論】ASD は様々なライフステージで多職種による適切な支援
が必要であり，ASD に対する高度医療人材を育成する本コース
が担う役割は重要である．

【文献】1）半沢篤，大久保真衣，三浦慶奈，他．歯科を併設して
いない病院との 2 年間の医科歯科連携の臨床統計．障歯誌，
2019：40；499-503．

○入江 啓輔・義村 さや香・稲富 宏之・十一 元三
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻作業療法学講座
Questionnaire on the current status and needs of support for autism spectrum disorders
○IRIE KEISUKE，Department of Occupational Therapy, Human Health Sciences, Graduate School of Medicine, Kyoto University, 

Kyoto, Japan

O-B-3　自閉スペクトラム症に対する支援の現状とニーズに関するアンケート



172

【緒言】演者らは脳性麻痺患者の固定性補綴装置に関するこれま
での研究において，ブリッジの生存率が単冠より低いことを明ら
かにした．しかしながら，この生存率は脱離・除去・抜歯を全て
失敗とみなしたものであり，不可逆的な失敗である抜歯のみのリ
スクとは異なる可能性がある．そこで本研究では，装置の支台歯
を対象とした抜歯リスク因子について検討したので報告する．な
お，本研究は長崎大学病院臨床研究倫理委員会の承認を得た（承
認番号 18021902）．

【対象および方法】本研究は 1984 から 2017 年に特殊歯科総合治
療部を受診し固定性補綴装置を装着した脳性麻痺患者 35 名の
268 支台歯を対象とした．性別，年齢，歯数，歯式，補綴装置の
種類，麻酔法，疾患等に関する項目を匿名化データとして収集
し，ランダム効果を患者識別番号とした混合効果モデルによる解

析を行った．有意水準は 5％とした．
【結果】観察期間中に 268 支台歯中 22 歯が抜歯となった．支台歯
の 10 年生存率は 92.08％，20 年生存率は 78.10％であった．共有
フレイルティ分析の結果，単冠における支台歯の生存率はブリッ
ジより低く，ハザード比は 2.87 倍であった．

【考察】脳性麻痺患者の固定性補綴装置の場合，ブリッジは脱離
や除去の機会が多く，単冠は抜歯に至りやすいと考えられた．脳
性麻痺患者は特有の顎運動のために強い応力が歯に負荷されやす
く，単冠では咬合力が分散されずに歯根破折や歯の脱臼に至りや
すいのではないかと推測された．歯の保存には脳性麻痺患者の重
症度や咬合状態に合わせた装置の選択が重要と思われた．

【結論】脳性麻痺患者の固定性補綴装置の支台歯の抜歯には装置
の種類が影響していた．

○眞方 信明1）・田上 直美2）・鮎瀬 てるみ2）・米山 香織2）・切石 健輔2）・川崎 華子1）・富永 孝志2）・鮎瀬 卓郎1）

1）長崎大学大学院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
Risk factors for tooth extraction after fixed prosthesis treatment in patients with cerebral palsy
○MAGATA NOBUAKI，Division of Clinical Physiology, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki, 

Japan

O-C-2　脳性麻痺患者における固定性補綴治療後の抜歯リスク因子

【目的】当科は障害児・者に対する歯科診療に積極的に取り組ん
でおり，通常の外来診療のみならず静脈内鎮静法や全身麻酔法の
治療にも対応している．同 NHO である石川病院においても 2015
年より，当科歯科医師および歯科衛生士の派遣のもと，障害者歯
科診療を開始した．そこで，当科と石川病院では患者の傾向にど
のような相違があるのかを対比し，今後の歯科診療に役立てたい
と考える．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 2020 年 3 月の 2 年間におい
て，両病院の初診障害児・者歯科診療患者とした．性別，年齢，
主疾患，依頼内容，外来・入院の内訳等について調査を行った．

【結果】総受診患者は当科 36 名，石川病院 71 名で，平均年齢は
当科 17.91 歳，石川病院 61.88 歳であった．主疾患は当科が知的
障害，石川病院ではパーキンソン病が最も多かった．依頼内容は

当科が歯痛・う蝕，石川病院では動揺歯が最も多かった．外来・
入院の内訳は当科は約 97％が外来であるのに対し，石川病院は
約 90％が入院であった．

【考察および結論】当科の初診患者は若年者のう蝕やう蝕起因の
歯痛が多く，われわれの役割は外来下静脈内鎮静法や短期入院下
の全身麻酔法で治療を行うことである．治療終了後はかかりつけ
歯科医でのリコール等へ移行させ，必要時当科が介入する連携体
制に繋げていくことが重要である．一方，石川病院は高齢者の歯
周疾患起因の動揺歯に関する依頼が多く，結果として抜歯を行う
症例がほとんどである．しかし当科と異なり多くの患者が主疾患
での長期入院であり，抜歯後もわれわれが歯周疾患に重点を置い
た口腔衛生管理に取り組んでいく必要がある．2 病院での障害者
歯科診療としての傾向は対照的であり，それぞれの病院で患者の
ニーズにあった対応が求められる．

○島田 真菜美・丸川 浩平・能崎 晋一
NHO 金沢医療センター
Survey on dental treatment for patients with disability in comparison of patients and our role in two hospitals with special 
needs dentistry
○SHIMADA MANAMI，National Hospital Organization Kanazawa Medical Center Dentistry and Oral Surgery, Kanazawa, Japan

O-C-3　某 2病院障害者歯科における患者の比較とわれわれの役割について
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【緒言】今回，当センターにて歯科治療を実施した患者の介助者
を対象に，歯科治療前後の不安感や精神的健康度の変化を患者の
様子を含めて検討し，若干の知見を得たので報告する．なお，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（日本障害者歯科学会倫理審査委
員会　承認番号 180014）．

【対象と方法】平成 31 年 1 月～12 月までに当センターを新規に
受診した患者 389 名のうち，歯科治療が必要となった歯科治療困
難患者を対象とし，その対象患者の介助者に対し，歯科治療実施
前後に無記名自記式質問紙調査および精神健康調査票（以下，
GHQ）を実施した．またアンケート以外の項目は診療録から評
価した．

【結果】対象患者は 57 名，2 回目の質問紙まで回収できたのは 53

名であった．患者の歯科治療時平均年齢は 20.5±18.0 歳（3 歳 8
か月～84 歳），平均治療歯数は 7.8±5.8 本であった．質問紙調査
の結果から，【介助者からみた患者の様子】の項目では，『固いも
のを食べないことがあったか』の項目で歯科治療後に改善する傾
向がみられた．【介助者自身の気持ち】の項目では，『患者が受診
することに不安はあるか』『患者が歯科受診をうけることに不安
はあるか』の項目で歯科治療終了後に不安感が減少していた．介
助者の GHQ では，患者の要齲蝕歯本数との間に相関は見られな
かったが，治療前に 4 点以上であった者が治療後に 3 点以下に減
少する傾向はみられた．

【考察と結論】歯科治療に対する拒否が強い患者に対し歯科治療
を負担なく実施することで，介助者の不安感の減少や精神的健康
度の改善に寄与している可能性が示唆された．

○濱 陽子1）・宮内 美和1）・大石 瑞希1）・岡田 紗夜1）・沖野 恵梨1）・新谷 宏規2）・内藤 真理子3）

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，3）広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学
Effects of dental treatment on anxiety and mental health of caregivers with special needs
○HAMA YOHKO，Hiroshima Oral Health Center, Hiroshima, Japan

O-C-5　歯科治療が障害者の介助者の不安感や精神的健康度へ与える影響

【緒言】当院は重症心身障害児（者）病棟（以下，重心病棟）207
床を有し，入院患者は，四国四県から長期にわたり入院してい
る．今回，2019 年 1 月から重心病棟に対し歯科介入を開始した．
歯科診療日は週 2 回，半日だが，常勤歯科衛生士が週 5 日口腔ケ
ア介入を行った．2020 年 4 月から歯科外来が開設となり，診療
台も設置された．今後の歯科支援の方向性を探るために対象者の
実態調査を行ったので報告する．

【対象と方法】2019 年 1 月から 7 月までに口腔ケアを行った 200
名（男性 117 名，女性 83 名）を対象とし，歯科衛生実施記録を
もとに，年齢，全身状態，口腔内状態について調査を行った．

【結果】年齢は 4 歳から 79 歳（平均年齢 42.9 歳）であった．気
管切開実施者 58 名，人工呼吸器装着者 33 名，てんかんの合併
160 名，身体自立度は C2 の 107 名が最も多かった．現在歯数は
平均 22.6 本，う蝕歯数は平均 2.1 本，195 名に歯石沈着，170 名

に舌苔がみられ，はみがき時の出血は 184 名，歯牙動揺は 86 名
にみられた．

【考察および結論】全身状態から，定期的な口腔ケア介入を要す
る患者が多くいることが考えられた．看護師がはみがきを行って
いたが，口腔内環境は不良であったと思われる．当院では 2005
年に歯科による口腔ケア介入後病棟内の臭気が改善した1）という
報告があるが，直近 12 年間は歯科による口腔ケアが中断されて
おり，その間に口腔衛生状態が再増悪した可能性がある．今後，
当科が定期的に口腔ケア介入・管理を行い，同時に他職種との情
報共有と技術面の支援を行うことで，口腔内状況の改善が見込め
ると考える．

【文献】1）中川義信，有田憲司，他：長期入院重症心身障害児・
者の口腔内状況．IRYO，62：197-203，2008．

○土田 佳代1）・岩崎 昭憲1）・大林 由美子2）・三宅 実2）

1）独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター，2）香川大学医学部歯科口腔外科学講座
A survey of oral health in hospitalized patients with sever disabilities
○TSUCHIDA KAYO，Shikoku Medical Center for Children and Adults

O-C-4　当院重症心身障害児（者）病棟での口腔状況実態調査
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【緒言】障害者歯科・歯科麻酔では専門的な知識を必要とする．
そこで今回，歯科衛生士専門学校学生の臨床実習前後における障
害者歯科・歯科麻酔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 11 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 24 名を対象に，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．本調査は一般社会法人日本障害者歯科学会
の倫理委員会の承認を受け行った（承認番号 19007）．

【結果】『障害者歯科実習に対し，どんな心情か』の問いに『楽し
み・楽しかった』が実習前後で 0％から 42.4％に増加した．『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』に
対し『思う』が実習前後で 18.1％から 33.3％に増加した．『将来，

障害者歯科を行っている診療所や病院等に勤務したいか』に対し
『思う』が実習前後で 0.0％から 12.5％に増加し，自由記述には
『やりがいがある，対応方法が分かった』との回答が多かった．
また，『歯科麻酔に興味があるか』に対し『ある』の回答が実習
前後で 16.7％から 45.8％に増加したが，自由記述には『興味は沸
いたが自信がない』という意見が多かった．『歯科衛生士として
全身麻酔等に関わってみたいか』に対し『思う』の回答が実習前
後で 12.5％から 33.3％に増加した．

【考察】以上の結果から臨床実習を通して学生の障害者歯科・歯
科麻酔への意識が高まったことが分かった．障害者歯科において
は実習中に障害のある方と関わることで否定的な感情がなくな
り，興味・関心が高まったと考えられた．歯科麻酔に関しては興
味を持った者も多くみられたが，知識や経験の不足から自信が持
てず臆している様子が窺えた．

○岡田 紗夜1）・大石 瑞希1）・沖野 恵梨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 and dental anesthesia：Comparison before 
and after a clinical training
○OKADA SAYO，Hiroshima Oral Health Center, Hiroshima, Japan

O-C-7　歯科衛生士専門学校学生の障害者歯科・歯科麻酔に関する意識調査―臨床実習前後の比較―

【緒言】ラリンジアルマスクエアウェイ（LMA）を深麻酔下ある
いは覚醒後のいずれの状態で抜去した方が有害事象の発生を少な
くできるかということについては議論の余地の残るところであ
る．当院ではこの問題に関して 2018 年に調査を行った結果，
2019 年から深麻酔下に LMA を抜去しているが，その効果につ
いては検証していない．今回，障害者に対する全身麻酔の際に深
麻酔下に LMA を抜去する方法の効果について調査したので報告
する（森之宮病院倫理委員会承認番号 395）．

【対象および方法】2017 年 3 月から 11 月に当院においてプロポ
フォール，レミフェンタニル，フレキシブルタイプの LMA を用
いて実施された障害者の全身麻酔下歯科治療 138 症例（旧法群）
と 2019 年の同月間に深麻酔下に LMA を抜去した 97 症例（深麻
酔群）を対象として，喉頭痙攣，噛みしめ，体動などの有害事象

の発生状況や覚醒時間などについて麻酔記録を調査した．
【結果】旧法群では噛みしめが 1 例，体動が 3 例で発生していた
のに対して，深麻酔群では 1 例も有害事象は認められなかった．
一方，覚醒時間は平均で数分程度有意差をもって深麻酔群の方が
延長していた．

【考察】LMA 抜去時に激しい噛みしめや体動が生じると抜去が
困難になるだけでなく気道確保も困難になる可能性があり，外傷
の原因にもなり得る．したがって，当院の障害者の全身麻酔下歯
科治療においては LMA を深麻酔下に抜去するべきと考えられ
る．

【結論】当院では障害者に対する全身麻酔下歯科治療においては
LMA を深麻酔下に抜去する方が安全性が高いと考えられるが，
覚醒時間の延長について検討が必要である．

○旭 吉直1，2）・大道 士郎1，2）・山本 朱美2）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加1，2）・兵頭 美穂1）・青野 陽2）・高崎 義人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
Effect of removing a laryngeal mask airway under deep anesthesia at the end of general anesthesia in patients with special 
needs
○ASAHI YOSHINAO，Department of Dentistry, Morinomiya Hospital, Osaka, Japan

O-C-6　障害者の全身麻酔終了時にラリンジアルマスクエアウェイを深麻酔下に抜去する方法の効果
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【緒言】歯科恐怖症や異常絞扼反射をもつ患者の歯科治療に苦慮
することは多く，静脈内鎮静や全身麻酔を必要とする症例も多
い．このような患者は，う蝕や歯周病が進行しており，治療回数
が多くなる為中断に繋がりやすい．今回，異常絞扼反射の患者に
対し全身麻酔と静脈内鎮静を用いて，口腔内の改善を認めた症例
を経験したので報告する．本発表において患者本人より書面にて
同意を得ている．

【症例】患者は 50 才の女性で，平成 30 年 6 月に左の上下奥歯の
歯痛を主訴に初来院した．既往歴に花粉症と貧血があった．

【経過】初診時，デンタルミラーの挿入も困難な様子だった為，
静脈内鎮静による歯科治療を試みた．しかし臼歯部の治療では異
常絞扼反射が起き，う蝕治療や外科処置は不可能であった．そこ
で全身麻酔下に抜歯，保存処置，歯内処置，補綴処置，及び歯周
処置を実施し，その後，再度，静脈内鎮静を用いて管理した．静

脈内鎮静を全身麻酔の前に 8 回，その後，静脈内鎮静を 15 回，
現在までに計 23 回行った．現在は，口腔内の衛生状態の改善が
認められている．

【考察】開業歯科医院において異常絞扼反射をもつ患者に遭遇す
ることはあるものの，静脈内鎮静や全身麻酔で対応する施設は限
られている為，治療中断になることが多い．しかし，全身麻酔と
静脈内鎮静を併用することで，治療進行度が高まり，患者自身の
協力度も上昇したと考えられる．これは治療が確実に進むという
動機付けに繋がり，治療の中断を防ぐことが出来たと思われる．
結論異常絞扼反射をもつ患者の歯科治療に対し，静脈内鎮静と全
身麻酔を併用することは，治療の進行度を高め，患者のモチベー
ションを保ち中断を防ぐ．加えて，口腔衛生状態の改善と維持が
可能となると考えられる．

○工藤 香菜恵1）・安倍 将太2）・川合 宏仁2）・山崎 信也2）

1）医療法人みゆき歯科医院，2）奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科
Patient with severe gagging reflex who improved oral hygiene by general anesthesia and intravenous sedation
○KUDO KANAE，Medical Corporation Miyuki Dental Clinic, Yamagata, Japan

O-D-2　全身麻酔と静脈内鎮静を併用し，重度異常絞扼反射患者の口腔内衛生状態を改善させた症例

【緒言】障害児・者の歯科診療時において患者の強い拒否行動が
みられる場合，当科では安全性の確保のために布製シート（抑制
帯）を用いて体動コントロールを行うことがある．しかし最終的
には抑制せずに診療を行うことが望ましいと考える．H25 年より
コップ遊びと名付けたモデリング法を用いたトレーニング1）を取
り入れてきたが，治療後にトークンエコノミーとして行ったとこ
ろ布製シートからの離脱が可能となる症例も認めている．今回
我々は当科を受診し，コップ遊びトレーニングを取り入れている
患者の中で布製シート抑制から離脱に至った患者やコップ遊びが
トークンエコノミーとして患者に与えている効果の検討を行っ
た．

【対象および方法】2019 年 4 月～12 月の間に受診した全患者の中
でコップ遊びトレーニングを取り入れている患者を対象とした．
治療前のコップ遊びトレーニングをコップ B，治療後のコップ遊

びをコップ A とし，体動コントロール方法などを検討評価した．
【結果および考察】モデリング法と遊戯療法を兼ね備えている
コップ遊びトレーニングは，その楽しさから歯科に対する恐怖感
の消失や歯科スタッフとの信頼関係の構築が認められ，またモデ
リング効果により診療器具の受け入れが可能となることが推察さ
れた．トレーニング後の抑制下での治療後のコップ遊びはトーク
ンエコノミーとしての効果が大きく，治療に対する恐怖感の軽減
と次回の受診を楽しみにする児・者も多かった．その結果，体動
コントロールが不要になるなど無理のない歯科診療が可能になっ
たと考えられた．
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 R1009）を得ています．

【文献】1）上出清恵他．“コップ遊び”という名のモデリング法
の効果は？，障歯誌（抄），2016；37：293．

○上出 清恵・大岩 隆則・太田 増子・加藤 礼子
愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科
Effect of “The cup play” training as token economy―As a guideline, weaning from the suppressive belt during dental 
treatment―
○KAMIIDE KIYOE，Department of Dentistry Aichi Prefectural Mikawa Aoitori Medical and Rehabilitation Center for 

Developmental Disabilities, Aichi, Japan

O-D-1　�トークンエコノミーとしての“コップ遊び”トレーニング効果について―歯科診療時の布製シート（抑制帯）か
らの離脱を目安として―
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【緒言】障害児・者は過去の嫌悪記憶のため，極度の歯科恐怖症
となり強い拒否行動を示す場合がある．我々は通常治療拒否患者
に対してコップ遊びというモデリング法で導入および治療トレー
ニングを行っているが，診療室への導入も非常に困難でトレーニ
ングに苦慮した 3 症例に対し，座位保持システム（以下子ども用
車いす）を使用した導入とトレーニングを経験したので報告す
る．

【症例1】4 歳男児，自閉症：主訴：ブラッシング困難．初診時以
降の体動の増悪，入室拒否のため子ども用車いすを使用したト
レーニングを開始し 1 年 11 カ月で独歩入室可能になる．

【症例2】4 歳女児，自閉症：主訴：治療希望．う蝕のため他院を
受診するが拒否があり当科を受診．nee to nee 法によりトレーニ
ングが進み，シート下でう蝕処置をしたがその後の拒否が強く入
室困難となり，子ども用車いすを使用したトレーニングを開始し
7 カ月で独歩入室可能になる．

【症例3】9 歳男児，自閉症：主訴：治療希望．3 歳より他院で通
院していたがう蝕の経過観察が長いため心配となり当科受診．
シート下でのう蝕処置後，入室拒否が強くなり子ども用車いすを
使用したトレーニングを開始し 4 カ月で独歩入室可能になる．

【考察】診療拒否児も年齢や拒否の程度により，治療トレーニン
グも非常に困難となる．3 症例とも肢体不自由は認めず，普段は
必要としない子ども用車いすの使用も幼少期にベビーカーに乗っ
ていた記憶からか自ら座る事ができたと考える．落下防止用ベル
トによって体動にも対応しつつ診療室への入室，ブラッシングや
治療トレーニングも徐々に可能となり恐怖感の軽減にも繋がった
と考えられる．そのため，3 症例とも現在は通常診療が可能と
なった．
尚，本症例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 R1008）を得ています．

○太田 増子・大岩 隆則・上出 清恵・加藤 礼子
愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科
Three cases of using seating system for patients who have difficulty entering the dental treatment room
○OTA MASUKO，Department of Dentistry Aichi Prefectural Mikawa Aoitori Medical and Rehabilitation Center for Developmental 

Disabilities, Aichi, Japan

O-F-1　歯科診療室に入室も困難な患者に対して座位保持システム（子ども用車いす）を使用した 3症例

【緒言】Down 症候群患者では，退行様現象という 1～2 年間で急
激に日常生活能力が低下する事が多くの患者で確認される．臨床
像として認知症やうつ症状に類似した問題により医療機関への受
診がなされていない場合がある．今回われわれは，退行現象を認
める Down 症候群患者の全身麻酔下歯科治療を経験したので書
面で家族の同意を得て報告する．

【症例】47 歳女性で，体重 67.7 kg で身長 155 cm である．出生
後間もなく Down 症と診断された．日常生活を 20 歳頃までは送
れていたが急激に認知機能が低下してしまい医科医療機関を受診
するも体動や奇声により診療が中断したまま現在に至る．

【経過】初診時，病院内へ入室困難であった．徐々に院内へ入室
可能になったが診療室入室は困難で，口腔内出血を認めたので麻
酔下歯科治療を計画した．おおよその体重以外は全ての検査値は
不明であり歯科外来への入室経験も未完了であった．車で待機し

てもらい，一般状態を車内で評価して診療室へ独歩で診療室入り
口まで入室したがそれ以上の入室は困難であった．鼻腔よりミタ
ゾラム 10 mg を投与してバックボードで麻酔器周囲まで移動を
して酸素と 8％セボフルランで緩徐導入を行い床上で末梢確保，
i-gel で気道確保後にバックボードで診療台へ移動させ挿管を行
い評価した．舌腫瘍を認めたので，腫瘍摘出と齲蝕処置を行い覚
醒後は歯科診療室で経過観察後に帰宅させた．

【考察】退行様現象により医療機関での受診も困難になり，本症
例のように医療の手が差し伸べられていない症例に遭遇する．退
行様現象により外出さえもままならなくなり，医師歯科医師の理
解も浅いために家族の負担は大きくなっている．アルツハイマー
型認知症，アルツハイマー型脳病変がてんかんの発症を増大さ
せ，医療的ケアが必要になるが医療従事者の理解が未だ不十分と
思われた．

○鈴木 史人
国立病院機構あきた病院歯科麻酔・障害者歯科
Experience of dental treatment under general anesthesia in a patient with Down’s syndrome with dementia caused by 
regressive-like phenomena
○SUZUKI FUMIHITO，National Hospital Organization Akita Hospital Dental Anesthesia and Dentistry for the Disabled, Akita, 

Japan

O-D-3　退行様現象による認知症を併発した Down症候群患者への全身麻酔下歯科治療経験
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【緒言】未分化肉腫は軟部組織から生じる横紋筋肉腫を除く腫瘍
の一群を指し，間葉系細胞から発生すると考えられている．1 歳
未満の乳児と思春期に発症が多く，全体の約半数が 10～20 歳に
集中している．今回，我々は骨盤内未分化肉腫の既往がある肢体
不自由の重度歯科恐怖症患者の歯科治療を経験したので，その概
要を報告する．なお，本症例報告に際し，本人および保護者より
書面による同意を得た．

【症例】患者は 20 歳，女性．16 歳時に骨盤内未分化肉腫を発症．
化学療法，陽子線治療後で現在，移動には車椅子を使用してい
る．多数歯う蝕を認め，重度の歯科恐怖があることから静脈麻酔
下での歯科治療を計画した．

【経過】プロポフォールによる静脈麻酔下に 3 回に分けて，全顎
的な歯科治療を行った．なお極度の針恐怖があることから麻酔は
3 回ともすべて笑気・酸素・セボフルランによる緩徐導入とし

た．いずれも術中に異常所見は認めず，術後の経過も良好だっ
た．

【考察】歯科恐怖症患者は抑うつ，パニック障害，神経症性障害
等の精神疾患を既往している場合が多いとされる．また，その多
くは医原性であるといわれているが，本症例では，患者からの聴
き取りにおいては過去に歯科治療時の苦痛体験はなかった．一
方，患者は骨盤内未分化肉腫の治療経験から極度の針恐怖があっ
た．一般的にがんの心理・社会的な合併症として不安・抑うつ・
心的外傷後ストレス障害があり，本症例においても患者は反応性
抑うつ状態を呈しており，内服加療中だった．本症例の明らかな
歯科恐怖症の原因は不明だが，思春期の骨盤内未分化肉腫の治療
経験が，その起因の一端となっている可能性が考えられた．この
ため同様の症例においては慎重な対応が求められると思われた．

○山下 里織1）・永井 悠介1）・池見 佳子1）・荒井 千春2）・河野 裕3）・天野 郁子1）

1）大分県口腔保健センター，2）別府発達医療センター，3）敷戸小児歯科
A case of severe dental phobia patient with medical history of pelvic undifferentiated sarcoma
○YAMASHITA SAORI，Oita Oral Health Center, Oita, Japan

O-F-3　骨盤内未分化肉腫の既往がある重度歯科恐怖症患者の一例

【目的】歯肉増殖症は，遺伝で生じる場合と薬剤の副作用で生じ
る場合がある．薬剤性歯肉増殖症を生じる代表薬として，抗てん
かん薬，降圧薬，免疫抑制薬がある．特に障害者の場合，歯肉増
殖症が生じると口腔清掃が困難となりやすく，口腔衛生状態が悪
化することで歯周病が著しく進行することが懸念される．本報告
にあたり患者家族に十分な説明を行い，書面により同意を得てい
る（森之宮病院倫理審査委員会．承認番号 410）．

【症例】患者は 43 歳の男性．以前より歯肉増殖を認めていたもの
の，歯科治療の経験はなかった．2018 年 11 月に全顎的な歯科治
療を目的に当科を受診した．既往歴に，知的障害，てんかんがあ
り，バルプロ酸ナトリウム，カルバマゼピン，フェニトイン，ク
ロナゼパム，ジアゼパムを服用していた．初診時口腔内所見とし
て，14 歯の残存歯全てが歯槽骨から脱臼し動揺を認めた．全顎
的に著しく歯肉が増殖し，口腔清掃不良で著しい口臭が発生して

いた．通法での歯科治療が困難と判断されたため，薬剤性歯肉増
殖症の臨床診断の下，外来通院での口腔ケアと併行して全身麻酔
下で 4 回に渡り歯肉切除術及び歯槽骨整形術を行った．手術後
も，外来通院で口腔ケア及び歯科衛生士による口腔衛生指導を
2020 年 3 月までの間継続した．

【考察】今回歯肉増殖症が大幅に改善したのは，口腔ケア及び外
科的処置により大幅に口腔内環境の改善を図ることが可能とな
り，口腔清掃が容易となったからであると考えられる．また，歯
肉増殖，著しい口臭，審美性を改善することで患者家族の口腔清
掃に対する関心を高め，協力に繋がることができたことも要因と
言える．

【結論】知的障害者においては，異常に増殖した薬剤性歯肉増殖
症に対して，外科的処置及び継続的な口腔ケア，口腔衛生指導が
有用であることが示された．

○兵頭 美穂1）・山本 朱美2）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加1，2）・青野 陽2）・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 case report of gingival overgrowth induced by antiepileptic drug
○HYODO MIHO，Department of Dentistry, Morinomiya Hospital, Osaka, Japan

O-F-2　抗てんかん薬に関連する薬剤性歯肉増殖症の 1例
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【目的】栄養摂取の偏りから低栄養，味覚障害を発症し，フレイ
ルに陥った患者に栄養補助食品を用いた亜鉛補充療法を行い，改
善に至った症例を報告する．書面により本人の同意を得た．

【症例】患者は 72 歳女性である．食事摂取困難を主訴に来院し
た．6 か月前より嚥下困難を自覚し，徐々に経口摂取量が減少し，
8 kg の体重減少を認めた（BMI は 15.1）．ミキサー食（コード
2-1，嚥下調整食分類 2013）の摂取を 2 時間かけて行っており，
食事の負担感が強い状態であった．経口摂取を困難にしている要
因に味覚障害の訴えが聴取された．口腔所見として，無歯顎であ
り，義歯の使用はなかった．診査の結果，摂食嚥下障害の原疾患
はなく，嚥下機能は維持されていた．VAS を用いた味覚の質問
票により，甘味，苦み，うま味の低下が明らかとなった．管理栄
養士による栄養評価により，亜鉛欠乏が疑われた．食環境整備を
行い，飲料タイプの栄養補助食品を活用し，1 日 21 mg 程度の

亜鉛補充を計画した．食事の負担感の減少に寄与し，3 か月後に
は味覚障害が改善した．初診から 1 年後には BMI 18.5 まで栄養
状態が改善した．意欲の向上により，義歯の作成に至り，常食の
摂取に向けたリハビリテーションを継続している．

【考察】高齢者では，フレイルに伴う活動量の低下や，うつ病な
どの精神心理的な食欲不振から栄養摂取量が低下し，亜鉛欠乏，
ひいては味覚障害を引き起こす可能性が考えられる．味覚障害に
対するアプローチは，フレイルの負のスパイラルから脱却するた
めの要因になり得ると考えられた．

【結論】亜鉛欠乏に着目した栄養管理が，フレイルから健常な状
態への改善に寄与した症例を経験した．味覚障害の判定に VAS
の活用が有用であった．

【参考文献】宮田　学．諸疾患における亜鉛測定の意義．亜鉛栄
養治療 1：5-25，2010.

○佐川 敬一朗1，2）・戸原 雄1，2）・田村 文誉1，2）・菊谷 武1，2，3）

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
A case of frailty caused by taste disorder due to zinc deficiency
○SAGAWA KEIICHIRO，Division of Rehabilitation for Speech and Swallowing Disorders, Nippon Dental University, Tokyo, Japan

O-F-4　味覚障害に起因したフレイルに対して，亜鉛補充療法が奏功した一例

【緒言】本学附属病院障害者歯科（障害者歯科）におけるブラッ
シング指導（TBI）は，歯科衛生士（DH）が担当制で行ってい
る．知的障害児・者における TBI は，本人の協力度や理解力な
どの低下により，自立磨きが困難な場合は日常の主たる介護者や
通院時の付添者へ指導，説明をする必要がある．セルフケア向上
には患者が日常的に実践できる内容を適切に指導することが重要
であることから，TBI の現状を調査し，課題を抽出した．

【方法】2020 年 3 月 1 日～31 日の期間，文章による同意が得られ
た主に知的障害のある障害者歯科外来受診患者の付添者 50 名に
無記名自記式質問紙を用いて調査した．内容は，主たる歯磨き実
施者，介助時の姿勢，TBI の受け方，指導内容の実践状況である．

【結果および考察】歯磨きは本人＋介助者仕上げのパターンが多
く，介助姿勢は半数が仰向けと回答した．また受診時の TBI の
際に，38 名の付添者が気になる点を直接，歯科医師や DH に確

認しており，積極性がみられた．一方，DH による清掃不良箇所
の指導については，3 割が紙媒体や口頭のみで済まされていた．
指導内容を実施できていないと回答した者が 3 割を占めた．理由
として患者本人の拒否が強い，介助者の問題としては今の方法を
変えたくないなどが挙げられた．以上から，指導内容が十分に伝
わっていない，患者の状態に即した指導ができていないなどの可
能性があることが把握できた．

【結論】毎回の TBI の際，口腔内を患者や家族または付添者に直
接見てもらいながら指導し，理解してもらうことは，介助磨きや
セルフケアの向上につながると考えられた．また，患者の全身状
態の変化や日常生活状況を把握することは，患者に合った無理の
ない指導計画の立案に重要であると考えられた．
神奈川歯科大学研究倫理審査委員会承認番号第 674 号

○横山 滉介1）・小松 真理子1）・外丸 亜寿香1）・川邊 裕美2）・能地 玲子2）・岡部 愛子2）・渡辺 匡2）・宮城 敦2）・小松 知子2）・森本 佳
成3）

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学分野，3）神奈川歯
科大学大学院全身管理医歯学講座
The present status and problems of oral hygiene instruction in dentistry for the special patient at our hospital―Questionnaire 
against to companion of patients―
○YOKOYAMA KOSUKE，Department of Dentistry for Special Patients and Dentistry or Medically Conpromised and Geriatric 

Patients, Kanagawa Dental University, Kanagawa, Japan

O-H-1　本学附属病院障害者歯科における口腔衛生指導の現状と課題―付添者に対する調査による検討―
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【目的】歯科受容困難な小児や障害児は，小児歯科や障害者歯科
で行動療法などのトレーニングを経て，歯科受容の構築が形成さ
れるが，思春期や生活環境の変化，また小児歯科の対象年齢を超
えた時期をきっかけに口腔健康管理が中断されるケースも少なく
ない．幼少期に歯科受容が構築されるも成人になり受容困難に
なった患者に対し，行動療法を用いて歯科受容を再構築した症例
を報告する．報告に際し，書面により本人または家族の同意を得
た．

【症例】患者は 28 歳，男性，腫脹と疼痛を主訴に他院での治療が
困難なため，当院に紹介された．現病歴は歯科恐怖症で家に引き
こもる状態で生活をしている．既往歴に 21 歳のとき，当大学病
院にて静脈内鎮静法（以下，IV）や全身麻酔下（以下，GA）で
の治療経験がある．口腔内所見は左上 6 番にう蝕と腫脹をみと
め，疼痛はなく，臼歯部の触診で嘔気が出現し，手で払いのける

様子がみられた．口腔衛生状態は PCR100％，歯肉炎は顕著，歯
磨きの習慣はない．他者との会話はできないが，家族とは可能で
ある．GA による処置後，定期受診を推奨するも継続されず，う
蝕再発のたび，IV で処置を実施した．う蝕再発予防とセルフケ
ア向上を目標に口腔衛生管理者を固定した．成人して苦手になっ
た項目を母親から再度聴取し，行動療法を用いて，定期管理した
結果，3 か月後に嘔気を抑えつつ，PMTC や簡単なう蝕処置が可
能となり，1 年後には PCR40％へ推移し，セルフケアの回数や方
法に変化がみられた．

【考察および結論】本症例では患者や家族にとって予防の観点が
希薄であり，患者の特性を理解したうえで対応する担当者の配置
が遅れたことが反省点である．患者の表情や行動をよく観察し，
肯定的に接することが患者の自信に繋がり，行動療法を用いた結
果，歯科受容の再構築につながった．

○有友 たかね1）・磯田 友子1，3）・横田 悠里1，3）・戸原 雄1，3）・田村 文誉1，3）・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部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
Successful reconstruction of the behavioral therapy for an adult patient with dental phobia
○ARITOMO TAKANE，The Nippon Dental University Tama Oral Rehabilitation Clinic, Tokyo, Japan

O-H-3　歯科恐怖症に対する行動療法の再構築が奏功した成人患者の一例

【緒言】経管栄養要介護高齢者の口腔内や咽頭には剥離上皮膜を
認めることがある．咽頭部の剥離上皮膜は乾燥し，堆積した場
合，気道閉塞を起こすことがあるため，剥離上皮膜の形成予防は
重要である．形成予防として，保湿や頻回な口腔ケアが推奨され
ている．咽頭部の剥離上皮膜は口腔粘膜由来であり，口腔ケアに
より，咽頭部の剥離上皮膜量は減少する可能性があるが，明らか
でない．今回，経管栄養者の口腔ケアによる咽頭部の剥離上皮膜
の形成予防について検討したので，報告する．

【対象者および方法】調査対象者は経管栄養の要介護高齢者 8 名
であった（松本歯科大学倫理委員会 承認番号：257）．口腔内診
査にて口腔内の膜状物質の有無を確認した後，内視鏡にて咽頭部
の分泌物・膜状物質の有無を確認した．膜状物質や分泌物が認め
られた場合，ピンセットや，吸引カテーテルを用いて採取すると
ともに除去した．口腔内診査後，水，歯ブラシ，ガーゼを用いた

口腔ケアを 4 日間で 4 回行い，4 日後に再度，口腔内診査および
内視鏡にて膜状物質と分泌物を採取した．採取した検体は HE 染
色を行い，顕微鏡下で上皮成分が認められたものを剥離上皮膜と
した．さらに上皮成分割合を算出し，初回時とケア後の上皮成分
割合を比較した．

【結果および考察】初回口腔内診査で剥離上皮膜を認めたものは
5 名で，そのうち咽頭部に認めたものは 2 名であった．口腔ケア
後の口腔内診査で剥離上皮膜を認めたものは 4 名，そのうち咽頭
部に認めたものは 2 名であり，初回時と同じ対象者に認められ
た．また口腔内には認めないが咽頭部に剥離上皮膜を認めたもの
が 1 名いた．口腔ケアの結果，咽頭部剥離上皮膜の上皮成分割合
の減少が認められた．以上より，口腔ケアにより咽頭部の剥離上
皮膜量減少の可能性が示唆された．

○朝比奈 滉直1）・秋枝 俊江2）・宮原 康太3）・松村 康平4）・小笠原 正2）

1）松本歯科大学地域連携歯科学講座，2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座，3）広島大学病院障害者歯科，4）松村デンタルクリ
ニック
Oral care affected prevention for membranous substances in pharynx
○ASAHINA HIRONAO，Department of Special Needs Dentistry, Matsumoto Dental University, Nagano, Japan

O-H-2　口腔ケアによる咽頭部剥離上皮膜の形成予防効果
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【緒言】「障害者等歯科保健医療推進事業」は，2015 年度から
2018 年度までの 4 年間，埼玉県より埼玉県歯科医師会に委託さ
れた事業である．本事業は，障害児者施設等がより主体的に利用
者の歯科医療・口腔健康管理に取り組むきっかけづくりや施設と
地域の歯科医師・歯科衛生士との協力および関係づくり促進など
の目的で実施されている．今回，4 年間の活動を通しての成果，
今後の課題を含めて報告する．

【対象および方法】県内障害児者施設および介護保険施設職員に
対して，歯科口腔保健に関する指導，相談および情報提供を行っ
た．その後，施設職員に対してアンケートを実施した．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】2015 年度から 2018 年度まで，県内延べ 136 施設で本事
業を実施（障害児者施設延べ 106 施設，介護保険施設延べ 30 施

設）した．参加者は延べ 2144 名であり，2015 年度の 448 名から
2019 年度の 771 名へと年々増加傾向を認めた．アンケート結果
では興味のあるもの（複数回答可）として，回答者の 95％が「口
腔ケア・口腔機能向上」との結果だった．自由記述式のアンケー
トの主な回答を挙げると，「口腔ケア・フッ化物応用等の重要性
を知ることができた」「専門的な知識を聞けて勉強になった」な
どの肯定的な意見が多かったが，「障害者を診療する歯科医師を
増やしてほしい」という意見もみられた．

【まとめ】障害者等施設職員は口腔ケアや口腔機能向上などに対
して高い関心が示されていた．障害者等の口腔機能維持・向上の
ためにも，今後も様々な形で障害者等施設と密接な連携が必要と
思われる．

○松崎 哲・藤野 悦男・出浦 惠子・小宮山 和正・阿部 有孝・桑原 栄・大島 修一
埼玉県歯科医師会
Report of dental preservation of health medical promotion business to a person with disability in our dental association
○MATSUZAKI SATOSHI，Saitama Dental Association, Saitama, Japan

O-Ⅰ-1　当歯科医師会における障害者等歯科保健医療推進事業報告

【緒言】文京区障害者歯科室は 1995 年開設．毎週土曜の午後，障
害者歯科指導医の元，地区歯科医師会の会員協力医，協力歯科衛
生士が輪番にて実施．更に複数主治医制を取り入れ，会員協力医
の各診療所へ紹介している．当歯科室と協力歯科医院との連携の
状況を知り，今後の方針を探る目的で最近 3 年間の患者動態調査
を行ったので報告する．本研究は日本障害者歯科学会倫理審査委
員会の承認（No.20027）を得ている．

【対象および方法】対象は 2017 年 4 月から 2019 年 3 月の 3 年間
に当歯科室受診患者中で連携を行った者 33 人とし，診療録より
年齢，性別，障害名，治療内容，紹介希望と理由，通院年数等を
調査した．データは匿名化した．又，診療待合室掲示によるオプ
トアウトを行った．

【結果】内訳は 2～84 歳の男性 16 人，女性 17 人で，平均年齢 42
歳．障害は身体障害者が最も多く，次いで心臓機能障害，ASD
であった．治療内容・紹介理由は共に齲蝕処置が最多．通院年数

は 1 年未満が 28 人 85％，1 年以上は 5 人 15％．複数主治医を希
望する者は 6 人 18％，希望しない者は 27 人 82％．1 年未満通院
者より長期通院者の方が希望者は多かった．近隣に主治医を希望
する主な理由は，専門知識のある診療所による定期検査と，治療
必要時に受診し易い利便性であった．

【考察】調査結果より，移動困難者にとって近さは通院の大切な
因子であると予想された．又，持続的な健康管理の重要性は暫く
通う事で得られている様であり，動機付けには少々時間が必要と
感じられた．短時間での意識向上は容易ではないが，送り手側が
常に学び，充実した内容を基に丁寧に接する事によって，早い段
階から利用者本人の受け入れと保護者・介護者の理解が得られれ
ば，地域の連携もより活性化すると考える．

【結論】障害者に対する地域歯科医療連携の要として，当歯科室
の必要性を再確認することができた．今後も更なる努力を続けて
いく所存である．

○西村 三美1）・藤澤 愛1）・黒岩 亜季1）・竹原 由貴1）・木本 未1）・伊藤 明子1）・小佐々 いず美1）・今井 由美1）・生田 直美1）・佐藤 ひ
ろみ1）・加賀谷 昇1，2）・吉田 直人1，3）・安達 吉嗣1）

1）文京区障害者歯科室，2）加賀谷歯科医院，3）ナガタ歯科
Patient dynamics in the past three years of dental care collaboration in our district’s special needs dentistry room
○NISHIMURA MIMI，Bunkyo-ku Special Needs Dentistry Room, Tokyo, Japan

O-Ⅰ-2　当地区障害者歯科室の歯科医療連携における最近 3年間の患者動態
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【目的】本市では，障害者のうち歯科診療が困難な者の割合が不
明なため，医療提供体制の整備を検討する際の医療需要予測値が
算出できない状態である．本分析は，需要予測の参考資料として
歯科健診事業の結果からかかりつけ歯科を持つ者と，歯科健診の
実施が困難な者の割合を明らかにすることを目的とした．

【方法】浜松市障がい者施設歯科健診事業の実績を分析した．分
析には，性別，年齢，障害福祉サービスの種類，かかりつけ歯科
の有無，歯科健診実施時の体幹や四肢，開口の保持の必要性等を
含む匿名データを用いた．

【結果】分析対象者は 1,252 人：男 818 人，女 434 人，平均年齢
40.4 歳：男 39.9 歳，女 41.5 歳で，障害者支援施設（以下，入所
という）232 人，生活介護 414 人，就労継続支援 B 型（以下，B
型という）534 人，その他（就労継続支援 A 型，就労移行支援
等）72 人で，平均年齢は入所 50.3 歳，生活介護 36.7 歳，B 型

38.9 歳，その他 41.2 歳であった．歯科健診が「困難」「やや困難」
な者の割合は，入所 48.3％，生活介護 41.3％，B 型 6.4％，その
他 0％だったが，かかりつけ歯科がある者の割合は，入所
96.0％，生活介護 87.2％，B 型 84.2％，その他 54.2％であった．

【考察】本分析は，歯科医療需要予測の参考資料の一つとして実
施した．健診と診療とでは実施環境や内容が違い，歯科健診が困
難な者と歯科診療が困難な者とは完全には一致しないが，関連が
あると思われる．結果から，歯科健診が困難な者でも，その多く
にかかりつけ歯科があり，受療可能な者が多いことが示唆され
た．

【結論】入所施設，生活介護のサービス利用者において，歯科健
診が困難な者の割合は 4～5 割であり，かかりつけ歯科がある者
の割合はその倍程度であった．

○坂本 友紀1）・伊藤 梓1）・戸谷 由里1）・渋谷 光広2）・石川 昭2）・鈴木 一2）・氣賀 康彦2）・才川 隆弘2）・村上 祐介2）

1）浜松市健康福祉部健康増進課（口腔保健支援センター），2）一般社団法人浜松市歯科医師会
Ratios of persons who have dif ficulty to getting dental checkup or have home dentist to users of welfare service for the 
disabled
○SAKAMOTO TOMONORI，Health Promotion Division, Hamamatsu City Office, Shizuoka, Japan

O-Ⅰ-4　障害福祉サービス利用者において歯科健診の困難な者の割合とかかりつけ歯科がある者の割合

【緒言】文京区障害者歯科室は，社会の動きと地域の要望から地
区歯科医師会の協力医が集結し，1995 年に 2 年の準備を経て開
設．但し 1957 年に交わされた医師会との規約より，該当場所に
て本格的な処置は難しい．よって研修という形で事業を実施して
いる．その為，利用者は対応練習の協力患者という名目になる．
それでも障害者歯科指導医の元で協力歯科衛生士と共に活動し
25 年が経過，一定の評価を得ている．現在は複数主治医制も取
り入れており，今回その連携の実際を数例報告の上，考察する．
発表に際し書面により家族の同意を得た．

【対象】患者 1；80 歳女性．脳出血後遺症．患者 2；16 歳男性．
ASD．患者 3；22 歳男性．ASD．

【内容および結果】1；昼間に裏庭掃除時，側溝へ落ち頭部打撲．
耳から血を流した状態で夜まで発見されず，高次脳機能障害とな
る．会員の紹介より来室．TBI，PMTC 実施．C 処置等の必要性
からデイサービスに近い協力医を紹介，受診．その後，デイの場

所変更，将来の訪問診療の可能性，夫婦での受診希望等から私医
院へ．以降，当歯科室と交互に対応．2；協力医から自医院と並
行対応の依頼にて来室．交互に受診練習実施．当協力医が突然
死．その妻及び患者の母親から引き継ぎを依頼され，私医院へ．
同様の対応法にて，受け入れ良好．3；当歯科室で一定期間受診
練習．多数歯 C 進行より私医院を通して大学病院へ依頼．全身
麻酔下にて処置．以降，私医院に於いて維持管理．

【考察】各々の内容，特徴，状況は一律ではない．故に複数主治
医制が重要であり，その活用から様々な展開が出来れば，利用者
の希望に添い易くなると考える．

【結論】当歯科室での処置の動きを切っ掛けに，多くの協力医が
主治医として自医院受け入れを進めて行けば，事業は活性化し，
利用者の喜びに繋がる．その為にも，より一層の研鑽を積んでい
く事が大切である．

○加賀谷 昇1，2）・小林 美生1）・齊藤 怜子1）・植田 美知子1）・加賀谷 忠樹1）・西村 三美2）・佐藤 ひろみ2）・吉田 直人2，3）・安達 吉嗣2）

1）加賀谷歯科医院，2）文京区障害者歯科室，3）ナガタ歯科
Collaboration between the district’s special needs dentistr y room and cooperating dentist’s clinic―Case report and 
discussion of each patient―
○KAGAYA NOBORU，Kagaya Dental Clinic, Tokyo, Japan

O-Ⅰ-3　当地区障害者歯科室と協力歯科医の診療室による連携―各患者の症例報告と考察―
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【緒言】歯科口腔保健の推進に関する法律に，障害者等の定期的
歯科検診受診等の施策の推進が掲げられているように，障害者歯
科医療提供体制は未だ十分とはいえない．本研究では，日本障害
者歯科学会認定医在籍医療機関（以下，在籍医療機関）を，障害
者への専門的な歯科医療提供体制の医療資源と捉え，適切な障害
者歯科医療提供体制構築に向けてその分布を調査・分析すること
を目的とする．

【方法】2019 年 12 月時点での在籍医療機関をマッピングし，二
次医療圏毎の地域差を分析した．また，地方厚生局毎に二次医療
圏カバー率（在籍医療機関が存在する二次医療圏数／二次医療圏
数）を算出した．

【結果】在籍医療機関が存在する二次医療圏は全体の 49.4％（170／
344）であった．そのうち隣接する二次医療圏に在籍医療機関が
存在しない孤立した二次医療圏は 12 であった．孤立した 12 二次
医療圏に隣接する二次医療圏は，過疎地域が 58.8％（30／51）を

占めた．一方，在籍医療機関が存在する過疎二次医療圏が 26 あ
り，その 92.3％（24／26）は在籍医療機関が存在する二次医療地
域に隣接していた．地方厚生局毎の分析では，三大都市圏から離
れるほど二次医療圏カバー率が低かった．

【考察】二次医療圏単位であっても専門的な障害者歯科医療の受
診が制限される地域が半数近く存在することが示された．また，
過疎により専門的医療資源の拡大が制限されている可能性が示唆
された．近隣の一次医療機関では対応が難しい場合に，搬送シス
テムの充実など，認定医にアクセスしやすい障害者歯科医療提供
を整備していく必要があると考える．

【結論】障害者が専門的な歯科医療を受けにくい地域が存在する
ことから，適切に歯科医療を受診しやすい障害者歯科医療提供シ
ステムを構築していく必要がある．
東京歯科大学倫理審査委員会　承認番号 863．

○大澤 航介1）・平田 創一郎1）・大川 由一2）・田代 宗嗣1）

1）東京歯科大学社会歯科学講座，2）千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科
A study on the distribution of dental institutions with specialists for persons with disabilities in the secondary medical area 
in Japan
○OZAWA KOSUKE，Department of Social Dentistry, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan

O-Ⅰ-5　二次医療圏からみた障害者に対する専門的歯科医療機関の分布に関する研究

【目的】新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対策は院内危
機管理上重大な課題である．歯科口腔外科処置および全身麻酔手
技はエアロゾルを発生し感染リスクが高いが，治療を要する患者
がいる以上適切な対応が必要となる．本院における COVID-19
対策を報告する．

【方法】院内における COVID-19 クラスター発生予防を目的に，
病棟・手術室を利用するすべての患者および宿泊を要す付添人を
対象に SARS-CoV-2PCR 検査を施行することとした．PCR 検査
は病棟利用前日に施行し，PCR 検査結果陰性確認後に病棟また
は手術室利用可能とした．

【結果】2020 年 4 月 7 日の政府による緊急事態宣言発令から 5 月
25 日の緊急事態宣言解除までの間，緊急を要する手術以外は可
能な限りキャンセルした．すでに入院中であった悪性腫瘍部分切
除術症例および人工弁置換手術前歯科治療症例は診察により肺炎

を疑う所見を認めなかったため予定通り施行した．患者管理の際
は PPE（N95 マスク，フェイスシールド，ガウン，手袋）を装
着した．気管挿管・抜管等は感染リスクが高いため歯科麻酔上級
医が行い感染リスク低減につとめた．緊急事態宣言中に術前
PCR 検査施行方針を確立し，5 月 27 日には PCR 陰性を確認のの
ち頸部郭清術を施行した．

【考察】歯科口腔外科処置および全身麻酔に伴う手技は SARS-
CoV-2 感染リスクが高いため可能な限りの感染対策を行う必要
があるが，本院では PCR 検査を施行し院内クラスターを生じる
こと無く患者管理を行っている．患者および医療スタッフの感染
防御のため病棟・手術室利用前の全身状態確認・PCR 検査施行
は必須である．第二波発生に備え今後も可能な限り対策を継続し
ていく必要がある．

○大野 由夏1）・高木 沙央理1）・小林 克江2）・牧野 兼三2）・鈴木 史人3）・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，3）独立行政法人国立病
院機構あきた病院歯科
Management of COVID-19 in dental ward and operation theater：decision to perform examination of PCR for SARS-CoV-2
○OONO YUKA，Division of Dental Anesthesiology, Department of Diagnostic and Therapeutic Sciences, Meikai University School 

of Dentistry, Saitama, Japan

O-L-1　本院における病棟・手術室 COVID-19対策―手術症例全例 SARS-CoV-2�PCR検査施行方針の決定―
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【目的】新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の拡散により
医療や介護は深刻な影響を受け，歯科医療においても非常事態宣
言発令に伴い緊急性のない治療の延期が厚生労働省によって要請
された．当院においても，同一法人の A 介護老人保健施設への
訪問歯科診療を 2020 年 4 月初旬から 1 か月以上中断した．今回，
この影響を明らかにするために調査したので報告する．

【方法】5 月下旬に A 介護老人保健施設の入所者 39 名（男性 10
名，女性 29 名，平均年齢 85.5 歳）を対象として口腔内状況を口
腔アセスメントシート Oral Health Assessment Tool 日本語版

（OHAT-J）により評価し，1 月のデータと比較した．また，同
施設介護スタッフ 39 名にも意識調査を行った．

【結果】口腔清掃の項目が「やや不良」あるいは「病的」と判断
された入所者数は 1 月の 27 名から 5 月は 34 名に増加し，歯肉・

粘膜の項目でも 1 月の 14 名から 5 月の 20 名に増加していた．介
護スタッフの 23 名が入所者の口腔清掃状態が「悪化した」と回
答した．口腔清掃業務に関しては 27 名が「変わらない」と回答
し，その他の業務は 24 名が「増加した」と回答した．

【考察】訪問歯科診療の中断によると考えられる入所者の口腔内
清掃状態の悪化傾向が認められた．一因として，COVID-19 対
策により施設スタッフへの負担が増加し，口腔清掃業務を増やす
余裕が無かったと考えられた．施設入所中の高齢者の口腔の健康
維持に訪問歯科診療，特に歯科衛生士による口腔ケアが重要であ
ることが示された．

【結論】COVID-19 対策としての訪問歯科診療中断により老人施
設入所高齢者の口腔内状況が悪化する傾向にあった．
社会医療法人大道会倫理委員会　承認番号ボ 91．

○山本  朱美1）・森  佳乃1）・畑中  有希1，2）・宮本  順美1，2）・杉本  有加1，2）・兵頭  美穂2）・青野  陽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歯科診療部，2）社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部
Effect of countermeasures for COVID-19：Survey on discontinuation of visit dental care to a geriatric health services facility
○YAMAMOTO AKEMI，Department of Dentistry, Bobath Memorial Hospital, Osaka, Japan

O-L-2　COVID-19対策がもたらした影響―介護老人保健施設への訪問歯科診療中断に関する調査―
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○佐久間  圭1）・田中  陽子1）・矢口  学1）・野村  宇稔2）・市川  一國2）・小野  晃弘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）日本大学大学院松戸歯学研究科
The abnormal cellular signaling of inflammatory mediators to IL-4 in gingival fibroblasts from Down syndrome
○SAKUMA KEI，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

○矢口  学1）・田中  陽子1）・佐久間  圭1）・野村  宇稔2）・市川  一國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
Low level expression of PDLIM2 in human gingival fibroblasts from individuals with Down syndrome
○YAGUCHI MANABU，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo

P-A-2　Down症候群由来歯肉線維芽細胞における IL-4に対する炎症メディエーターの細胞内シグナル伝達異常

P-A-1　Down症候群由来歯肉線維芽細胞における PDLIM2発現の低下

【目的】Down 症候群（DS）は特徴的な遺伝的背景により免疫応
答異常が認められ，重篤な歯周病が持続しやすいが，その機序は
未だ不明である．我々は，LPS 刺激した DS 由来歯肉線維芽細胞

（DGF）で，炎症反応に必須の転写因子 NF-κB が健常者（NGF）
と比較して異常に活性化していることを報告している．最近，核
内ユビキチンリガーゼである PDZ and LIM domain protein-2

（PDLIM2）が樹状細胞において NF-κB をユビキチン化・分解
することで炎症反応を負に制御していることが報告された1）．こ
れらから DS の歯周病病態形成に炎症抑制系に働く PDLIM2 が
関与している可能性が推察された．本研究では DGF における
PDLIM2 の発現について NGF と比較検討した（倫理審査番号：
#EC 15-011）．

【材料と方法】DGF および NGF より抽出した全 RNA と全タン
パク質を用いて，リアルタイム PCR 法にて PDLIM2 の遺伝子発
現を，ウェスタンブロット法にてタンパク発現を解析した．また

両細胞において，LPS 刺激による炎症応答を IL-6 および IL-8
の遺伝子発現変動を観察した．

【結果と考察】8 時間と 24 時間における IL-6 および IL-8 遺伝子
発現は，LPS 刺激によって DGF の方が有意に上昇した．さらに
NGF と比較して DGF では恒常的に PDLIM2 遺伝子発現および
タンパク発現が低い傾向であった．従って，DS における重篤な
歯周病の病態形成には，炎症を促進する因子だけではなく，炎症
反応に対して抑制的に働く PDLIM2 の低発現が深く関与してい
る可能性が高く，そのことが慢性炎症の遷延化を引き起こしてい
るのではないかと考えられる．

【文献】1）Takash i   Tanaka ,   e t   a l .   PDLIM2-mediated 
Termination of Transcription Factor NF-kappaB Activation by 
Intranuclear Sequestration and Degradation of the p65 Subunit. 
Nat Immunol. 8（6）：584-591, 2007.

【目的】Down 症候群（DS）は高頻度で重篤な歯周病を若年で発
症することが知られている．免疫応答異常や，活性酸素種の過剰
産生などが報告されている．我々は LPS で刺激した DS 由来歯
肉線維芽細胞（DGF）では，健常者由来歯肉線維芽細胞（NGF）
と比べて炎症メディエーターの発現が増大することを報告してき
たが，いまだ解明には至っていない．臨床では早期脱落を見守る
だけになっており，DS の寿命伸長が認められる今，早急な改善
が必要である．今回我々は，炎症抑制に働き最近では創薬のター
ゲットとしても着目されている IL-4 を中心に NGF および DGF
における細胞応答の違いについて検証することとした（倫理審査
委員会承認番号 EC 16-15-011-1）．

【方法】DGF および NGF に炎症惹起として LPS ないしリコンビ
ナント IL-1β（rIL-1β）を，炎症抑制としてリコンビナント
IL-4（rIL-4）を添加し，経時的に培養上清および RNA を回収

した．培養上清を用いてタンパク産生量を測定し，RNA は遺伝
子発現解析に用いた．

【結果および考察】NGF では LPS や IL-1βによって発現が増大
した rIL-6 ならびに IL-8 は rIL-4 添加によって減少した．一方，
DGF では rIL-4 によって減少しなかった．さらに，免疫担当細
胞の走化性に関与する CCL20 の遺伝子発現は NGF では rIL-4
添加で減少したものの DGF では上昇した．血漿における IL-4
の検出量は DS と健常者では差が見られないとの報告1）があるこ
とから，IL-4 に対する炎症期の応答異常が DS における歯周病
病態解明のカギとなる可能性があると思われた．

【文献】1）Joanna SK, Leszek B, Wojciech S, Krzysz S, Beata 
ZR, Anti-inflammatory  Plasma Cytokines  in Children  and 
Adolescents With Down Syndrome Magdalena C. Folia Histochem 
Cyobiol, 48：667-670, 2010.
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【目的】Down 症候群（DS）に認められる重篤な歯周病の原因と
して，免疫機能の低下や Porphyromonas gingivalis（P.g）が侵
入しやすいことなどが報告されている．我々も LPS に対する DS
由来歯肉線維芽細胞（DGF）と健常者由来歯肉線維芽細胞（NGF）
の応答性の違いから炎症期の DGF の細胞内シグナル伝達系の異
常を報告してきた．しかしながら解明には至っていない．非糖分
解性細菌である P.g 表層にタンパク分解酵素が多数存在すること
が報告され歯周病における組織破壊の原因として考えられるよう
になっている．中でも重篤な歯周病患者から多く検出されるⅡ型
P.g 表層の Aminoacyl-histidine dipeptidase PepD は発現量が高
いことが報告されている．今回リコンビナント PepD（rPepD）
の DGF に対する影響を検討した（倫理審査委員会承認番号 EC 
16-15-011-1）．

【方法】rPepD は，Profinity eXact cloning kit を用いて作成した

後アミノペプチダーゼ阻害剤添加によって活性を確認した．
DGF および NGF を rPepD で刺激し，細胞遊走能への影響を確
認するためにスクラッチアッセイを行った．さらに rPepD で刺
激された DGF および NGF から経時的に培養上清と RNA を回収
した．培養上清を用いて炎症メディエーターである IL-6 および
IL-8 のタンパク産生量を ELISA 法で測定した．RNA は real-
time PCR 法による遺伝子発現解析に用いた．

【結果および考察】細胞遊走能は DGF のほうが rPepD の影響が
少ない傾向であった．しかしながら IL-6 および IL-8 は時間およ
び濃度依存的に DGF の方が NGF に比べて高い傾向であった．
P.g は非糖分解性細菌であるため生存に必要なエネルギーの確保
として強力なタンパク分解酵素を有する．本研究の結果から P.g
の構成成分において LPS だけではなく PepD も DS の重篤な歯
周病の原因となっている可能性が考えられた．

○野村  宇稔1）・田中  陽子2）・矢口  学2）・佐久間  圭2）・市川  一國1）・桑原  紀子3）・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，3）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座
The effect of proteolytic enzyme derived from P.g to gingival fibroblasts from Down syndrome
○NOMURA TAKATOSHI，Nihon University Graduate School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

P-A-4　Ⅱ型P.g 由来タンパク分解酵素による Down症候群由来歯肉線維芽細胞への影響

【目的】Down 症候群にみられる重篤な歯周病の発症や進行のメ
カニズムは明らかにされていない．炎症期をターゲットにした報
告とは見方を変え，歯周病を創傷治癒不全として捉えることとし
た．IL-1β刺激をうけた歯肉線維芽細胞（NGF）において上昇
した，創傷治癒過程の増殖期に重要な働きを示すマトリックスメ
タロプロテアーゼ（MMP）3 がリコンビナント IL-4（rIL-4）添
加によって減少したとの報告1）があることから，Down 症候群由
来歯肉線維芽細胞（DGF）における応答性を確認することとし
た（倫理審査委員会承認番号 EC 16-15-011-1）．

【方法】DGF および NGF をリコンビナント IL-1β（rIL-1β）
で刺激すると同時に炎症抑制として rIL-4 を添加した．経時的に
培養上清および RNA を回収した．培養上清中のタンパク産生量
を ELISA 法にて測定し，RNA は遺伝子発現解析に用いた．解
析は MMP3，9，13 について行った．

【結果および考察】NGF および DGF ともに 6 時間の rIL-1β刺
激にて MMP3 産生量は上昇し，rIL-4 添加によって減少したが
24 時間では減少しなかった．遺伝子発現では，6 時間の MMP3
のコントロール群において DGF が NGF に比べて有意に高かっ
た．全ての MMP において rIL-4 による減少が認められたが特に
MMP は顕著であった．24 時間の遺伝子発現は全てにおいて低
かった．より短い時間での発現変動を検討する必要があると思わ
れた．しかしながら DGF において rIL-1βによって上昇した
MMPs が rIL-4 によって減少したことは，IL-4 が組織破壊の抑
制の鍵となる可能性もあると思われた．

【文献】1） Kosunique  J, Masoud  J,  Ruth CB.  Interleukin-4 
Suppresses  Interleukin-1-Induced  Expression  of  Matrix 
Metalloproteinase-3 in Human Gingival Fibroblasts. J Periodontol, 
75：283-291, 2004.

○根岸  浩二1）・田中  陽子2）・矢口  学2）・佐久間  圭2）・野村  宇稔1）・市川  一國1）・比嘉  桂子1）・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 IL-4 to MMP expressions in gingival fibroblasts from Down syndrome
○NEGISHI KOJI，Nihon University Graduate School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

P-A-3　Down症候群由来歯肉線維芽細胞におけるMMP発現への IL-4の影響
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【緒言】う蝕原因菌は Streptococcus mutans などがあるが，経管
栄養者はう蝕の発症がほとんどなく，またう窩に存在する細菌叢
は明らかになっていない．そこで本研究は，経口摂取者と経管栄
養者のう窩に存在する細菌を採取し，16sRNA 領域のシークエン
スにより細菌叢の違いについて検討した．

【調査対象者と方法】調査対象者は，沖縄県の老人施設入所中の
うち経口摂取の要介護高齢者 5 名，経管栄養の要介護高齢者 6 名
であった．調査は，患者情報を調査用紙に転記した．ミラーと懐
中電灯を用いて残存歯の有無，う蝕について口腔内診査を行っ
た．検体採取は，生理食塩水で湿らせた Swab を用いてう窩をス
ワブにて 5 回擦過した．その後，通法に従い検体から細菌 DNA
を抽出し，次世代シークエンス・メタゲノム解析を行い，細菌の
種類と構成率を評価した．細菌叢の多様性を示す Shannon 指数，
細菌構成率について経管群と経口群のいずれかで 5％以上の細菌

とう蝕原因菌について経管群と経口群の比較を Mann-Whitney 
U 検定で行った．

【結果および考察】う窩における経管群の優先菌種は，Actinomyces 
odontolyticus（平均 16.3％），経口群は Veillonella dispar（平均
16.3％）であり，どちらも有意に多く，経口摂取や口腔乾燥の影
響が反映していると考えられた．う蝕原因菌の Streptococcus 
mutans と Streptococcus sobrinus は，経管群で検出されず，経口
群では，どちらも 0.02％であった．谷口は慢性的なう窩表面から
Streptococcus mutans が検出されなかった症例とう蝕多発者が
60％以上を占めた症例を呈示している．う窩表層の細菌叢は，う
蝕の経過や経口摂取の有無など，様々な要因により細菌叢が異な
る可能性が示唆された．う蝕表層の細菌叢については，さらなる
検討が必要と思われた．

○小笠原  正1）・秋枝  俊江1）・朝比奈  滉直1）・島田  茂2）・島田  裟彩3）・植松  紳一郎4）・勝又  たまき4）・谷口  誠5）・吉田  明弘6）

1）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座，2）ちむわざ歯科，3）琉球大学病院歯科口腔外科，4）植松歯科医院，5）口腔常在微生物叢解
析センター，6）松本歯科大学口腔細菌学講座
Bacterial flora on the surface of dental caries in the patients with tube feeding 16SrRNA Gene Sequencing
○OGASAWARA TADASHI，The Department of Oral Health Promotion, Graduate School of Oral Medicine, Matsumoto Dental 

University, Japan

P-A-6　経管栄養者におけるう窩表層の細菌叢 16SrRNA解析による検討

【緒言】セントラルコマンド（CC）は大脳皮質から生じる神経活
動で，予測的循環調整に重要な役割を果たす．習慣性運動により
運動開始前に循環適応することでも知られている．ところが，不
快刺激の経験により CC が刺激応答に先立って予測的作用を示す
かは不明である．今回，寒冷疼痛刺激の反復により循環変動に変
化が生ずるかについて検討した．

【方法】健常成人 7 名［29±8（SD）歳］を対象とした．対象者は
安静 5 分（BL）の後，カウントダウンを行い，手掌を 2 分間冷水
に浸漬した（CPT）．20 分のインターバル後，冷水（CPT＋CC）
もしくは温水（PLC＋CC）に任意の順で手掌を浸漬した．この
間の動脈圧（収縮期：SBP，拡張期：DBP）と心拍数（HR）を
測定し比較した．尚，本研究は広島大学倫理委員会の承認を得た

（E-2042）．
【結果】刺激直前の SBP は，CPT と比較して CPT＋CC，PLC＋

CC で上昇傾向にあった．刺激後の SBP は CPT と比較して
CPT＋CC では短時間で有意に上昇し，その最大値は高値を示し
た（138vs152 mmHg；P＜0.05）．一方 CBP は，血圧上昇初期に
おいて CPT＋CC で有意に高値を示した（P＜0.05）．HR 上昇は
CPT と比較して CPT＋CC では小さかった（P＜0.05）．

【考察】CPT＋CC，PLC＋CC ともに刺激直前の SBP が上昇傾向
にあったことから CC による予測的作用があったと考えられる．
また CPT＋CC 時の昇圧潜時の短縮・増強は CC による生理反応
の効率化と言える．CPT＋CC 時の HR 上昇の抑制は，昇圧増強
に伴う圧受容器反射による HR 低下との相殺作用と考えられる．
以上の反応は循環予備力，精神的ストレス耐性の低い者には好ま
しくなく，治療に際して CC の発生を回避する必要がある．

【結論】不快刺激の経験はセントラルコマンドを誘発し，血圧の
予測的上昇，昇圧応答の増強，かつ反応潜時の短縮を起こす．

○宮崎  裕則1）・宮原  康太1）・時数  智子2）・安田  陽香2）・古谷  千昌1）・渡  真由子3）・高島  慎輔1）・尾田  友紀1）・岡田  芳幸1）

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部門，3）呉口腔保健センター
Effects of central command induced by stress experiences on hemodynamic responses
○MIYAZAKI HIRONORI，Special Care Dentistry, Hiroshima University Hospital, Hiroshima, Japan

P-A-5　ストレス経験により誘発されたセントラルコマンドが循環動態に与える影響
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【目的】TRPS1 は骨格系や毛包などの組織に特異的に発現する転
写因子である．TRPS1 遺伝子の変異や欠失は先天性疾患である
毛髪鼻指節骨症候群（TRPS）の原因となることが知られており，
その患者は特徴的な顔貌や関節形態の異常とともに低身長を示す
場合が多い．TRPS1 の役割について多くの知見が得られている
一方で，Trps1 遺伝子の KO マウスでは生後 12 時間程度で致死
となるため，生後に進行する低身長などの原因究明が困難であ
る . そこで今回，Trps1 遺伝子を全身的に発現低下させたモデル
の探索のため，Trps1 遺伝子周囲のイントロン内の第 1 遺伝子座
を検討した．

【方法】イントロン内の第 1 遺伝子座を欠失させたマウス（Enh2/3-/-）
と野生型マウスの生後 3～9 週間の体重変化を調べた．また，片
アレルで Trps1 遺伝子を欠失させたマウス（Enh2/3＋/-；Trps1 
＋/-）の生後 3 日での上腕骨切片の軟骨成長板の変化と生後 1 週

間での頭殿長の変化を調べた．
【結果】Enh2/3-/-マウスは野生型マウスに比べ，有意ではない
ものの体重増加が少ない傾向が見られた．さらに，生後 3 日の
Enh2/3＋/-；Trps1＋/- マウスの上腕骨切片は野生型と比較し
て 肥 大 軟 骨 細 胞 層 の 減 少 が み ら れ た．ま た，Enh2/3＋/-；
Trps1＋/- マウスは胎内時は野生型と比較して頭殿長の変化は大
きくなかったが，生後 1 週間で約 30％短くなる成長障害が認め
られた．

【考察】特定のイントロンを欠失したことにより，成長軟骨板で
の Trps1 遺伝子の発現量が減少した可能性が考えられる．

【結論】特定のイントロンの欠失が Trps1 遺伝子の発現制御に影
響する．

（大阪大学歯学研究科動物実験委員会　承認番号：動歯-29-016-0）
（大阪大学遺伝子組替え実験安全委員会　承認番号：04141）

○佐伯  直哉1）・藤川  順司1，2）・中島  好明1）・赤松  由佳子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）堺市重度障害者歯科診療所
Specific sequences within the intron are involved in the expression of the transcription factor Trps1
○SAEKI NAOYA，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

P-A-8　イントロン内の配列が転写因子 Trps1の発現に関与する

【目的】充填用グラスアイオノマーセメント（以下，GIC）は，
障害者歯科分野で多岐にわたり使用されているが必ずしも理想的
な条件で使用されていない．例えば可及的に治療時間を短くする
ために紛液比を上げることや，防湿が不十分な状態で充填するこ
とが行われている．本研究ではそのような条件で充填された GIC
の硬さを調べることで，特に感水した GIC が本来の性質を示す
か評価した．

【方法】使用するセメントは，従来型の充填用 GIC を 2 種類（フ
ジ VIIⓇ，フジ IX GP エクストラⓇ）と，近年登場した多種イオ
ン放出型の GIC を 1 種類（ケアダインレストアⓇ）とした．紛液
比はメーカーの標準粉液比，粉末 10％増し，20％増しの 3 条件
とし，プラスチックヘラを用いて練和時間 30 秒間で練り上げた．
練和物を金型へ充填し，温度 37℃，相対湿度 90％以上の環境で
硬化させ円柱状試料を作製した．感水条件では充填直後に表面へ

蒸留水を滴下した．練和開始 10 分後から 24 時間後まで時間経過
とともにビッカース硬さを測定した．また，超音波顕微鏡を用い
て音響学的特性を調査した．

【結果】いずれの GIC も紛液比を上げると硬化時間は短くなり，
硬さは上昇した．感水した GIC は表面が変色し，硬さが低下し
た．しかしながら，表面の変色層（約 250μm）を研磨すると，
感水していない GIC と同じ硬さになった．

【考察】GIC は歯質接着性を有していることに加え歯髄刺激性が
少なくフッ素徐放性があるため，成形修復や裏装，シーラントへ
と広く利用されている．メーカーでは防湿下の使用を推奨してい
るが，患者の協力を得ることが難しい症例などでは，防湿が不十
分な状況下で充填せざるを得ない場合がある．本研究結果から，
充填時に感水したとしても表面の変色層を形態修正により削除す
ることで，GIC の物性は損なわれないことが示唆された．

○長沼  由泰1）・高橋  正敏2）・高橋  温1）・佐々木  啓一1）

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歯科生体材料学分野
Evaluation of mechanical properties of dental glass ionomer cement for filling under a wet environment
○NAGANUMA YUKIHIRO，Clinics of Dentistry for Disabled, Tohoku University Hospital, Miyagi, Japan

P-A-7　防湿が不十分な環境における充填用グラスアイオノマーセメントの物性評価
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【緒言】化学療法や放射線治療は，口腔や咽頭に粘膜炎，味覚障
害，口腔乾燥症などの口腔合併症を生じさせ，患者の QOL が著
しく低下，食欲や闘病意欲の低下につながる．そこで我々は，化
学療法や放射線治療を受けた症例に生じた粘膜炎に対して口腔ケ
アを実施，検討を加えた．

【対象と方法】平成 27 年 9 月から令和元年 8 月までの 4 年間に本
学附属病院において，周術期等口腔機能管理を実施した 59 症例
を対象とした．評価項目は，年齢，性別，がん部位，ROAG

（Revised Oral Assessment Guide），口臭，開口量，歯の状態，
味覚，粘膜炎等の状態をスコア化，口腔内環境について評価し
た．なお本研究は，本学医学倫理審査委員会の承認（RBMR- 
E-369-9）を得ている .

【結果】がん部位は，頭頸部，造血器，上部消化器の順に症例が
多かった．介入（初診）時から粘膜炎がみられた症例は，みられ

ない症例と比べ，粘膜炎以外の各診査項目の平均スコアが高かっ
た．そして，介入回数が増えると平均スコアが減少する傾向で
あった．また各診査項目の平均スコアは，粘膜炎についで歯・義
歯の汚れが高かった．

【考察】周術期の口腔内環境は，医科主病名の病態や治療内容・
程度（化学療法や放射線治療等）により影響を受ける．今回の調
査では，介入時に粘膜炎がみられると口腔環境が不良であるとも
に歯・義歯の汚れも高度であり，口腔ケアには重点的な対応が必
要と考えられた．今後症例を重ね，化学療法や放射線治療と口腔
ケアについて検討を加えたい．

【結論】化学療法や放射線治療による粘膜炎では，口腔内環境が
不良となるが，歯科介入により改善傾向がみられた．そして，周
術期を通して口腔内環境の管理が重要と考えられた．

○山本  俊郎1）・中川  真希1）・中井  敬1）・大藪  桃子1，2）・木下  竜太1，3）・中尾  恵理子1）・白杉  迪洋1）・佐藤  良樹1）・足立  哲也1，4）・足
立  圭司1）・赤根  光宣1，5）・大迫  文重1）・雨宮  傑1，6）・中村  亨1，7）・金村  成智1）

1）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学，2）宇治武田病院歯科・口腔外科，3）康生会クリニック歯科口腔外科，4）京都府立心
身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院歯科，5）済生会滋賀県病院歯科，6）京都中部総合医療センター歯科口腔外科，7）宇治
徳洲会病院歯科口腔外科
Oral management of mucositis for chemotherapy and radiation therapy
○YAMAMOTO TOSHIRO，Department of Dental Medicine, Kyoto Prefectural University of Medicine Graduate School of Medical 

Science, Kyoto, Japan

P-B-1　本学における化学療法や放射線治療による粘膜炎に対する口腔ケアの実態

【緒言】障害者の中には，ブラッシング力の調整が困難な場合も
多い．そこで，力が歯ブラシの清掃性に与える影響について検討
した．

【方法】試験歯ブラシは 4 列植毛の ST：スーパーテーパード毛
フラット，FD：ST 毛と未加工毛の複合段差植毛，RO：ラウン
ド毛フラットとした．清掃性は，ビデオテープを貼付した直径
8.0 mm の半円柱を設置した平板（SHC モデル）1）と平板（平モデ
ル）を歯ブラシで幅 4 cm，2 回／秒で刷掃した際の追従性と清掃
効率で評価した．刷掃条件は荷重を 50，100，200，300 gf，刷掃
回数を 50，100，150，200 回とした．追従性はヘッド上の慣性セ
ンサから毛の動きを計測し，清掃効率は磁性膜の剥離面積とプロ
ファイルで評価した．

【結果及び考察】SHC モデルでの追従性は毛先の形状で異なり，
RO では荷重が小さいと低く，ST と FD では荷重が大きいと低

くなった．磁性膜の完全剥離面積は，SHC モデルの全荷重で
RO6 gt；FDgt；ST であった．平モデルは 100 gf 以下で ROgt；
FDgt；ST，200 gf 以上で FDgt；ROgt；ST と同一歯ブラシで
も荷重によって異った．同条件下の剥離プロファイルは ST と
RO の 300 gf，FD の 200 gf でタフトの軌跡が認められなくなっ
たことから，荷重が大きいと毛が比例限を超えて潰れたために剥
離面積が増加したと予想した．

【結論】歯ブラシの追従性，清掃効率をモデルで評価したところ，
毛先の形状や荷重で高い清掃性を示す条件が異なっていた．特
に，ブラッシング力の調整が困難な障害者への歯ブラシ選択に
は，毛先の形状の違いに配慮する必要があると示唆された．

【文献】1）遠藤眞美，地主知世，三枝優子，他：障害児者に適し
た歯ブラシ選択のための基礎的研究　第一報，日障誌 2020；
41：72-81.

○地主  知世1）・遠藤  眞美1）・山岸  敦2）・高柳  篤史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）東京歯科大学衛生学講座
A study on cleaning ability and movement by the difference of toothbrush bristle
○JINUSHI TOMOYO，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

P-A-9　ブラッシング時の荷重が清掃性に与える影響―歯ブラシの毛先形態の違いに関するモデル評価―
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【目的】障害者にとって歯科医療機関での定期的な検診や予防処
置を行うことは健常者に増して全身の健康に寄与する重要な機会
である．今回本学障害者歯科では「地域で支える障害者歯科医
療」を推進し，障害者が現在よりも歯科にかかりやすい体制の構
築を目指して，現状把握のため調査を行った（令和元年 9 月 3 日
昭和大学歯科病院臨床倫理検討部会承認）．なお，本調査は東京
都より受託の「令和元年度障害者歯科医療推進モデル事業」の一
環として行われた．

【対象と方法】本学の医療圏である品川区，大田区の歯科医療機
関ならびに利用者を対象とした．歯科医療機関は歯科医師会所属
の診療所および高次医療機関とし，利用者は障害福祉サービス事
業者および自治体等の関係団体を通じて，アンケートを行い，集
計した．

【結果】歯科医療機関からの回答数は 140 件であり，「定期的に受
診している」と回答した各障害は，知的能力障害は 34 件，自閉
スペクトラム症は 19 件であった．また「歯科相談」，「歯科検診」，

「歯磨き指導」については約半数の歯科医療機関が，どの障害で
あっても「受け入れ可能」と回答した．利用者からの回答数は
146 件であり，年齢は 2～71 歳，障害は知的能力障害が最も多く
108 例であった．歯や口に関して困っている事は，「検診をして
ほしい」が 18 件，「歯肉のはれ・出血」が 15 件であった．また

「かかりつけ歯科医院がある」と回答したのは 123 件であった．
【考察】調査の結果から，多くの障害者はかかりつけ歯科医院が
あることがわかった．今後は，障害者が近くの歯科診療所で歯科
検診や口腔衛生管理を受け，困難な治療は高次医療機関が担う緊
密な連携体制の構築が課題であると考えられた．

○姜  世野1）・嘉手納  未季1）・馬目  瑶子1）・佐藤  ゆり絵1）・栗谷  未来1）・伊原  良明2）・船津  敬弘3）

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，3）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
The study of a survey on efforts to support local dental care for people with disabilities
○KANG SEYA，Department of Special Needs Dentistry, Division of Dentistry for Persons with Disabilities, School of Dentistry, 

Showa University, Tokyo, Japan

P-B-3　障害者歯科医療を地域で支えるための取り組みについて

【緒言】寝屋川市立保健福祉センター歯科診療所（以下，当セン
ター）は障害者歯科診療を平成 10 年 10 月より開始し 20 年を迎
えた．今回，当センターの診療実態を把握する為，過去 20 年間
の受診者の動向を調査したので報告する（日本障害者歯科学会倫
理審査委員会承認番号 20022）．

【対象および方法】平成 10 年 10 月より平成 31 年 3 月までの 20
年間に当センターを受診した延べ 15850 名を対象とした．調査項
目として，性別，患者年齢，障害の種類，診療内容の患者数（平
成 24 年度から）について調査を行った．データは匿名化された
診療日報を用いた．

【結果】患者延べ人数として，性別では男性が 9731 名，女性が
6119 名であった．患者年齢では，20 歳未満が 3452 名，20 歳代
から 50 歳代が 8201 名，60 歳代以上が 4197 名であった．診療内

容については，口腔ケアが 4051 名，齲蝕処置が 1179 名，歯周病
処置が 1165 名，義歯関係が 353 名，その他が 79 名であった．

【考察】受診延べ人数は，開始翌年度に大幅に増えた後微増して
いった．これは当センターが市民に周知された為と思われる．患
者年齢別で 20 歳未満が少ないのは，就学前の障害児歯科診療と
して寝屋川市においては「あかつき・ひばり園歯科診療所」がす
でにあり，療育を含めた診療を行ってきた為である．治療内容に
おいて，齲蝕処置・歯周病処置・義歯関係が大きな変動が無いに
も関わらず，口腔ケアが平成 25 年以降倍増しているのは継続的
な口腔衛生管理の必要性が理解された為と思われる．

【結論】この 21 年間おおむね安定的に運営されてきたが，今後は
逆紹介を充実させ地域全体として障害者の口腔機能の維持，管理
ができるように努めたい．

○吉富  啓一1）・木山  富早恵2）・森岡  千恵子2）・足立  隆信1）・上田  恭史1）・平野  勝之1）・古玉  克平1）・宮原  岳史1）・吉川  伸1）・中
川  猛1）

1）（一社）寝屋川市歯科医師会，2）寝屋川市立保健福祉センター歯科診療所
The survey of dental treatment for disabled patients for 20 years at a certain city health and welfare center clinic
○YOSHITOMI KEIICHI，Neyagawa City Dental Association, Osaka, Japan

P-B-2　某市立保健福祉センター歯科診療所における障害者歯科診療 20 年間の実態調査
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【目的】インシデント報告の有益性は報告内容の検討が類似のイ
ンシデントの再発防止に役立つことである．本研究は障害者を専
門とする歯科診療室において報告されたインシデントを分析し，
障害の種類によって発生しやすいインシデントに一定の傾向があ
るかどうかを解明することを目的とした．

【方法】2008 年 4 月から 2019 年 3 月までの 11 年間に本院障害者
歯科に所属するスタッフから提出された入院および外来の診療に
おけるインシデント報告書を調査対象とし，このうち，片付けの
際の針刺し，オーダーミスや薬剤の不備など，患者が全く関与し
なかったものを除いた 72 件について，患者の年齢と障害の種類，
インシデントレベル，インシデントの内容について解析を行っ
た．なお，本研究は福岡歯科大学倫理審査委員会の承認（第 457
号）を得て行われた．

【結果】インシデントの報告件数は身体障害が 22 件，発達障害が
21 件，知的能力障害が 20 件，精神障害が 9 件で，期間中の延べ
来院患者数に対するインシデント発生率は身体障害がもっとも高
いという結果であった．インシデントの内容では，障害全体では
口腔内への抜去歯や器具の落下がもっとも多く，障害種類別では
身体障害では脳性麻痺などに特徴的な筋緊張による噛み込みによ
る歯や器具の破損，発達障害では自閉スペクトラム症に特徴的な
パニックによる不穏やもの壊しが特異的に報告されていた．

【考察】障害者歯科医療におけるインシデントは，障害の種類に
よって発生しやすいインシデントが異なるため，障害の種類ごと
に特徴や注意事項を十分に理解することが大切であると考えられ
た．

○田崎  園子1）・原  麻莉1）・重松  愛子1）・前濱  和佳奈1）・尾崎  茜1）・今村  彩香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
Analysis of medical incident reports in our dental clinic for patients with special needs
○TASAKI SONOKO，Section of Dentistry for the Disability, Department of Oral Growth and Development, Fukuoka Dental 

College, Fukuoka, Japan

P-B-5　当院障害者歯科におけるインシデントの分析

【目的】当障害者歯科診療所は 1983 年に開設され 36 年間，障が
い者歯科診療に取り組んできた．2019 年 4 月より常勤医を迎え
診療日を増やすなど診療体制を拡充した．今後の診療所の改善点
や留意すべき問題点を抽出するために患者アンケートを取り考察
したので報告する．

【方法】対象は 2019 年 4 月 28 日から 7 月 28 日の 3 か月間に当診
療所に来院した患者本人または付添者とした．アンケートは無記
名，複数選択式と一部記述式とした．調査項目は患者の性別，年
齢層，居住地域，通院時間，通院のきっかけ，治療方法・内容の
満足度や要望などとした．なお本研究は朝日大学倫理審査委員会
の承認を得て行った（30032）．

【結果】アンケートに協力を得られた患者は 143 名（男性 103 名，
女性 40 名），年齢層は 10 歳代が最も多く 42 名（29％）であっ
た．居住地域は診療所のある岐阜市内が 64 名（45％），岐阜周辺
地域が 44 名（31％）であった．通院時間は平均 32.1±20.5 分で

あった．通院のきっかけは「知人の紹介」が最も多く 31 名
（21.6％）であった．今後の通院については「このまま当診療所
に通院」が 115 名で，「定期健診は近医に紹介してほしい」は 7
名であった．自由意見としては「歯科医師ごとに治療方針が違
う」など輪番制において意思統一の不備に対する意見が多かっ
た．

【考察】アンケートの結果より治療内容や対応については 9 割以
上が満足していたが，不満な点として「歯科医師ごとに言うこ
と，治療方針が違う」といった意見が多かった．この点は常勤医
を中心とした診療体制を構築し診療方針を統一し改善していく．
また，口腔保健センターの役割として今後メンテナンスの患者を
地域の歯科医院へ返していくことを考えるなかで「このまま当診
療所に通院を続けたい」という患者の意識をどのように変えてい
くのかが課題となる．

○川瀬  淳子1）・橋本  岳英1）・渡邊  和也1）・成田  光利1）・田中  繁寿1）・櫻井  泰伸1）・仲尾  賢一4）・小野木  泉1）・椎名  麻里子2）・青
木  尚美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，4）静岡済生会総合病院歯科口腔
外科
Attitude survey for patients receiving medical examination at our clinic
○KAWASE JUNKO，Gifu Japan Dental Association

P-B-4　当診療所における受診患者に対する意識調査
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【緒言】板橋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 36 年経過した．患者のニーズに応える更なるサービ
スを提供できるよう，診療開始から現在までの当センターから他
医療機関へ紹介した患者の動態を調査検討したので報告する．

【対象および方法】令和 2 年 3 月までの 36 年間に，当センターで
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
計した．

【結果】36 年間の延べ受診患者数は 26,306 名であった．主疾患は
知的能力障害（ID），脳血管障害（CD），自閉スペクトラム症

（ASD），脳性麻痺（CP）で，開始当初 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．当センターより他医療機関に紹介した患
者の延べ人数は 196 名で，紹介先は都内の歯科大学附属病院，医
科病院歯科口腔外科などであった．経年的変化は，開始 10 年間

は年平均 1.4 名であったが，最近 10 年間は 8.4 名と増加を認めた．
紹介目的は，全身麻酔下での歯科治療が 149 名（76.4％）と最も
多かった．全身麻酔下処置後のセンター再来院率は，開始 10 年
間の 13％から最近 10 年間は 92％となっていた．

【考察】近年，ID および ASD の増加により歯科的対応として全
身麻酔を選択する機会が増えている．しかし，全身麻酔は実施し
ておらず，高次歯科医療機関へ紹介することとなる．全身麻酔下
での処置を必要とする患者は，家庭での十分な口腔衛生管理は難
しく，治療後は口腔内環境の維持のため継続的な専門的ケアを必
要とする．そこで，全身麻酔下処置後の未来院率を減少させるた
め，全身麻酔処置前から当センターでの口腔ケアを開始したこと
により全身麻酔下での処置後の未来院数が減少し，継続した口腔
ケアができていることが確認できた．
日本歯科大学生命歯学部倫理員会承認番号 NDU-T2019-15

○鎌田  弘明1）・金子  治2）・小林  顕2）・佐野  裕士2）・三澤  壮太郎2）・町田  貴敏2）・大谷  良2）・佐々木  淳2）・巻  竜也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）公益社団法人東京都板橋区歯科医師会
A survey of patients referred from our dental center to other medical institutions
○KAMATA HIROAKI，Nippon Dental University Hospital Department of Pediatric Dentistry

P-B-7　当歯科衛生センターにおける他医療機関への紹介患者の動態

【目的】今回われわれは，琉球大学病院障害者歯科センター（以
下当センター）で行っている歯科治療の実態を把握し，診療内容
を検討するために調査を行った．

【対象と方法】2005 年 1 月から 2019 年 12 月の 15 年間に当セン
ターで歯科治療を受けた 1135 名を対象とした．調査項目は受診
患者の年齢，性別，紹介元，障害の種類（DSM-5 に準ずる），治
療内容，居住地域とした．調査内容は，外来・入院診療録を参照
に検討した．

【結果】1135 名のうち，初診時平均年齢は 45±25 歳，男性 532
名，女性 603 名であった . 紹介元は，院内の精神科神経科からが
170 名と最も多く，次いで内科（神経内科・循環器内科など）
113 名，小児科 104 名の順であった．疾患別としては，気分障害，
統合失調症などの精神疾患が 411 名（37.7％）と最も多く，次い
で脳血管障害，脳性麻痺，てんかんなどの中枢神経系の運動障害
が 257 名（13.8％）であった．その他の疾患は，Alzheimer 病，

Parkinson 病などの神経変性疾患や精神遅滞などであった．治療
内容で最も多かったものは，抜歯で 317 例（27.9％），次いで口
腔ケア・トレーニングが 267 例（23.5％）であった．居住地域は，
沖縄本島の中部地域からの受診がほとんどであった．

【考察とまとめ】当センターでは開設以来，院内紹介が多く大学
病院の特性を活かし，2 次医療機関では診察が困難な精神疾患患
者，重症心身障害児，先天性疾患患者など医科と連携が必要な症
例が多かった．また，地域連携病院からの紹介患者の多くは，ト
レーニング困難で齲蝕の進行により歯の保存が困難な症例が多
く，治療内容は抜歯が多かった．今後の課題としては，地域との
さらなる連携を推進し，早期からトレーニング介入を行うシステ
ム構築により沖縄県の齲蝕有病率改善に努めたい．
なお当研究は，琉球大学臨床研究倫理審査委員会（承認番号
1290）での承認を得て遂行したものである．

○島田  裟彩1）・加藤  大貴3）・後藤  新平2）・片岡  恵一1）・後藤  尊広1）・牧志  祥子3）・又吉  亮1）・中村  博幸3）

1）琉球大学病院歯科口腔外科，2）琉球大学病院障害者歯科センター，3）琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座
Investigation in the last 15 years of our dental center for the special needs patients
○SHIMADA SAAYA，Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of the Ryukyus

P-B-6　当院障害者歯科センターの最近 15 年における実態調査
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【緒言】大分県口腔保健センター（以下，センター）は，県内に
障害者歯科医療を提供する場を増やす目的で，大分県歯科医師会
立の二次医療機関として平成 30 年 3 月に開設された．今回，当
センターの初診患者の実態を把握することを目的に調査を行った
ので報告する．なお，本報告は日本障害者歯科学会倫理審査委員
会にて承認を得ている（承認番号：20012）．

【対象と方法】平成 30 年 3 月 30 日（開設日）から令和 2 年 3 月
31 日までに当センターに来院した初診患者の診療録および問診
票から，性別，年齢，障害名，居住地域，紹介状の有無について
調査した．居住地域については，大分市は単独で集計し，その他
市町村については保健所の管轄区域ごとに集計を行った．また，
データは匿名化された情報を用いた．

【結果と考察】調査期間内の初診患者は 322 名で，男性 197 名，
女性 125 名であった．患者年齢は 10 歳未満が 123 名（38.2％）

で最も多く，若年者が多い傾向にあった．障害別では自閉スペク
トラム症 100 名（31.1％），次いで知的障害 88 名（27.3％）が多
く，非協力児も 22 名（6.8％）来院していた．自閉スペクトラム
症や知的障害といった障害や低年齢により歯科治療に理解や協力
を得られない患者は一次医療機関では受け入れが難しく，セン
ターを受診するに至ったと考えられる．また，患者の居住地域は
全て大分県内であった．大分市が 182 名（56.5％）と最も多く，
センター所在地である大分市から距離のある地域から来院する患
者は少ない傾向にあった．紹介状を持参した患者は 73 名（22.3％）
で，患者の 7 割程が直接センターに来院していた．紹介患者以外
の来院経緯に歯科関係者からの勧めがあった可能性もあるが，セ
ンターが周知されてきていると考えられた．地域医療の充実のた
め，今後も広く地域へ働きかけを行っていきたいと考える．

○天野  郁子・池見  佳子・山下  里織
大分県口腔保健センター
Survey of new patients in our center
○AMANO IKUKO，Oita Oral Health Center, Oita, Japan

P-B-9　当センターにおける初診患者の実態調査

【緒言】三浦半島地域障害者歯科診療所（以下，センター）は，
一社）横須賀市歯科医師会が運営し昨年 8 月に移転した．スムー
ズな環境変化への対応・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，前回学術大会にて検討し報告した．今
回は移転後の患者の受診環境に対する適応状況についてアンケー
トを行ったので報告する．データは匿名化されている情報を用い
て個人情報の保護に配慮した．

【方法】令和 2 年 4 月 21 日～6 月 2 日に新診療所に来院した受診
者又は家族・付き添い 98 名を対象に，移転前後の受診行動の変
化，更なる改善点，今後当センターへの要望について調査した．

【結果】（1）記入者：家族 89 名，付き添い 6 名，本人 3 名（2）
性別：男性 64 名，女性 34 名（3）障害名：知的障害 43 名，自閉
スペクトラム症 27 名，Down 症候群 9 名，脳性麻痺 8 名，脳性
麻痺以外の運動障害 5 名，発達障害 3 名，Angelman 症候群・

Rett 症候群各 1 名（4）-1 問題無く移行できた：93 名（4）-2 問題
がありうまく移行できなかった：5 名（5）更なる改善点：待合
室のスペースについて．トイレについて．（6）今後センターへの
要望：診療日，診療時間の増加 15 名，全身麻酔下歯科治療 7 名，
摂食嚥下機能療法 5 名，在宅歯科医療 3 名，ネット受付・電話相
談各 1 名であった．

【考察および結論】移転前のアンケート結果を基に，利便性・安
全性・受診者個々の障害特性や心理面を考慮し，丁寧な対応と時
間をかけた信頼関係の維持継続を図った結果，今回 93 名（95％）
の受診者が新診療室への受診にスムーズに移行できたと推察され
た．しかし診療時間の延長，診療日の増日，並びに交通の利便性
など，アクセスのしやすさが今後の課題として挙げられる．
日本障害者歯科学会倫理審査委員会承認番号 20009

○西山  和彦1，2）・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  茂1）・宮田  利郎1）・
平嶺  倫子1）・阿部  英子1）・半澤  栄一1）・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 study of patient adaptive behaviors after environmental changes at a secondary special needs dental clinic
○NISHIYAMA KAZUHIKO，Miura Peninsula Regional Dental Clinic for the Special Patient in Kanagawa Prefecture, Kanagawa, 

Japan

P-B-8　二次障害者歯科診療所移転後の受診者の適応行動に関する調査
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【緒言】医療面接の目的は，情報収集，医療者と患者関係の確立，
治療・教育的効果であり，問診表の使用は医療面接に有用であ
る．当センターでは，初診時に問診表による情報収集を行ってい
るが，これまでの問診表では質問が重複したり，質問項目が不足
していることにより，問診時間の延長や情報不足が生じていた．
今回，問診表を改訂したので報告する．この報告で個人情報は取
り扱っていない．

【方法】問診表を改訂するにあたり，多職種と繰り返し意見交換
を行い，作成にあたった．

【結果】旧問診表では傷病名や全身的既往歴，生活背景に対する
質問項目が少なかったので，新問診表には予め詳しく質問を記載

し，患者の記入漏れやスタッフの聞き漏れを防いだ．質問項目の
増量を行うにあたり患者の回答方法に配慮し，選択回答式を取り
入れた．歯科衛生士による聴き取り時間は短縮されたが，患者の
問診表書き込み項目は多くなったため，問診時間全体の短縮には
至らなかった．

【考察】問診表の改訂により患者情報の把握は安易になったが，
質問項目の増量により患者の記載量は増加した．記載量の増加に
より患者の負担が考えられるので，文字の太さ・質問の配置検討
等，表記方法の改訂が必要と考える．今後も多職種との意見交換
を大切にしていきたいと考える．

○赤松  明香1）・道満  朝美1）・十川  栄理子1）・高木  景子1）・藤田  琴美1）・笹山  澪1）・杉村  智行1）・安井  仁司1）・秋山  茂久1，2）

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
Initiative to revise the questionnaire of our dental center
○AKAMATSU ASUKA，Kobe Dental Center, Kobe, Japan

P-B-11　当センターの問診表改訂への取り組み

【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
（当センター）の初診予約は，2017 年 5 月から歯科衛生士（DH）
が主体となり電話対応を行っている．当センターは専任の歯科医
師はおらず，各科併任で構成されている．よって DH が窓口とな
り受診前の情報を聴取し初診予約用紙に記載して，その後歯科医
師と連携をとり予約日を患者へ連絡している．今回，聴取内容か
ら患者情報をまとめた結果と現状の予約システムを検討したので
報告する．

【対象と方法】2017 年 5 月から 2020 年 3 月に，DH が初診予約用
紙を記載した 163 名を対象とした．性別，年齢，障害名，主訴，
紹介元，車いす使用の有無および予約日までの日数を集計した

（倫理委員会承認：NDUH-RINRI2020-2G）．
【結果】男性 107 名，女性 56 名，平均年齢は 31.0 歳であった．
障害は，知的能力障害が最も多く 57 名，自閉スペクトラム症 41

名であった．主訴は，抜歯 69 名，う蝕 49 名が多く，また全身麻
酔の治療希望は 52 名であった．車いすの使用は 31 名であった．
予約日までは，0～7 日 37 名，8～14 日 25 名，15～21 日 28 名，
22～28 日 26 名，29 日以降 41 名であった．

【考察】初診予約用紙の聴取内容から，主訴は抜歯が多く，対応
では全身麻酔の希望もあり，当センターが通法下では困難な患者
を受け入れる機関としての役割を担っていることが確認された．
また受診前に患者情報を把握できることは，環境整備に活用さ
れ，障害者の負担の軽減に繋がると考えられる．電話対応した
DH は，主訴から緊急性も考慮し担当医と連絡をとっているが，
予約日が約 1 か月以上あいたケースもみられた．障害者は単独の
来院が困難な場合が多く，付き添い者と担当医の予定を調整する
ことも原因のひとつと考えられ，今後の課題として，より早期に
予約可能なシステムの再構築を行う必要がある．

○野杁  明美1，3）・小林  邦枝1，3）・麻見  千登世1，3）・上石  恵里1，3）・赤間  ひとみ1，3）・由利  啓子1，3）・山崎  てるみ2）・阿部  恵一3）

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スペシャルニーズ歯科センター
A study of the reservation system using the first visit reservation form by the dental hygienist of the center
○NOIRI AKEMI，Division of Dental Hygienist, The Nippon Dental University Hospital, Tokyo, Japan

P-B-10　当センター歯科衛生士が初診予約用紙を活用した予約システムの検討
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○古谷  千昌1）・宮崎  裕則1）・宮原  康太1）・時数  智子2）・和木田  敦子2）・溝田  結日2）・高島  慎輔1）・林内  優樹1）・尾田  友紀1）・岡
田  芳幸1）

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部門
Changes in the age demographic of dental patients with special needs during the last decade
○FURUTANI CHIAKI，Special Care Dentistry, Hiroshima University Hospital, Hiroshima, Japan

○山口  喜一郎・二宮  静香・原田  真澄・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
A study of occlusal support condition and denture usage in stroke patients at a certain convalescent rehabilitation hospital
○YAMAGUCHI KIICHIRO，Division of Dentistry, Fukuoka Rehabilitation Hospital, Fukuoka, Japan

P-Ca-2　当院障害者歯科における患者高齢化の実態調査

P-Ca-1　某回復期リハビリテーション病院における脳卒中患者の咬合支持状態と義歯使用状況の調査

【目的】回復期リハビリテーション病院に入院した脳卒中患者の
咬合支持状態と義歯使用状況についての義歯介入の報告はほとん
どなく，現状が不明である．そこで当院における脳卒中患者の咬
合支持状態と義歯使用状況を調査した．

【方法】2018 年 11 月から 2019 年 10 月までに入院した脳卒中患
者のうち，咬合支持状態をアイヒナー分類で評価し，B 群および
C 群を咬合支持欠損とした．さらに咬合支持欠損患者で，義歯に
よる咬合支持があるもの（義歯使用群）と，ないもの（義歯不使
用群）に分けて入院時の患者属性，食形態を評価し，栄養状態の
評価としてアルブミン（以下 Alb），BMI を，ADL の評価とし
て FIM を用い，義歯介入の必要性について検討した．統計処理
はχ2 検定および Mann-Whitney 検定を用い，P＜0.05 を有意差
ありとした．本研究は福岡リハビリテーション病院医療倫理委員
会の承諾を得て行った（承認番号 FRH2019-M-003）．

【結果】脳卒中病名で入院の 300 名のうち咬合支持欠損患者は
152 名（50.7％）であった．さらに咬合支持欠損患者のうち義歯
使用群は 24 名（16％），義歯不使用群 128 名（84％）であった．
年齢・身長・体重・原疾患に差はなかった．義歯使用群では普通
食の割合が多く（P＜0.05），BMI で低栄養の指標となる痩せの
割合は少なかった（P＜0.05）．しかし Alb では差はなかった．入
院時の FIM では差は見られなかったが，在院日数は義歯使用群
で短かった（P＜0.05）．

【考察】入院時に義歯による咬合支持がある患者では，食事調整
の必要性が低く，退院が早くなることから，義歯を使用できてい
ない患者には早期に義歯介入する必要があると考えられる．

【結論】脳卒中の回復期では半数が咬合支持欠損を有し，義歯を
使用できていない患者が多くいるため，食形態改善や早期退院の
ためにも歯科による義歯介入が必要である．

【緒言】本邦では高齢化率が 25％を超え，それに伴い障害者歯科
の患者においても高齢化が予測される．そこで当科における患者
実態を把握する目的で統計的観察，アンケートを行った．

【対象および方法】2009 年 1 月から 2018 年 12 月に当科を受診し
た全患者を対象とした．各年で来院患者を 10 歳毎の年齢に区分
し，区分毎に患者数変化を観察した．さらに，40 歳以上の患者
割合を中高齢化率とし，経年変化と増加率を評価した．また，10
年間で来院があったが現在来院が途絶えている 65 歳以上の患者
にアンケートを行い，その理由を考察した．なお，データは匿名
化された情報を用いた（広島大学倫理委員会承認 E-1655）．

【結果】当院障害者歯科の年間患者数は 2009 年の 4578 人から増
加し 2012 年に 5000 人を超え，その後は現在まで 5000 人前後を
推移していた．一方，中高齢化率は 2009 年の 21.2％から継続し
て増加し，2018 年には 42.3％に達した（P＜0.01）．しかしなが

ら，65 歳以上の障害者の割合は，内閣府障害者白書と比較して
有意に低かった（2011 年，2016 年；P＜0.01）．

【考察】総人口に占める高齢者の割合が急速に増加している中で
障害者の人口構成も高齢化に向かっている．これを反映し，当科
の患者特性も中高年以上の障害者患者割合が継続して増加を示し
たと言える．ところが，65 歳以上の患者に目を向けると，いず
れの年も割合が低く，増減も認めなかった．内閣府障害者白書

（平成 30 年版）によると 65 歳以上の障害者の割合は増加してお
り，当科の患者特性と明らかな相違を認めた．アンケートからそ
の背景として介助者の不足，高齢化等により歯科外来への通院が
困難となっていることが挙げられた．今回の実態調査により，当
院障害者歯科の患者においても高齢化が進んでおり，対応が急務
であることが示された．
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【目的】A 大学病院スペシャルニーズ歯科が障がい者歯科診療を
開始後，40 年近くが経過した．その間に社会，医学，福祉をは
じめとして，障害者歯科を取り巻く環境は大きく変化した．今
回，われわれは，環境の変化が受診患者にどのように影響したか
を解析するため，当科発足以来の初診患者約 1,000 名を対象とし
て，患者の障害名および口腔状態の変化について調査を行った．

【方法】診療録より，1982 年の発足から 2019 年までの受診患者
約 1,000 名を抽出し，初診の年代を約 10 年ごとの年代（1982-
1989 年，1990-1999 年，2000-2009 年，2010-2019 年 ） に 分 け，
各年代毎の初診時平均年齢，障害名の違いについて比較を行っ
た．また，初診時の年齢が 15 歳以上で歯式が明らかであった患
者については，D 歯数，M 歯数，F 歯数の平均値の違いについ
て，年代ごとの比較を行った．統計解析の有意水準は 5％とした．

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．

【結果】全対象患者は，997 名（男性 608 名，女性 389 名）で平
均年齢は 29.7±18.0 歳であった．年代ごとに平均年齢の違いは認
められなかった．障害名は，自閉スペクトラム症の割合が，年代
ごとで有意に異なり，年代が後になるほど割合が大きくなってい
た．初診時 15 歳以上で歯式が明らかであったのは，781 名あっ
た．歯の状態別では D（未処置歯）の平均値が年代ごとに明らか
な違いがあり，年代が新しいほど割合が小さくなっていた．

【結論】A 大学病院スペシャルニーズ歯科の初診患者は，年代が
後になるほど，自閉スペクトラム症の割合が大きくなっていた．
また，年代が後になるほど，未処置歯の平均歯数が少なくなって
いた．

○森  貴幸
岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
The investigation concerned with a change every 10 years from 1980’s in the new patients of special needs dentistry in A 
University Hospital
○MORI TAKAYUKI，The Center of The Special Needs Dentistry, Okayama University Hospital, Okayama, Japan

P-Ca-4　�A大学病院障害者歯科初診患者の長期変化に関する回顧的調査―1980 年代より 10 年ごとの傾向について比較す
る―

【緒言】児童虐待が深刻な社会問題として認知され，身近にいる
不適切な養育環境下の子どもへの関心は高まっている．被虐待児
童はう蝕が多い1）とされているが，報告の多くはう蝕有病率やう
蝕経験歯数に限られている．本研究では被虐待児童のう蝕罹患状
況における特徴の探索を目的として歯種別に調査解析を行ったの
で報告する．

【対象・方法】対象は 2-18 歳の一時保護児童 534 名とし，歯科医
師による歯科健診を実施し口腔内の情報を得た．入所理由が「虐
待」の児童 323 名については年齢区分（乳歯：2-5，6-9 歳，永
久歯：5-9，10-14，15-19 歳）毎の歯種別 df・DF 者率を算出し，
歯科疾患実態調査（以下，対照群）と比較した．本研究は新潟大
学倫理審査委員会の承認を得た（承認番号：2015-3036）．

【結果】「虐待」と対照群の df 者率の比較において，6-9 歳では
下顎両側乳臼歯部で，DF 者率では 5-9 歳で下顎右側第一大臼歯，

10-14 歳では上顎両側大臼歯部，下顎では両側の小臼歯から大臼
歯部まで，15-19 歳ではすべての第一大臼歯で有意差を認めた．
ほぼ差を認めなかった乳歯に関して一人平均 dft 数の比較にて検
討を行ったところ，d 歯数は 2-5，6-9 歳で「虐待」が，f 歯数は
6-9 歳で対照群が有意に多かった．

【考察】「虐待」の児童において乳歯では歯種別のう蝕有病者率で
の特徴的な結果は認めなかったが有意に多い d 歯数，少ない f 歯
数が示されたことから，う蝕が多いもののう蝕治療を受けられる
環境下にないことが考えられた．永久歯ではう蝕好発部位に加え
多数歯にわたり有意にう蝕有病者が多かったことから，う蝕リス
クの高い環境下にあることが推測された．養育環境を顧慮した早
期の歯科的支援が必要であると考えられた．

【文献】1）Bradbury-Jones C,  et al. Trauma Violence Abuse 
2020；21：422-24.

○野上  有紀子・中村  由紀・築野  沙絵子・鈴木  絢子・笹川  祐輝・五月女  哲也・清川  裕貴・朴沢  美生・岩瀬  陽子・齊藤  一誠・早
崎  治明

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野
Dental caries prevalence in each teeth of abused children at child guidance centers
○NOGAMI YUKIKO，Division of Pediatric Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Science, Niigata University, Niigata. 

Japan

P-Ca-3　一時保護所における被虐待児童の歯種別う蝕有病率に関する報告
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○新倉  啓太1）・高野  知子1，2）・勝畑  妙江子1）・鈴木  杏奈1）・中小路  美緒1）・宮崎  敬子1，3）・グリーナン  せつゑ1）・齋田  菜緒子4）・杉
田  武士2，4）・有坂  博史2，4）・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）心身障害児総合医療療育センター
歯科，4）神奈川歯科大学附属横浜クリニック麻酔科・歯科麻酔科
Survey on trends of patients undergoing dental treatment under general anesthesia in our clinic
○NIIKURA KEITA，The Division of Pediatric-Special Needs Dentistry, Kanagawa Dental University Yokohama Clinic, Yokohama, 

Japan

○山口  知子1）・久保田  一見2）・刑部  月2）・石川  健太郎2）・松浦  光洋3）・江並  沙羅3）・松原  こずえ3）・幸田  優美3）・弘中  祥司1，2）

1）昭和大学口腔ケアセンター，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）昭和大学藤が丘病院歯科・歯科口腔
外科
Survey of pediatric patients performing perioperative oral management in our hospital
○YAMAGUCHI SATOKO，Showa University Oral Health Care Center, Tokyo, Japan

P-Ca-6　当科において全身麻酔下歯科治療を受けた患者の実態調査

P-Ca-5　当院における小児がん患者への周術期等口腔機能管理の実態調査

【目的】2012 年度より保険収載された周術期等口腔機能管理は，
医科の治療における合併症予防を目的とし治療への影響の点から
注目されている．そこで本研究では当院における小児がん患者の
周術期等口腔機能管理の実態について調査した．

【対象と方法】2016 年 1 月から 2019 年 12 月までに周術期等口腔
機能管理を算定した当院入院中の小児がん患者を対象とした．診
療録をもとに性別，歯科初診時年齢，原疾患および治療方法，医
科治療中に口腔内に生じた有害事象について調査した．本調査は
当院臨床試験審査委員会の承認（F2020C30）を得ている．

【結果】対象者は 41 名（女児 22 名，男児 19 名）で，歯科初診時
年齢は 1 歳 0 か月～15 歳 5 か月であった．原疾患は，血液がん
33 名が最多で，その内訳は急性リンパ性白血病 20 名，急性骨髄
性白血病 5 名，その他血液疾患 5 名，リンパ腫 3 名であった．他
は，神経芽腫 7 名，リンパ腫 3 名，ウィルムス腫瘍 1 名であっ

た．原疾患の治療方法としては，化学療法 41 名，造血幹細胞移
植 14 名，放射線療法 7 名，手術 4 名であった（重複あり）．口腔
内の有害事象の内訳は，口腔粘膜炎 15 名が最多で，齲蝕 10 名，
萌 出 性 歯 肉 炎 6 名，口 腔 乾 燥 6 名 と 続 い た（ 重 複 あ り ）．
Hellman の歯齢別での有害事象が生じた人数は，3B 期 11 名が最
多で，また有害事象の内容も口腔粘膜炎，齲蝕，萌出性歯肉炎と
多岐にわたった（重複あり）．

【考察および結論】小児がんは血液がんの割合が高いため，化学
療法や放射線療法が長期間に及ぶことが多く，口腔を含む全身に
様々な有害事象が生じやすい．また，小児の成長発育に伴い，口
腔内に生じる有害事象も年齢によって特徴を持つ．歯科の介入と
しては，口腔内の経時的な変化に対応するため，継続的な口腔機
能管理が特に重要となることが明らかになった．

【緒言】当科は神奈川県障害者歯科診療システムの三次に準ずる
高次医療機関として，全身麻酔（GA）を含めた種々の行動調整
法を取り入れて治療を行っている．今回，GA 下歯科治療を受け
た患者について実態調査を行ったので報告する．

【方法】2014 年度に当科で GA 下歯科治療を行った患者 160 名に
対し，GA 下治療に至った経路，治療後の通院先などについて，
診療録をもとに調査した．

【結果】GA 下歯科治療に至った経路は他の医療機関からの紹介
が最も多く 48.1％（県システムにおける一次医療機関 26.9％，二
次医療機関 8.8％，三次医療機関 6.3％，その他 6.1％），次いで当
科定期管理からの移行 28.8％であった．GA 下歯科治療後の通院
先は，当科 63.1％が最も多く，次いで不明 20.0％であった．紹介
元がある患者について，治療後は紹介元への通院を基本としてい
るが，紹介元に戻った患者は 35.8％で，通院状況は調査不可能で

あった．
【考察】GA 下歯科治療後に当科に通院する患者は約 6 割を占め，
紹介元に戻った患者は半分に満たなかった．これはその後の予防
処置や歯科治療時の行動調整法などが同じように受けられるかを
不安に思うためと考えられた．また，問題点として治療後の通院
先が不明な患者が 20.0％いることや，紹介元に戻った患者の通院
状況が不明なことがあげられた．今回の結果より，前方連携は
徐々に浸透しつつあるものの，後方連携は不十分であると示唆さ
れた．障害者歯科地域医療において，患者の口腔の健康維持・増
進のためには患者が通院しやすい一次医療機関をかかりつけ医と
することが理想と考える．後方連携をスムーズに行うための患者
情報を共有するシステムやプロトコールの作成などが今後の課題
であると考えた．
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【緒言】埼玉県立嵐山郷は，昭和 51 年に開設された障害者施設
で，平成 7 年より外来歯科診療を開始した．入所者の歯科治療以
外にも埼玉県内の障害者歯科専門外来として多くの障害者の歯科
診療に携わっている．障害者の歯科治療は意識下では困難な場合
があり，薬物的行動調整法の一つとして全身麻酔（以下，GA）
は有用である．今回，嵐山郷歯科（以下，当科）での GA 下歯科
治療の実態調査を行ったので報告する．

【対象と方法】平成 7 年 4 月から令和 2 年 3 月までの 25 年間に当
科で GA 下歯科治療を行った症例を対象とした．診療録や麻酔記
録などをもとに，症例数，年齢，障害の内訳，周術期合併症など
を調査した．当科は入院システムがないため全例日帰り GA を
行った．患者情報は匿名化して対応した．なお，本研究は，嵐山
郷倫理委員会の承認を得ている（承認番号 2020-01）．

【結果】調査期間内の延べ症例数は 112,093 例，そのうち GA 症

例は 368 例であった（0.3％）．平均年齢は 21.5 歳，男性 247 例，
女性 121 例で，知的能力障害が最も多かった．平均治療時間は
94.5 分，平均麻酔時間は 139.5 分，周術期合併症は 4.9％にみら
れた．

【考察と結論】GA 症例は 0.3％と少なかったのは，静脈内鎮静法
で十分に対応できた症例が多かったことなどが原因と考えられ
る．平均治療時間は 94.5 分と日帰り GA の適応に合致しており，
周術期合併症も 4.9％と安全に行えていることがわかった．当科
では GA の他に，笑気吸入鎮静法や静脈内鎮静法など障害の程度
にあった方法で対応しており，今後は精神鎮静法の実態調査も必
要である．障害者は入院による環境変化に適応が困難なことが多
いため，症例を慎重に検討することで，安全な歯科治療のための
日帰り GA は今後も充実させる必要がある．

○関野  麗子1，2）・黒木  洋祐2）・那須  大介2，3）・三野  元崇2，4）・大久保  典子2）・飯野  さかえ2）・永井  梨菜2）・中嶋  智子2）・内田  淳2）

1）日本大学歯学部歯科麻酔学講座，2）埼玉県立嵐山郷医療部歯科，3）埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科，4）三野歯科医院
Survey of dental treatment under general anesthesia for 25 years in our hospital
○SEKINO REIKO，Department of Anesthesiology, Nihon University School of Dentistry, Tokyo, Japan

P-Ca-8　障害者支援施設における 25 年間の全身麻酔下歯科治療の実態調査

【緒言】当障害者歯科診療所は二次医療を担うことを目的として
市からの委託事業として開設されたが，協力医や協力歯科衛生士
の確保に難渋している．そこで本研究は，歯科医師会立の障害者
歯科診療所への協力者を増やすために歯科医師会会員と歯科衛生
士に障害者歯科診療所での見学・実施体験を行った後に障害者歯
科についての意識調査を行った．体験後に障害者歯科への協力に
同意される心理的要因が明らかになれば，今後の診療所の維持と
スタッフ確保のために役立つと考えられる．

【調査対象者と方法】調査対象者は，西尾市の歯科衛生士会会員
で障害者歯科診療所を見学した 17 名であった（日本障害者歯科
学会倫理審査委員会　承認番号 20028）．研究担当者は「障害者
歯科についての意識調査」（説明文書）の研究内容について説明
し，本人の自由意思によるアンケート記載と提出をもって同意し

たとみなした．アンケートは，1．過去の経験，2．障害者歯科の
経験前後のイメージ，3．良かったこと，4 経験前後の参加意欲，
5．協力理由などであった．分析は，Fisher の直接確率計算を用
いた．

【結果および考察】過去に障害のある人が身内にいる，友達にい
る，学校内で接した経験がある人は，勤務先のみで障害のある人
と接した人よりも障害者歯科診療所に従事した人が有意に多かっ
た（p＝0.015）．障害者歯科診療所に従事した者は，従事してい
ない者よりも体験後に積極的に関わりたいと思う人が多い傾向が
みられた（p＝0.099）．関わった理由は，「キャリアアップ」と回
答したのが 61.5％と最も多く，「障害者歯科に興味があった」が
53.8％であった．歯科衛生士は，過去の経験の影響と障害者歯科
への思いが強かった人が障害者歯科に従事したと考えられた．

○鈴木  香保利1，2）・井上  雅貴1）・小笠原  正2）・今村  恭也1）・藤田  尚臣1）・山本  浩貴1）・深見  圭子1）・荻野  咲1）・石野  洋美1）・本
多  陽子1）

1）西尾市障害者歯科診療所，2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
Survey of dental workers’ attitudes after the experience of dentistry for special needs
○SUZUKI KAHORI，Nishio Dental Clinic for Persons with Disabilities

P-Ca-7　地域の歯科医師会会員の障害者歯科に対する意識調査　第一報　歯科衛生士の確保のために
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○竹内  薫子1）・大下  修弘1）・内田  琢也1）・吉田  啓太1）・加藤  裕彦1，2）

1）大阪歯科大学歯学部歯科麻酔学講座，2）あかしユニバーサル歯科診療所
Statistical study on the treatment of special needs patients under general anesthesia
○TAKEUCHI KAORUKO，Department of Anesthesiology, Osaka Dental University, Osaka, Japan

○廣藤  早紀・柳田  憲一
福岡市立こども病院小児歯科
Dental  treatment  with general anesthesia  in our children’s hospital for five years
○HIROFUJI SAKI，Pediatric Dentistry, Fukuoka Children’s Hospital, Japan

P-Ca-10　当科におけるスペシャルニーズ患者の全身麻酔下治療における統計学的検討

P-Ca-9　こども病院における 5年間の全身麻酔下歯科治療の実態

【緒言】福岡市立こども病院小児歯科は開設され 5 年が経過した．
当院は西日本の中心的な小児の総合病院であり，必然的に当小児
歯科にも全身的に疾患や障害をもつ小児の受診が多く，全身的に
配慮を要する症例が多い．一方で，地域の中の小児歯科として一
般の歯科医院では対応が困難な低年齢児や歯科恐怖を持つ小児も
受け入れている．今回，開設より 5 年間の小児歯科における全身
麻酔下での歯科治療の実態を調査したので報告する．発表にあた
り書面で保護者の承諾を得るとともにデータ処理は匿名化して
行った．

【対象】平成 27 年 4 月 1 日より令和 2 年 3 月 31 日までの間に当
院にて全身麻酔下での歯科治療を行った 363 名（男児 226 名，女
児 137 名）を対象とした．

【結果】全身麻酔下歯科治療時の年齢は平均 6 歳 8 カ月であった．
疾患別（重複あり）では心疾患を持つ患児が 123 名（33.9％）と

最も多く，知的能力障害 91 名（25.1％），自閉スペクトラム症 50
名（13.8％），てんかん 22 名（6.1％），脳性麻痺 16 名（4.4％），
ダウン症 15 名（4.1％），健常児は 74 名（20.4％）であった．紹
介元は院内が 138 名（38.0％），外部の医療機関が 210 名（57.9％），
紹介のない患児は 15 名（4.1％）であった．処置別では齲蝕治療
等が 318 症例（87.6％）と大多数を占めた．

【考察】症例においては心疾患をはじめとして全身的に疾患をも
つ小児が大多数であり，当院が地域の基幹病院であることに大き
く関連があると考えられる．特に心疾患を持つ小児が多いのは，
当院での年間 400 症例を超える心臓血管手術や 500 症例を超える
心臓カテーテル検査の数字に表れるように循環器疾患を持つ小児
が非常に多く来院していることに起因しているものと思われる．
また地域の医療機関からの紹介症例が過半数を超え，地域からの
認知も得られていることがうかがえた．

【緒言】大阪歯科大学附属病院では，障がい者歯科，口腔外科な
どと歯科麻酔科が連携して全身麻酔下での歯科治療を行ってい
る．今回，全身麻酔下で行った歯科治療において 5 年間の治療動
態について統計学的臨床的研究を行ったので報告する．

【対象および方法】2015 年 1 月から 2019 年 12 月までに当院を受
診し，外来診療室にて日帰りおよび入院下に全身麻酔下で歯科治
療を行ったスペシャルニーズ患者を対象に年間件数の推移，年
齢，障害・疾患の種類，麻酔時間，治療内容についての検討を
行った．なお，症例は匿名化されている情報を用いた．

【結果】治療件数は 2015 年から 2019 年にかけて大幅に増加して
いる．年齢は 0～10 歳が全体の約半数弱を占めていた．障害・疾
患の種類は歯科治療恐怖症，精神発達遅滞，自閉症が多く，近年

は低年齢による非協力児の患者が増加していた．治療内容は抜歯
などの外科治療が最も多くその他は保存，補綴治療などであっ
た．合併症は重篤なものはみられなかった．

【考察】スペシャルニーズ患者は治療においてしばしば全身麻酔
を必要とすることがある．近年全身麻酔を必要とする患者は増加
傾向にある．入院下ではなく，日帰り全身麻酔を選択することに
より患者の術後の環境変化による精神的な負担を減らせるだけで
なく，患者をサポートする家族の時間的負担や金銭的負担など軽
減が期待できるといったメリットもあり，今後もニーズは増すこ
とが予想される．今回の検討を通じて，今後も増加していくであ
ろう歯科治療における全身麻酔において安全面の確立と，需要に
こたえる環境や医療水準の維持が求められると思われる．
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【緒言】スペシャルニーズを有する患者の中には，歯科治療に対
する拒否，またそれに起因する不適応行動，など様々な理由で通
法での処置が困難な者もいる．今回，行動調整法として静脈麻酔
または静脈内鎮静法を選択した患者の実態を把握することを目的
に調査を行ったので報告する．

【方法】2014 年 4 月から 2019 年 3 月までの過去 5 年間で，静脈
麻酔（ミダゾラム，プロポフォール併用）および静脈内鎮静法

（ミダゾラム単独）下にて歯科治療を行った県内患者（国民健康
保険加入者）を対象とした．総症例数，年齢，障害の分類，通法
での処置が困難な理由，治療内容について，レセプトデータをも
とに調査を行なった．なお，データは匿名化されている情報を用
いた．また，本調査は松本歯科大学倫理委員会より承認（第
0303 号）を得ている．

【結果】障害の分類としては知的能力障害，自閉スペクトラム症，
歯科恐怖症の患者が多くみられた．

【考察】静脈麻酔または，静脈内鎮静法下にて行動調整を行った
症例において，知的能力障害の占める割合が多かったことは，多
くの障害の合併症に知的能力障害が挙げられることが関係してい
る．また，自閉スペクトラム症患者は無理に抑制治療を実施し，
その後フラッシュバックを起こしてしまうと，通院すら困難にな
り得ることから薬物的行動調整を選択されやすい．歯科治療に対
する恐怖心が強い患者の多くは過去のトラウマが原因であり，歯
科治療時の疼痛を恐怖とする者が多い．このような患者を減らす
には，幼少期からの歯科受診への慣れや，無痛治療が重要だと考
える．

○中川  直子1）・望月  慎恭1）・冨士  岳志1）・朝比奈  伯明1）・朝比奈  滉直1）・田村  瞬至1）・山上  裕介1）・村上  康彦1）・大崎  麻末1）・山
口  裕加1）・岩崎  仁史2）・蓜島  弘之1）

1）松本歯科大学地域連携歯科学講座，2）なわ歯科医院
Survey of dental treatment under deep sedation and intravenous sedation in the prefecture
○NAKAGAWA NAOKO，Department of Regional Collaborative Dentistry, Matsumoto Dental University, Nagano, Japan

P-Ca-12　当県における静脈麻酔，静脈内鎮静法下での歯科治療の実態調査

【目的】朝日大学医科歯科医療センター障がい者歯科では，通常
の歯科治療が困難な障害者に対して歯科麻酔科と協働で全身麻酔
法（GA）や静脈内鎮静法（IVS）で歯科治療を行ってきた．当
センターは，2018 年 4 月に朝日大学歯学部附属病院が改称され，
GA は日帰りで対応している．

【対象および方法】2013 年 4 月から 2018 年 3 月（朝日大学病院），
2018 年 4 月から 2020 年 3 月（センター）までの 7 年間に障がい
者歯科で本治療を行った患者を対象に，年齢，性別，障害名，処
置内容等を診療録から調査した．データは匿名化を行い倫理面に
配慮した．

【結果】GA のべ数は，117 例（男性 79 例，女性 38 例，平均年齢
25.5 歳）であった．2013-17 年度は 76 例（15.2 例／年），2018-19
年度は 41 例（20.5 例／年）であった．障害分類は，知的能力障害
85 例，自閉スペクトラム症 13 例，脳性麻痺 3 例などであった．

平均手術時間は 1 時間 26 分であった．処置内容は，外科処置
107 例，保存処置 37 例，補綴処置 4 例，歯内療法処置 11 例で
あった（重複）．複数回 GA は 6 例で，いずれも 2 回であった．　
IVS のべ数は，190 例（男性 117 例，女性 73 例，平均年齢 29.0
歳）であった．2013-17 年度は 112 例（22.6 例／年），2018-19 年
度は 78 例（39 例／年）であった．障害分類は，知的能力障害 108
例，自閉スペクトラム症 15 例，脳性麻痺 4 例などであった．平
均手術時間は 55 分であった．処置内容は，外科処置 55 例，保存
処置 73 例，補綴処置 51 例，歯内療法処置 61 例であった（重複）．
複数回 IVS は 36 例で，16 回が最多であった．

【考察】GA および IVS とも，知的能力障害者がもっとも多く，
次に自閉スペクトラム症であった．センターの 2 年間で増加傾向
を示した．今後も GA および IVS による管理を充実させていく．

○棚橋  幹基1）・安田  順一1）・太田  恵未1）・徳倉  圭1）・玄  景華1）・岸本  敏幸2）・後藤  隆志2）・櫻井  学2）

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）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野
A report of dental treatment with disabilities person using general anesthesia and intravenous sedation in our medical center
○TANAHASHI MOTOKI，Department of Dentistry for the Disability and Oral Health, Division of Oral Pathogenesis and Disease 

Control, Asahi University School of Dentistry, Gifu, Japan

P-Ca-11　当センター障がい者歯科における全身麻酔法と静脈内鎮静法についての実態調査
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○山東  理沙・岡  雅子・上田  智恵子・湯崎  敬子・竹岡  高志・小畑  文也
医療法人ウェルネス小畑歯科医院
Survey of dental conditions in facilities for the severely handicapped persons for nine years
○SANDOU RISA，Wellness Kobata Dental Clinic, Wakayama, Japan

○松本  健太郎・青木  誠・藤江  明彦・谷口  優子・吉川  浩郎
一般社団法人島根県歯科医師会東部口腔保健センター
Dental medical institution survey to affect dental treatment of person with a disability in this prefecture
○MATSUMOTO KENTARO，The East of Oral Health Center, Shimane Dental Association, Shimane, Japan

P-Cb-2　重症心身障害児・者施設における 9年間の歯科的実態調査

P-Cb-1　当県における障害のある方の歯科治療等に係る歯科医療機関調査

【緒言】当県は地理的事情により，障害のある方の歯科治療等に
関して一般開業医が担うことが多いが，処置可能な範囲や設備面
について，住民，各次の歯科医療関係者，医療，福祉関係者が検
索可能な共有データが存在しない．今回我々は全県下で調査を
行ったので報告する．

【対象及び方法】島根県下で歯科を標榜する全ての機関に対して
郵送にてアンケートを行った．

【結果】対象となる一般開業医は 262 医療機関（一次医療機関
260，二次医療機関 2）で回答率は 97.7％であった．そのうち「指
示が通れば対応可能」は 81.6％，「トレーニング可能」が 8.2％で
あった．設備においては「身体抑制可」が 4.6％であった．病院
歯科は 17 医療機関（一次医療機関 3，二次医療機関 3，三次医療
機関 11）で回収率は 100％であった．そのうち「全身麻酔を含む
全ての処置が可能」なのは 52.9％，「身体抑制可」が 41.1％であっ
た．

【考察】一般開業医において「トレーニング可能」の回答数が少
ないことは，保険点数のインセンティブがないこと，トレーニン
グ方法を知らないことが挙げられる．また，抑制が必要な障がい
者に関しては二次，三次医療機関との連携が必要なことがわか
る．病院歯科に関しては，全身麻酔を含む全ての処置が可能との
回答は半数しかなく，障がい者の口腔疾患を重症化させないよう
にすることが必要だということがわかる．

【まとめ】全身麻酔を含む歯科治療を行うことが難しい当県にお
いて，指示が通りさえすれば受け入れ可能な一般開業医は 8 割を
超えることから，障がい者の歯科健診や定期受診などの重症化予
防を一次，二次歯科医療機関が取り組んでいくことが必要と思わ
れる．また，トレーニング方法を習得できるような研修会，ト
レーニングの保険点数化への厚労省への働きかけが必要と思われ
る．

【緒言】当院では 2010 年から重症心身障害児・者施設 A 園に訪
問し，治療，口腔ケアや摂食嚥下障害への対応を含めた口腔管理
を継続的に行っている．今回 9 年間の口腔管理の実態を調査し，
動向を分析したので報告する．

【対象と方法】2010 年 6 月から 2019 年 5 月まで，A 園で口腔管
理を行った 77 名を対象とした．A 園は，児童福祉施設かつ，入
院設備のある病院機能も兼ねた重症心身障害児・者施設である．
診療回数，性別，初診時年齢，主障害および治療内容について診
療録をもとに後ろ向き調査を行った．なお本研究には日本障害者
歯科学会倫理審査委員会の承認（承認番号 19021）を得た．

【結果】対象は男性 34 名，女性 43 名で，のべ診療回数は 3,681
回であった．初診時平均年齢は 16.8 歳（1.5～61.9 歳）であった．
主な障害は脳性麻痺 42 名，Down 症候群 3 名，頭部外傷後遺症
3 名，他 29 名であった．のべ診療回数中の実施割合をみると，

歯周治療は 97.9％，他の歯科治療は 27.6％であった．後者では非
侵襲的修復治療が最も多く，摂食嚥下障害に対する舌接触補助床
や義歯の製作も含まれていた．

【考察】入所施設を利用する重症心身障害児・者への訪問歯科の
実態を調査したところ，歯周治療を含む口腔ケアがほぼ全てに実
施されている実態が明らかとなった．これは処置中に嘔吐や酸素
飽和度の低下などのリスクがあるものの，対象者に呼吸器や循環
器などの合併症が多く，関係者の間で感染症予防が最優先の課題
ととらえられているためと考えられた．今後は，歯科介入の継続
とライフステージに配慮した安全な口腔管理の実現が課題であ
る．

【文献】岡雅子，下山田洋三，藤岡孝之，他．舌接触補助床によ
り摂食嚥下機能が改善した成人脳性麻痺患者の 1 症例．障歯誌
2016；37：142-150．
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【目的】我々は，障害者の歯科受診行動に関連する因子を明らか
にするために，障害福祉サービス事業所における歯科検診結果お
よび質問調査結果の解析を継続してきた．今回は日常の歯磨き状
況と定期的歯科受診との関連性を検討した．

【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 年度の歯科検診事業に参加
し，検診結果および質問項目全てに有効回答があった者 477 名で
ある．個別調査票より，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．質問項目のうち 1 日の歯磨き回数お
よび歯磨き実施者について集計し，過去 1 年間の定期歯科受診の
有無との関連をカイ二乗検定により比較検討した．

【結果】対象者 477 名のうち，1 日の歯磨き回数については，0 回
（磨かない・磨けない）：76 名（15.9％），1 回：53 名（11.1％），
2 回：159 名（33.3％），3 回以上：189 名（39.6％）と，半数以上

は 1 日 2 回以上歯磨きをしていた．歯磨きをする 401 名のうち実
施者が「本人のみ」は 285 名（71.1％），「本人と介助者」もしく
は「介助者のみ」が実施する者は 116 名（28.9％）であった．定
期歯科受診のある者の割合は，歯磨き回数 1 日 2 回以上の者

（27.3％）と 2 回未満の者（23.3％）の間で差は認められなかった
（p＝0.372）．一方，歯磨き時に介助者がある者では定期歯科受診
のある者は 61 名（52.6％）であり，歯磨き時の介助がない者に
おける定期歯科受診のある者 64 名（17.7％）に対して有意に高
かった（p＜0.001）．

【考察】1 日の歯磨き回数に関わらず，歯磨き実施時の介助者の
有無が定期的な歯科受診の有無と関連していた．自己管理が難し
い障害者にとっては介助者の存在が，日頃からの口腔管理におい
て重要な役割を果たしていることが示唆された．

（東北大学大学院歯学研究科倫理審査委員会承認番号 2018-3-003）

○星  久美1，2）・高橋  温1）・相田  潤3）・長沼  由泰1）・貴田岡  亜希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
Relationship between daily tooth brushing and regular dental visits among users of welfare facilities for disabled persons
○HOSHI KUMI，Clinics of Dentistry for the Disabled, Tohoku University Hospital, Sendai, Japan

P-Cb-4　障害福祉サービス事業所利用者における歯磨き状況と定期的歯科受診との関連性

【緒言】Ｈ医療センターは地域歯科支援病院であり，「浜松市障が
い者歯科保健医療システム」で地域歯科医院からの依頼で障害
児・者の歯科治療を行っている．今回，当科を初診となった該当
する患者の実態調査を再度行ったので報告する．

【対象と方法】2016 年 4 月から 2020 年 3 月までの 5 年間に，通
常の歯科治療を受けることに困難があり当科に紹介された初診患
者を対象とした．2020 年 3 月 31 日までの診療記録，紹介状，問
診票から，患者数，性別，年齢，障害の内訳，居住地，紹介元，
紹介理由，主訴，診療内容，診療形態，逆紹介数を調査した．な
お本調査は当院の倫理委員会の承認（承認番号 2020-3-007）を
得ている．

【結果】5 年間の初診患者数は 77 名で，男性 57 名，女性 20 名．
年齢は 3 歳から 67 歳．障害の内訳（重複あり）は発達遅滞が 51
名で，次いで自閉症 30 名．居住地は浜松市内 61 名，市外 14 名，

静岡県外 2 名．紹介元は開業歯科医院が 50 名で，次いで当院摂
食障害外来，浜松市口腔保健センターが各 6 名．紹介理由は行動
調整困難が 69 名で，次いで全身管理が必要が 11 名．主訴（複数
回答あり）はう蝕治療が 47 名で，次いで抜歯が 23 名．診療内容

（重複あり）は抜歯が 47 件で，次いでう蝕治療が 35 件．診療形
態は外来通院のみが 38 名，全身麻酔下歯科治療のみが 34 名（そ
のうち 6 名が共同診療），外来通院と全身麻酔下歯科治療併用が
1 名，全身麻酔下歯科治療予定が 4 名．逆紹介数は 46 名．

【考察】紹介数は前回調査1）より増加していないが，全身麻酔下
歯科治療件数や外来治療が困難で重症な患者が増加しており，ま
た，後方支援病院としての役割を果たしていた．

【文献】1）武塙香菜，蓜島桂子，他：某地域歯科診療支援病院に
おける特殊歯科外来初診患者の実態調査．障歯誌 2011；32（1）：
59-64．

○白井  貴子・蓜島  桂子・内藤  慶子・武塙  香菜・刑部  悦代
浜松医療センター
A survey of the actual condition of first-visit patients with disabilities to a local support hospital for dental treatment―2nd 
report―
○SHIRAI TAKAKO，Hamamatsu Medical Center, Shizuoka, Japan

P-Cb-3　某地域歯科診療支援病院における初診患者の実態調査―第二報―
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○黒田  由香里1）・立浪  康晴1）・向野  正子1）・山越  智津子1）・大平  千尋1）・城岸  美悠1）・土肥  妙子2）・影近  瑞穂2）・金田  渚2）・石
川  亨1）・藤井  達郎1）・佐伯  亮太1）・宮本  暦1）・水野  二郎1）・小笠原  正3）

1）富山県歯科保健医療総合センター，2）富山歯科総合学院，3）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
Fact-finding of patients who were referred dental treatment under general anesthesia from our institute to high medical 
institutions：based on a questionnaire survey of parents
○KURODA YUKARI，Toyama Prefectural Dental Health Care Center. Toyama. Japan

○中山  朋子1）・前濱  和佳奈1）・緒方  麻記1）・中嶋  真理子1）・田崎  園子1）・尾崎  茜1）・原  麻莉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
Relationship between regular dental visit, fluoride application and caries experience in children with intellectual disabilities
○NAKAYAMA TOMOKO，Section of Dentistry for the Disabled, Department of Oral Growth and Development, Fukuoka Dental 

College

P-Cb-6　当センターで全身麻酔下歯科治療のため三次医療機関へ紹介した患者の実態調査―保護者アンケートより―

P-Cb-5　知的能力障害児における歯科定期受診の有無，フッ素塗布状況とう蝕経験との関連について

【目的】知的能力障害児の歯科定期受診の有無やフッ素塗布状況
とう蝕経験との関連を明らかにすることを目的とした．

【方法】2018 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 人を対象に質問紙を配布し，
歯科定期受診の有無やフッ素塗布の有無等について調査した．ま
た，同年の学校歯科健診結果からう蝕罹患状況を確認した．な
お，本研究は福岡学園倫理審査委員会の承認を得て行われた（許
可番号第 400 号）．

【結果】回収された質問紙は 136 部（回収率 59.9％）であったが，
歯科健診未受診の者が 2 人いたため，134 人を集計の対象とした．
歯科医療機関を年 1 回以上受診する（定期受診あり）とした者は
106 人，それ以外（定期受診なし）の者が 28 人であった．う蝕
有病者率は，定期受診がありフッ素塗布をしたことがある者が
26.5％，定期受診がありフッ素塗布なしの者が 20.0％，定期受診

がなくフッ素塗布ありの者が 16.7％，定期受診がなくフッ素塗布
もない者が 31.6％で，定期受診がなくフッ素塗布もしていない群
のう蝕有病者者率が高かった．1 人平均未処置歯数は，定期受診
がありフッ素塗布ありの者が 0.03 歯で，それ以外の群は 0 歯で
あった．1 人平均処置歯数は，定期受診がありフッ素塗布ありの
者が 0.80 歯，定期受診がありフッ素塗布なしの者が 0.80 歯，定
期受診がなくフッ素塗布ありの者が 0.33 歯，定期受診せずフッ
素塗布もない者が 0.63 歯で，歯科を定期受診する者の方が高い
値を示した．

【考察】う蝕経験とかかりつけ歯科の有無やフッ素塗布の有無の
間に明らかな関連性はみられなかった．これは，近年のう蝕減少
傾向が，かかりつけ歯科をもたず，積極的なフッ素塗布を行わな
い者にも及んでいるためだと考えられた．

【緒言】当センターでは全身麻酔下歯科治療に対応していないた
め全身麻酔下治療が必要な患者を三次医療機関に紹介している
が，紹介した患者の保護者から受診時に生じた問題点を聞くよう
になった．そこで今回，全身麻酔下の歯科治療を目的に紹介した
患者の保護者にアンケートを行い，紹介元の歯科衛生士が配慮す
べき事項について検討したので報告する．

【対象及び方法】当センターで 2016 年 1 月～2019 年 12 月までの
期間に全身麻酔下歯科治療の実施を目的に三次医療機関へ紹介し
た患者の保護者 52 名を対象にアンケートを行った（日本障害者
歯科学会倫理審査委員会．承認番号 20015）．通院から退院まで
の状況と全身麻酔に対する保護者の思いを調査した．

【結果】37 名（回収率 71.2％）から回答を得た．全身麻酔経験が
なかった者は 21 名（56.8％）であった．全身麻酔下での治療は，
全ての者が不安や心配があると答え，本人のこと，入院のこと，

全身麻酔の安全性は，全身麻酔前が後より有意に高い不安度で
あった．病院歯科へ受診して困ったことがあったと回答した者が
25 名で，そのうち 17 名（45.9％）が本人の慣れない場所での不
穏と回答した．日帰り全身麻酔下歯科治療ができる所があれば良
いと答えたのは 19 名（51.4％）であった．

【考察及び結論】保護者は全身麻酔下での歯科治療に様々な不安
を抱え臨んでいた．全身麻酔前には，入院環境での患者本人の特
性を不安視していたが，全身麻酔後は有意に低い不安度になって
いた．歯科衛生士は，紹介するにあたって受診前の不安に対して
全身麻酔を経験した保護者からの情報や紹介先の情報を十分に伝
えること，紹介先での困り事を少なくするために当センターから
紹介先へ十分な患者情報の提供を行うことが必要であると思われ
た．
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【緒言】義歯が必要でも使用できない障害者は多い．義歯の使用
可否に影響する因子についての報告はあるが，実際に義歯新製後
の使用可否を予測する十分な情報はなく介助者が不安となること
がある．また，使用できた場合でも不適切使用により口腔衛生状
態が増悪することもある．本研究では障害者の義歯の適切な使用
に影響する因子について検討した．

【方法】当科の患者のうち同意を得た 60 名（46.4±13.9 歳）を対
象とした．対象者が所有する 95 床の義歯の適切使用について，
障害の種類，Kennedy 分類，年齢を説明変数としてロジスティッ
ク回帰分析を行い，いずれの因子が影響を与えるかを検討した

（広島大学倫理審査委員会第 E-1655 号）．
【結果】障害者の義歯の適切使用に有意に影響を与えたものは年
齢 で あ っ た（OR＝0.95，95％ Cl 0.91-1.00；P＝0.034）．ま た，
Kennedy 分類もその因子となる傾向があった（OR＝0.62，Cl＝

0.35-1.09；P＝0.097）．一方，障害の種類は影響を与えなかった
（OR＝0.95，Cl＝0.57-1.59；P＝0.853）．
【考察】義歯は低年齢で装着すると適応しやすいという情報で，
若年対象者に対する介助者の不安を軽減できると考える．一方，
義歯の経験がないと年齢が増すにつれ適切使用は困難となり，咬
合ばかりか衛生状態が破綻する恐れがある．Kennedy 分類は欠
損形態の分類であり欠損の大きさ要素を含まないため，義歯形態
の影響が描出できなかった可能性がある．今後は義歯の大きさや
口腔衛生指導の順守能力等の要素も含めて検討を行い，歯科衛生
士の視点から義歯使用の可否の要因を明らかにしていく必要があ
る．

【結論】障害者における義歯の使用可否には障害の種類よりも装
着年齢が影響する．

○安田  陽香1）・尾田  友紀2）・若林  侑加1）・古谷  千昌2）・宮原  康太2）・宮崎  裕則2）・高島  慎輔2）・中岡  美由紀1）・岡田  芳幸2）

1）広島大学病院診療支援部歯科部門，2）広島大学病院障害者歯科
Examination of factors affecting the availability of dentures in disabled patients
○YASUDA HARUKA，Department of Clinical Practice and Support, Dental Hygiene Section, Hiroshima University Hospital, 

Hiroshima, Japan

P-Cb-8　障害者における義歯の使用可否に影響を及ぼす因子の検討

【目的】障害者は，歯周病やう蝕によって早期に歯を喪失し，そ
れに続く補綴物装着の有無は口腔衛生指導に大きく影響する．今
回，歯科衛生士が行う指導内容を再考するために障害者の補綴物
装着状況を把握し，平成 28 年全国歯科疾患実態調査と比較検討
した．

【方法】無作為に抽出した当科患者 549 名を対象とし，5 歳ごと
の年齢に区分してブリッジ（Br），部分床義歯（PD），全部床義
歯（FD）の装着率，及び年齢分布を算出した．各年齢の補綴物
装着率はχ2 検定あるいは Fisher の正確確率検定を，装着者年齢
分布は Mann-Whitney U 検定を用いて平成 28 年全国歯科疾患
実態調査と比較した（広島大学倫理委員会 E-1655）．

【結果】障害者の Br 装着率は，20－50 歳では 25－29 歳を除く全
ての年齢で高く，50 歳以上では差は消失した．障害者の PD 装
着率は 35－59 歳では 50－54 歳を除く全ての年齢で高く，60 歳

以上で差は消失した．Br，PD，FD 装着者の年齢分布はいずれ
も若かった［47（35－52）vs 67（52－72），47（42-64.5）vs 72

（67－77），52（47-68.25）vs 77（72-82），P＜0.05；中央値（25％- 
75％）］．

【考察】障害者では歯の早期喪失を防ぐと同時に補綴物装着によ
り衛生管理が困難になった場合の対処が必要となる．障害者に
とって Br のケアは特に難しく，歯を失うリスクが更に上昇し，
PD，FD の装着年齢も比較的早くなると考えられる．つまり，
若年障害者の Br に対する口腔保健指導が重要となる．今後は Br
装着に至る歯の喪失原因を調査し，より効果的な障害者の口腔保
健指導に繋げていく必要がある．

【結論】障害者の補綴物装着率は若い年代から高く，20 年程早く
補綴物装着者となる．

○若林  侑加1）・尾田  友紀2）・安田  陽香1）・古谷  千昌2）・宮原  康太2）・宮崎  裕則2）・高島  慎輔2）・中岡  美由紀1）・岡田  芳幸2）

1）広島大学病院診療支援部歯科部門，2）広島大学病院障害者歯科
Age related changes in the frequency of dental prosthesis in disabled patients
○WAKABAYASHI YUKA，Department of Clinical Practice and Support, Dental Hygiene Section, Hiroshima University Hospital, 

Hiroshima, Japan

P-Cb-7　障害者歯科における補綴物装着率の加齢変化に対する検討―平成 28 年全国歯科疾患実態調査との比較―
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○杉山  知子1）・住田  まさ子2）・玄  景華3）

1）杉山歯科医院，2）伊藤歯科医院，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
Questionnaire about a meal assistance to special support school staff member
○SUGIYAMA TOMOKO，Sugiyama Dental Clinic, Aich, Japan

○吉松  英樹・田中  佑人・伊達岡  聖・越野  沙紀・沖垣  舞・小野  圭昭
大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
Annual report of department of special care dentistry in Osaka Dental University Hospital
○YOSHIMATSU HIDEKI，Department of Special Care Dentistry Osaka Dental University Hospital, Osaka, Japan

P-Cb-10　某特別支援学校教職員に対する食事介助に関するアンケート

P-Cb-9　当科における初診患者の実態調査

【目的】障害者基本計画では，一般の歯科診療所においても障害
者が，質の高い歯科医療を受けられることを推進するとしてい
る．しかし，障害者歯科医療の現場では現在十分に達成されてい
ると言えず，われわれはこの達成には，一層の病診連携の充実が
不可欠と考える．そこで今回，当科の役割と方向性を再考するた
め当科における初診患者の現況の実態調査を行ったので報告す
る．

【方法】2019 年 1 月から 12 月を調査対象期間とした．対象は全
初診患者 171 人のうち異常絞扼反射および歯科恐怖症を訴え来院
した患者を除いた 124 人とした．調査項目は患者年齢，障害の種
類，来院経路，行動調整法，処置内容である．

【結果】当科の初診患者の平均年齢は 37.9 歳で，最年少者は 4 歳，
最高齢者は 93 歳，そのうち 65 歳以上の高齢者は 20 人（16％）
であった．男女比は 1：1.1 で女性の方がわずかに多かった．障
害の種類は発達障害が 50 人（41.3％）と最も多く，次いで神経・

運動障害が 36 人（29.8％）であった．来院経路は他院紹介患者
が 91 人で全初診患者の 73.4％であった．行った行動調整法は非
薬物的行動調整を行った者は 73 人（58.9％），薬物的行動調整法
を行った者は 51 人（41.1％）であった．処置内容は，歯周処置
が 64 例（24.2％），次いで外科処置，歯内処置であり 47 例（17.8％）
であった．修復処置は 44 例（16.7％），歯冠補綴処置は 29 例

（11.0％），セカンドオピニオン 22 例（8.3％），義歯補綴処置 11
例（4.2％）であった．

【結論】当科への来院したきっかけは，他院より紹介された者が
最も多く 73.4％であったが，その紹介元は一般開業歯科医院から
でこのことから，病診連携により当科が障害者の歯科治療のニー
ズに応えることができていると考え，今後も診療科の取り組みを
周知し病診連携をさらに充実させ地域医療に貢献していきたいと
考える．

【緒言】食事は生命や健康の維持のためだけでなく，生活におけ
る楽しみの 1 つである．しかし，障害児の中には摂食嚥下機能の
獲得に問題がある場合があり，安全に楽しく食べることは重要な
課題である．特別支援学校では給食時になんらかの食事介助を必
要とする児童・生徒がいるため，その介助を学校教職員が多くの
問題を抱えながら対応しているのが現状である．今回われわれは
愛知県立某特別支援学校の教職員を対象に給食時の実態を把握す
る目的で無記名のアンケートを行ったので報告する．

【対象および方法】対象は某特別支援学校に勤務する教職員 119
名とした．アンケートは保健主事を通じて配布・回収する方法で
行った．

【結果】回収率は 70.6％であった．給食時に食事介助を行う者は
67.9％であり，そのうちの 89.5％が教員であった．介助の対象は
小学部 31.6％，中学部 26.3％，高等部 33.3％であった．食形態は

個々に合わせて経管栄養や初期食 1 から普通食までの 7 段階の組
み合わせで，配膳後にトロミ付けや再度細かく刻むなどの手元調
理を行うケースが 45.6％であった．介助を行う際に 59.7％が「適
切な介助ができているか」「誤嚥の心配」「児童・生徒の姿勢」な
どの多くの不安や困りごとを抱えていた．学校歯科医による食事
指導の回数については「現状のまま」が 56.1％，「回数を増やす」
が 15.8％であった．

【考察】今回のアンケートにより給食時に食事介助を行っている
教職員らは介助に関して，なんらかの不安を抱えながら行ってい
ることが判明した．学校給食の場において児童・生徒が安全に楽
しく食事をするために，学校歯科医が教職員に対して指導を行う
ことで児童・生徒の食機能の改善を図る必要性をあると考えられ
た（朝日大学倫理審査委員会：承認番号 20-05）．
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【目的】障害者の可撤式義歯の適応判断はむずかしい．本報告は，
コミュニケーション能力の可否と障害名を基準にして，可撤式義
歯装着の可否の可能性と問題点について考察することを目的とし
た．なお，本報告はオプトアウト方式で個人が推察できる情報は
なく，初診時，保護者に義歯関連情報を後日検討は説明してい
る．

【対象と方法】男性 8 名，女性 12 名の合計 20 名を対象とし，義
歯装着時年齢の全体の平均年齢は 38.8 歳である．主な障害名分
布は，精神遅滞ならびに知的障害：合計 9 名，Down 症候群：合
計 5 名，精神障害：1 名，脳性麻痺：3 名，チャージ症候群：1
名，自閉スペクトラム症：1 名で臨床統計した．

【結果】装着可能な者は 17 名で 85.0％であった．装着不可の者は
3 名であり，いずれも都城医療センターにおける患者で，患者と
の長期対応ができず，紹介元の歯科医師が介入していた．対象す

べてにある程度のコミュニケーションが可能であり，装着不可の
1 名は高齢で社会人として活躍していた．他，装着不可の 1 名は，
上顎の総義歯であった．

【考察および結論】過去の知的障害者の報告では，義歯装着の要
因として，抜歯後から装着までの期間，片顎装着者の継続使用，
中間義歯か遊離義歯か，行動類型では幼弱型，固執型が影響して
いた1）．本調査では，コミュニケーション能力は必要であるが，
高齢で高い能力の者は，最終的に装着を拒否した．また，主治医
との関係が深いことが装着に必要で，関係する歯科医が複数の場
合，装着への価値観が異なり難しい．保護者と施設関係者の理解
は必要で，特に，義歯管理に影響することが示された．

【文献】1）渡辺佳樹：知的障害者における義歯装着の適応につい
て，施設入所有でのパーソナリティとの関連．障害者歯科，19

（3）：281-288，1998．

○森主  宜延1，2）・森主  真弓1）

1）もりぬし小児歯科医院，2）独立行政法人国立病院機構都城医療センター
Consideration from clinical experience on removable denture for persons with disabilities
○MORINUSHI TAKANOBU，Morinushi Pediatric Dental Office, Japan

P-Cb-12　障害者の可撤式義歯対応における臨床経験からの考察

【目的】当院は針刺し切創損傷や血液・体液曝露が起きたときに，
外部委託病院として曝露者の受け入れを行っている．今後の事例
発生減少を目的に，当院を受診した歯科医療関係者の検討を行
う．

【方法】2016 年 1 月から 2019 年 6 月までに当院を受診した歯科
医療関係者で労災の患者 14 名のカルテより，1．年齢　2．職種　
3．受傷・曝露の原因となった機器　4．状況　5．受傷・曝露部
位　6．手袋着用の有無　7．曝露後の処置　8．HBS 抗体の有無　
9．受診後の HB ワクチンの接種　10．経過（2020 年 5 月 31 日
現在）について検討を行う（浜松医療センター医療倫理委員会　
令和元年度迅速 78 号）．

【結果】1．18－58 歳　2．歯科助手 7 名　歯科衛生士 6 名　歯科
医院管理者 1 名　3．麻酔針 5 名　スケーラー 3 名　リーマー 2
名　探針 2 名　メス 1 名　縫合針 1 名　4．片付け中 4 名　治療

中 3 名　掃除中 1 名　縫合介助中 1 名　拭き取り時 1 名　洗浄中
1 名　不明 3 名　5．左拇指 6 名　左示指 3 名　右示指 2 名　右
中指 1 名　手指 1 名　手掌 1 名　6．グローブ着用あり 10 名　な
し 3 名　不明 1 名　7．流水石鹸 5 名　流水 4 名　アルコール 1
名　消毒 1 名　不明 3 名　8．HBV 抗体あり 6 名　なし 8 名　9．
当院で接種 6 名　他院で接種 1 名　希望なし 1 名　10．経過観察
終了 14 名　HB，HC，HIV いずれも発症なし．

【考察】血液・体液曝露は医療従事者の健康や生命を脅かす重大
な出来事であり，予防するためには，日常の標準予防策の実施や
曝露が発生しないよう器具の適切な使用・処理が必要である．歯
科助手の HBV ワクチン接種が必要であることと，局所麻酔の針
は術者が速やかに針捨てボックスで処理する必要が明らかになっ
た．曝露が発生した場合の適切な対応についての啓発も継続する
必要がある．

○蓜島  桂子・内藤  慶子・武塙  香菜・白井  貴子・刑部  悦代・樋口  有佳里
浜松医療センター
Analysis of needlestick injuries in general dental practices
○HAISHIMA KEIKO，Hamamatsu Medical Center, Shizuoka, Japan

P-Cb-11　歯科医院における針刺し・切創等の分析



208

○大西  智之・金高  洋子・藤原  富江・田井  ひとみ・中井  菜々子・久木  富美子・浜田  尚香・樂木  正実
大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科
Factors to shift from behavioral training without using dental chair to examination on dental chair：Comparison between 
autistic spectrum disorder children and Down’s syndrome children
○ONISHI TOMOYUKI，Dentistry for Disabled Persons, Osaka General Medical Center

○篠田  則子・渡辺  真人・山本  夏彦・丹羽  由佳子・日野  和枝・池田  弥生・冨樫  留美・田中  光代・深川  直子・佐藤  幸子・小
城  哲治・小林  利也・風間  智之・渡邊  奈美子・片山  正昭

藤沢市歯科医師会
Clinical report of autism spectrum disorder patient by the iceberg analysis
○SHINODA NORIKO，Fujisawa City Dental Association. Kanagawa. Japan

P-D-2　�デンタルチェアを用いないで行うトレーニングから通法での健診へ移行できる要因：自閉スペクトラム症児と
Down症候群児との比較

P-D-1　氷山モデルを用いた自閉症スペクトラム障害患者への対応症例

【緒言】障害者歯科において疾患の特性上，歯科診療に適応させ
るトレーニング効果が得られないケースがある．今回，自閉症児

（者）への TEEACH プログラムでの支援方法に用いる『氷山モ
デル』を応用し行動変容を試みた症例を経験したので報告する

（（公社）藤沢市歯科医師会倫理委員会承認 2020-001）．
【症例】患者 7 才・男児・初診時年齢 4 才・疾患名：自閉スペク
トラム障害．転倒による歯冠破折で近医にて対応困難により紹介
来院．

【方法・経過】氷山モデルの手法は（水面上に出ている問題）問
題行動を情報収集と分析から抽出し，（水面下の要因）「何故その
様な事をするのか」要因を考える．（目標設定）「どの様になって
欲しいか」目標を設定し支援（対応）法の優先順位をつける．

（計画）具体的な支援（対応）方法を考えるといった構成で，経

過によって目標設定の見直しを図りながら対応する．患者は初診
時よりレストレーナー及び開口器使用にて破折片除去を行った．
その後口腔衛生管理と成長発達を見守りながら歯科への適応させ
る目的で同法による抑制下にて対応して来た．レストレーナーに
は応じるが終始泣いていた．途中より来院時には入室に拒否を示
すようになった．その後，待合室でのトレーニングとなったが患
者が途中で遊びだしたり，走って逃げ出したりする様になり適切
な行動変容が得られず，氷山モデルの応用を試みた．

【まとめ考察】氷山モデルを活用し行動変容の目標を客観的に捉
えることで，目標の変更や追加・削除した事を経時的に把握する
事ができる様になった．それにより対応方法を考え，段階を踏ん
でトレーニングを行う事で，非協力的な不適応行動がみられる患
者に対し行動変容をさせることができると考えられる．

【目的】当科では，歯科治療に非協力的な低年齢児に対しての定
期健診は，まず，床に敷いたリハビリ用マット（以下マット）上
でトレーニングを開始し，患児の適応状況に応じてデンタルチェ
アを用いての通法での健診に移行する．しかし，全員にトレーニ
ングが奏功するわけではなく，後に体動抑制などが必要となるこ
ともある．今回，自閉スペクトラム症（以下 ASD）児および
Down 症候群（以下 DS）児が通法での健診に移行できる要因を
調べた．

【対象および方法】2013 年 1 月から 2016 年 12 月までに初診とし
て受診した 2-3 歳の ASD 児および DS 児を対象とした．定期健
診は全員マット上で開始した．健診時に体動を認めた場合はマッ
ト上で徒手による抑制を行ったが，体動が激しい場合はマットの
使用を中止しデンタルチェアで器具による抑制を行った．通法に
移行できた際の発達年齢や障害特性等を調べた．

【結果】DS 児は 9 人全てが 7 歳までに通法での健診が可能となっ

たが，ASD 児で可能になったのは 20 人中 11 人であった．また，
通法で行えるようになった時の発達年齢は DS 児より ASD 児が
有意に高かった．次に，7 歳時において通法で行えた者と行えな
かった者の発達年齢を比較したところ，行えなかった者の発達年
齢は有意に低かった．また，発達年齢が低い集団の中で通法で行
えた者と行えなかった者を比較すると，自傷を認めなかった者，
また，耳掃除に適応できた者に通法で行えた者が多かった．

【考察】ASD 児がマット上でのトレーニングの後に通法での健診
に適応するためには，DS 児と比べて高い発達年齢が必要である．
しかし，発達年齢が低くても，自傷を認めなかったり耳そうじに
適応できたりした場合は，通法での健診に適応できる可能性があ
ると考えられる．

（ 大 阪 急 性 期・ 総 合 医 療 セ ン タ ー 倫 理 委 員 会　 承 認 番 号
S201109001）
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【目的】障害者歯科診療では，患者にストレスを与えないための
適切な行動調整法を選択することが重要である．これまで，自閉
スペクトラム症や知的障害者に対して，静脈内鎮静法の応用が，
診療時のストレス軽減に有効であることが報告されている．そこ
で今回，ストレス評価の指標である唾液アミラーゼを計測し，物
理的行動調整法と薬物的行動調整法（静脈内鎮静法・全身麻酔
法）応用時の，患者のストレスについて比較検討した．

【対象および方法】当センターに通院中のスケーリング処置を受
けている患者 39 名を対象とした．物理的体動コントロール下を
R 群，静脈内鎮静法下を IVS 群，全身麻酔法下を GA 群とした．
各患者の診療前，診療中（スケーリング時），診療後に唾液を採
取 し，唾 液α-ア ミ ラ ー ゼ 活 性（Salivary amylase activity；
SAA）の測定を行った．

【結果】R 群 16 名の SAA 値（中央値）は診療前 25.5 KU ／ L，診
療中 18.0 KU ／ L，診療後 20.5 KU ／ L であった．IVS 群 12 名は
24.5 KU ／ L，15.5 KU ／ L，15.0 KU ／ L であった．GA 群 11 名は
14.0 KU ／ L，8.0 KU ／ L，47.0 KU ／ L であった．各 3 群間で診療
前，診療中，診療後，の SAA 値に差は認められなかった．

【考察】薬物的行動調整法は診療時の緊張を緩和するため，IVS ／
GA 群より R 群がストレスを受けていると思われたが，各群で差
がなかった．これは，各患者の来院回数やストレス感受性，各行
動調整法での受診回数，など様々な要因が考えられる．患者特性
を的確に評価し，より患者に適した行動調整法を選択するため
に，今後更に検討が必要と考えられる．

（東京都立心身障害者口腔保健センター臨床研究倫理審査委員会　
承認番号 310002）

○田中  純子1）・重枝  昭広1）・小田  泰之2）・勝俣  正之2）・山崎  一男1，2）・新井  敬3）・湯川  慎太郎4）

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）平井歯科医院，4）市来歯科医院
Comparison of the stress to the patient in dental treatment using the physical behavior control method and drug behavior 
control method (Intravenous sedation・General anesthesia)
○TANAKA JUNKO，Tokyo Metropolitan Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Tokyo, Japan

P-D-4　物理的行動調整法と薬物的行動調整法（静脈内鎮静法・全身麻酔法）での診療時ストレスの比較

【目的】本邦では，口腔および口腔周辺の過敏症状への対応とし
て「食べる機能の障害」（1987 年出版）に記載された方法を基に，
摂食機能障害児の脱感作療法（以下，従来法）が広く知られてい
る．日本摂食嚥下リハビリテーション学会から出された「訓練法
のまとめ 2014 年版」において，脱感作療法の一部見直しがなさ
れたが，現在に至るまで，まだ多くの臨床現場や教育現場では，
四肢の末端から触れる従来法が行われている可能性が高い．そこ
で本研究では，過敏や鈍麻がある患者さんに対して，どのような
脱感作を行っているのかを確認するために，系統的レビュー形式
で検証することを目的とした．

【方法】文献検索は，医中誌と PubMed を使用した．検索式につ
いて，過敏は和文“感覚 and 過敏”，英語“Tactile hypersensitivity”
と“supersensitivity and hyperesthesia”，鈍麻は和文“感覚 and
鈍麻”，英文“under-responsivity”を使用した．対象は人とし，

症例報告や総論，レビュー論文を含めて感覚の過敏や鈍麻を対象
とした脱感作療法の記載のある論文を採用した．

【結果】過敏は 2981 論文から 18 論文を，鈍麻は 447 論文から 10
論文を抽出した．今回の検索式では，過敏や鈍麻に対する脱感作
療法の検証や比較検討した論文は認められなかった．また，脱感
作療法の詳細を記載した論文も認められなかった．

【考察とまとめ】脱感作療法は，指導者や担当者の知識や経験に
依存していることが考えられた．そのため，現在行われている脱
感作療法が，従来法であるのか，その他の方法であるのかが分か
らないことが確認出来た．今後は，動物系実験を含めて検索を行
い，さらなる検討を行う予定である．
本研究は，日本歯科大学倫理審査委員会（NDU-T2019-05）お
よび日本障害者歯科学会倫理審査委員会（19005）の承認を得て
行われた．

○山田  裕之1）・田村  文誉1）・加藤  篤2）・猪狩  和子3）・江草  正彦4）・玄  景華5）・高井  理人6）・野本  たかと7）・弘中  祥司8）・町田  麗
子9）

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）愛知県療育医療総合センター，3）東北大学病院障害者歯科治療部，4）岡山大
学病院スペシャルニーズ歯科センター，5）朝日大学歯学部障害者歯科，6）医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ，7）日本大学松戸
歯学部障害者歯科，8）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，9）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーショ
ン科
Verification of the desensitization therapy for tactile hypersensitivity by systematic review
○YAMADA HIROYUKI，The Nippon Dental University, Tama Oral Rehabilitation Clinic, Tokyo, Japan

P-D-3　系統的レビューによる感覚過敏の脱感作法の現状についての検証
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○竹内  優佳1）・藤田  千紘1）・武居  まゆみ1）・浅川  剛吉3）・澤味  規1）・今野  歩1）・水野  貴誠1）・三浦  誠1）・杉山  紀子2）

1）横浜市歯科保健医療センター，2）横浜市歯科医師会，3）昭和大学歯学部小児育成歯科学講座
Examination of patient information management system based on the incidents in our center
○TAKEUCHI YUKA，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Kanagawa, Japan

○望月  慎恭1）・冨士  岳志1）・朝比奈  伯明1）・朝比奈  滉直1）・田村  瞬至1）・村上  康彦1）・山上  裕介1）・中川  直子1）・大崎  麻末1）・山
口  裕加1）・内田  清美2）・三井  美幸2）・田中  春菜2）・小林  恵奈2）・蓜島  弘之1）

1）松本歯科大学地域連携歯科学講座，2）松本歯科大学病院歯科衛生士室
MDCT evaluation of the detective accuracy of accidental ingestion/aspiration of resins material for dentistry
○MOCHIZUKI NORIYASU，Department of Community Based Comprehensive Dentistry, Matsumoto Dental University, Nagano, 

Japan

P-D-6　当センターでのインシデント事例に基づいた患者情報管理体制についての検討

P-D-5　歯科用レジン誤飲・誤嚥時におけるMDCTによる検出精度の検討

【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
決定のためには極めて重要である．しかしながらレジン系材料
の，エックス線検査での確認は難しいとされている．そこで今
回，MDCT を用いて人体等価水ファントム内に留置したコンポ
ジットレジンの検出が可能か否か，また検出可能な場合における
MDCT 最適撮影条件を検討した．

【方法】MDCT 装 置 は 16-MDCT（Activion16：TOSHIBA） を
使用し人体等価ファントム内に直径 8 mm，長さ 11 mm の円柱
状形態にしたレジン系材料（歯科充填用コンポジットレジン・歯
科用支台築造用レジン）を留置し撮像した．MDCT 撮像条件は，
CT 装置の自動露出撮影システムによる撮像条件（120 kV，300 
mAs）を基本とし mAs 値のみ 50 mAs から 300 mAs に条件変
更し撮像を行った．得られた画像は，歯科放射線認定医が肉眼的
に画像上のレジン検出の有無を判定し，その後画像解析処理ソフ
ト（Win ROOF，三谷商事）により印象材の検出精度を検討し

た．
【結果】全ての MDCT 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．画像解析における検出精度では，実
際の印象材面積に最も近似し，検出精度が高かった条件は 120 
kV，300 mAs であり，最も検出精度が低かった条件は 120 kV，
50 mAs であった．

【考察】本研究では全ての撮像条件で印象材の検出は可能であっ
た．したがって，レジン系材料の誤飲・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．しかしこれはファ
ントム上のことであり，人体では内臓，胃内用物の存在により診
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，レジン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．

【緒言】障がい者歯科診療を受診する患者の全身状態や障害，歯
科受容の程度は様々であり個々で必要な対応方法が異なるため
各々に応じた適切な管理が求められる．今回，インシデント事例
に基づいて患者情報をより簡明に把握できる情報管理体制の検討
と改善に努めたので報告する．

【方法】横浜市歯科保健医療センター（以下，当センター）では
患者対応の情報共有と管理のツールとして注意事項チェックシー
トをカルテ内で活用していたが対応不備によるインシデントが発
生した為，原因を検証し見直し・改善を図った．旧シートでは診
療時の注意点（モニタリングやアレルギーの有無）や行動調整の
種類などの項目が設けてあるが，基礎疾患の記載欄はなく，情報
の更新や詳細の記載欄が不十分であった．新しいシートでは 5 つ
の項目から成り 1，全身管理 2，対応配慮 3，環境配慮 4，支援者
配慮 5，対応法注意を把握できるようにし，閲覧し易くするため

カルテの 1 項目での運用と色用紙で喚起を促した．また，確認の
周知徹底と相互でのダブルチェックを強化した．

【結果】チェックシートの見直しにより情報が明瞭化され，簡明
で確実な共有と確認の習慣づけを行えた．また，職種に関わらず
スタッフの全身管理に対する意識向上と，患者対応に関するイン
シデント・ヒヤリハット事例も減少した．さらに麻酔管理を行う
非常勤歯科麻酔医との迅速な情報共有においても有用であった．

【考察および結語】今回，インシデント報告の検証から患者対応
の情報ツールの改善が，安全管理に対する体制と意識の向上につ
ながった．安全な歯科医療の提供を行うためには，患者情報の把
握だけではなく常に最新の情報を聞き取り，更新を行うことが必
要である．また，定期的な体制の検討と環境の整備に加え，職員
の危機管理能力の向上を図ることが重要である．
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【緒言】体格指数（BMI）35 kg ／ m2 以上は高度肥満と定義され，
全身麻酔におけるハイリスク症例となる．我々は BMI 45.1 kg ／
m2 の自閉スペクトラム症患者に対し入院全身麻酔下での歯科治
療を経験したので報告する．本発表に際し，保護者に書面による
同意を得た．

【症例】24 歳男性．身長 178 cm，体重 143 kg．自閉スペクトラ
ム症のため発語はなく，意思の疎通は困難であった．てんかん発
作が 2 か月に一度程度あり，抗てんかん薬 2 種類を内服してい
る．全身麻酔下歯科治療目的で紹介来院した．

【経過】術前診察時にマスク換気を練習するとともに，マスクを
持ち帰らせ自宅で練習してもらった．術前診察の際に使用した歯
科ユニットが故障したため，手術時に使用予定の手術台および
ベッドの耐荷重を確認し，ICU ベッドのレンタルを行った．全
身麻酔は，母親付き添いの下セボフルランを用いた緩徐導入を

行った．就眠後肩枕を使用して sniffing position とし，経鼻エア
ウェイを挿入した．両手法で triple airway maneuvers を行い，
マスク換気可能であった．静脈ライン確保後フェンタニル・ロク
ロニウムを投与し，挿管は McGRATH を使用しスムーズであっ
た．麻酔維持は空気・酸素・セボフルラン・レミフェンタニルを
用いた．逆 Trendelenburg 体位とし，人工呼吸は PEEP を付加
した従圧式で管理した．術後速やかに麻酔から覚醒し，抜管後呼
吸安定を確認して帰室した．術後呼吸器合併症はみられず，翌日
退院した．

【考察】肥満患者の全身麻酔では，多くの場合意識下挿管が選択
される．しかし本症例では患者の協力を要する意識下挿管は行え
なかったため，気道管理アルゴリズムに基づいた準備を行ったう
えで緩徐導入を行った．高度肥満を伴う自閉スペクトラム症患者
の全身麻酔管理を綿密な計画の下に安全に行うことができた．

○小柳  裕子・関野  麗子・里見  ひとみ・北山  稔恭・岡  俊一
日本大学歯学部歯科麻酔学講座
A case of dental treatment under general anesthesia in an autism patient with morbidly obesity
○KOYANAGI YUKO，Department of Anesthesiology, Nihon University School of Dentistry, Tokyo, Japan

P-E-2　高度肥満を伴う自閉スペクトラム症患者の全身麻酔経験

【緒言】藤沢市歯科医師会南部障害者歯科担当部門では高齢の障
害者患者あるいは認知症患者に対して静脈内鎮静法による管理を
行ってきた．今回，我々は 60 歳以上の患者を抽出して検討した．
なお報告に際し，書面による同意を得ている（倫理承認番号
2020-2）．

【方法】2016 年 6 月から 2020 年 5 月までの 4 年間に静脈内鎮静
法下に歯科治療を受けた 60 歳以上の患者を対象とし，基礎疾患，
使用薬，治療内容，偶発症等について retrospective に検討した．
さらに 1 年間に静脈内鎮静法で管理した 15 歳から 59 歳までの患
者を対象群とし，使用薬の単位時間および体重あたりの使用量を
高齢者群と比較した．統計処理は Mann-Whitney’s U test を使
用し，危険率 5％未満を有意差ありとした．

【結果】高齢者患者は 3 名 10 例で，基礎疾患は高血圧症が 1 名，
脳梗塞と心房細動が 1 名，認知症 1 名，知的障害 2 名であった．
使用薬はミダゾラムとプロポフォール（以下，P）併用が 5 例，

P 単独が 5 例であり，治療内容は歯石除去術が 9 例，抜歯が 1 例
であった．偶発症では血圧上昇が 3 例みられ，うち 1 例ではニカ
ルジピンが投与されていた．動脈血酸素飽和度の軽度低下は 2 例
でみられた．使用薬物量の比較では，P 単独使用症例において，
高齢者群における使用量が対照群（n＝32）よりも有意に少な
かった．

【考察】「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン」では「重
度の全身疾患を有し，特に呼吸・循環予備力が低下している患
者」への適用は特に注意を要するとされている．高齢の障害者患
者は基礎疾患に加えて意思疎通が困難の場合が多いことから，鎮
静法のリスクは高く，P 使用量は高齢者では減量されていた．一
方，血圧上昇など基礎疾患に関係した偶発症の発生がみられたこ
とから，救急薬物を含めた準備の必要性が高いことが再認識され
た．　

○間宮  秀樹・堀本  進・高橋  恭彦・山本  夏彦・橋本  富美・似鳥  純子・松川  純子・和田  光利・片山  正昭
藤沢市歯科医師会
A evaluation of elderly handicapped dental patients managed with intravenous sedation in the secondary institution
○MAMIYA HIDEKI，Fujisawa Dental Association, Kanagawa, Japan

P-E-1　2次医療機関における高齢障害者患者に対する静脈内鎮静法の検討
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○関口  五郎1）・重枝  昭広1）・横田  英子1）・平林  幹貴1）・田中  純子1）・小田  泰之2）・勝俣  正之2）・山崎  一男1，2）

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
The survey and analysis of blood test of pre-general anesthesia at our oral health center, the 3rd report：Relationship with 
the number of drugs
○SEKIGUCHI GORO，Tokyo Metropolitan Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Tokyo, Japan

P-E-4　当センターにおける日帰り全身麻酔法術前血液検査結果の実態調査―第 3報：薬剤種類数との関連について―

P-E-3　演題取り下げ

【目的】障害者歯科において行動調整法の一つとして全身麻酔法
がある．全身麻酔法では一般的に術前検査が必要であるが，最
近，健康な小児では術前血液検査を行わないとする見解もある．
しかし障害児者では薬剤を服用している者も多く，血液検査の必
要性も否定できないことから，今回障害児者に対する術前血液検
査の必要性について検討を行った．

【対象と方法】対象は 2014 年 1 月から 2018 年 12 月の 5 年間に，
当センターで全身麻酔法の術前検査を目的として血液検査を実施
した者のうち，全項目データ利用が可能な 441 名とした．方法は
診療録および血液検査結果報告書をもとに，性別，年齢，疾患・
障害名，薬剤種類数（0，1～3 種，4～6 種，7 種以上），血液検
査結果（血液一般，凝固，生化学，電解質，合計 31 項目）を調
査し，薬剤種類数と血液検査の異常値を示す割合について分析し
た．

【結果】薬剤種類数は 0：157 名，1～3 種：185 名，4～6 種：66

名，7 種以上：33 名であった．薬剤種類数と血液検査結果との間
でクロス集計した後，χ2 検定を行ったところ，種類数 0（服薬
なし）と 1 種以上（服薬あり）の間で 31 項目中 14 項目に有意差
がみられた（p＜.05）．そこで種類数を 0 種，1～3 種，4～6 種，
7 種以上に分けて同様に分析したところ，0 と 1～3 種の間で 31
項目中 7 項目，0 と 4～6 種の間で 31 項目中 11 項目，0 と 7 種以
上の間で 31 項目中 13 項目，それぞれ有意差がみられ（p＜.05），
薬剤種類数が増加するにしたがって異常値を示す割合が増加し
た．

【考察】今回の調査より，薬剤種類数の増加によって異常値を示
す可能性が高くなっていることから，特に服薬のある障害児者に
対して全身麻酔法を行うにあたっては，術前血液検査の必要性が
高いことが考えられた．

（東京都立心身障害者口腔保健センター臨床研究倫理審査委員会　
承認番号　30002）



障害者歯科　第 41 巻第 3 号　2020　　213

【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様々
な症状が発現することをこれまで発表してきた．今回は歯科治療
前の自律神経活動と，歯科治療時の緊張，不快度合が治療時間や
治療内容にどのような関連があるかについて検討した．

【方法および対象】心拍変動解析装置および血圧・心拍変動解析
ソフト「きりつ名人」により，歯科治療前に交感神経，副交感神
経のバランス，自律神経活動およびバランス，循環状態を安静座
位，起立に伴う動作時，起立 1 分後の各値を測定分析し，総合的
な自律神経・循環状態・反応を評価した．歯科治療中はリアルタ
イム自律神経・血圧変化を計測し，「リラックス名人」にて解析
した．歯科治療時の緊張判定には L ／ H，不快判定には CVRR 値
を用いて検討した．対象は，2010 年 5 月～2014 年 4 月に久里浜
医療センター歯科を受診した患者のうち，事前に治療時のモニタ
リングについて説明，同意を得たもので，アルコール関連障害で

入院経験のある男性 44 例（平均年齢 43.6 歳，SD10.2）である．
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

（倫理審査 186 号）の承認を受け，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】入院回数は，1 回 22 名，2 回 12 名，3 回以上
7 名で半数以上が 1 回の入院であった．緊張度では 1 回入院例で
標準のものが最も多く，3 回以上ではばらつきが多くみられた．
不快度については 3 回以上入院では自律神経活動の低下傾向を示
した．歯科治療時間でみると麻酔なし，SRP などが 15 分以内の
短時間群であり，この群では緊張度合い，不快ともに高く示す傾
向が示唆された．

【結論】アルコール関連障害者では自律神経活動および予備力が
多くで低下しており，歯科治療中の安全性を高めるためには，リ
アルタイムに自律神経評価することが有効である．

○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
○INOUE HIROYUKI，Department of Dentistry National Hospital Organaization Kurihama Medical and Addiction Center, 

Kanagawa, Japan

P-E-6　歯科治療時におけるアルコ－ル関連障害群患者の自律神経解析

【緒言】重症心身障害児（者）（重症児（者））では重度の嚥下障
害による誤嚥性肺炎を頻発することも少なくない．気管切開術の
みでの呼吸の安定は難しく，誤嚥防止術が必要となることが多
い．当院では誤嚥防止術として喉頭気管分離術（以下 LTS）が
多く行われている．術後合併症として縫合不全が認められること
もあり，口腔内細菌感染も考えられる．非経口摂取の重症児（者）
では特に口腔内細菌が増殖するとの報告がある．そこで今回
LTS 術前後の口腔細菌数を測定し，非経口期間と細菌数および
術後合併症のリスクについて検討し報告する．

【対象と方法】対象は当院にて 2017 年から 3 年間に LTS を施術
した本研究に同意を得た重症児（者）26 名とした．方法は LTS
術前日の口腔管理前後および LTS 術後の計 3 回の細菌検査を施
行．非経口期間により短期群，長期群の 2 群に分け，細菌数を比
較検討した．なお本研究は当院倫理委員会の承認（2020-1）を得
て行った．

【結果】短期群は 11 名，長期群は 19 名，平均年齢は短期群 15.5
±12.5 歳，長期群は 25.6±12.6 歳であった．短期群の細菌数（log）
の平均は口腔管理前で 6.48，管理後 6.53 とやや上昇し LTS 術後
には 6.69 であった．長期群では管理前 7.09，管理後 6.04 と減少
し，LTS 後は 7.11 となった．両群間の比較で口腔管理前後に有
意差は認めず，LTS 後では長期群の細菌数が短期群に比較し優
位に高値を示した．

【考察】LTS 術後の合併症である縫合不全は縫合部の感染により
起こることが多いと言われている．摂食嚥下障害の合併が多い重
症児においては LTS 後においても縫合部への唾液侵入の可能性
は高い．さらに今回長期の経管栄養を行っている例では術後の口
腔細菌が有意に多くなっていることから，経口摂取を行っていな
い重症児の術後の口腔管理はより厳密に行うべきであると考えら
れた．

○加藤  篤1）・田中  恵1）・横山  善弘1）・永坂  梨奈1）・鴨狩  たまき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，2）名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形態医学講座口腔外科学分野
Oral bacterial counts in children (persons) with severe motor and intellectual disabilities who underwent laryngotracheal 
separation (LTS)―Study on oral and parenteral intake periods―
○KATO ATSUSHI，Aichi Developmental Disability Center, Aichi, Japan

P-E-5　�喉頭気管分離術（LTS）を施行した重症心身障害児（者）の口腔内細菌数についての検討―経口・非経口摂取期間
による検討―
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○石塚  あかね・永尾  康・久保  英範・山地  知子・水田  朋子・島崎  涼佳・三浦  雅明
埼玉県総合リハビリテーションセンター
A case of patient with autism spectrum disorder who had difficulty accepting sharp dental instruments
○ISHIZUKA AKANE，Department of Dentistry, Saitama Prefecutural Rehabilitation Center, Saitama, Japan

○田原春  早織・城  尚子・黒田  依澄・奥村  陽子・佐藤（朴）  曾士
愛知学院大学歯学部麻酔学講座
Perioperative management of a type 1 diabetes child with mental retardation
○TAHARABARU SAORI，Department of Anesthesiology, School of Dentstry, Aichi-Gakuin University, Aichi, Japan

P-Fa-1　鋭利な歯科用器具の受け入れに難渋した ASD患者の 1症例

P-E-7　精神遅滞を伴う小児の 1型糖尿病患者の周術期管理経験

【緒言】絶対的インスリン欠乏である 1 型糖尿病は血糖値の変動
が大きく，周術期において絶食や手術侵襲により血糖管理が難し
いとされる．今回，精神遅滞を伴う血糖管理の困難な 1 型糖尿病
患児の周術期管理を経験したので報告する．なお，本症例の発表
は書面による家族の同意を得ている．

【症例】11 歳女児，身長 148 cm，体重 28 kg．学校検診で HbA1c 
12.7％，随時血糖 343 mg／ dl を認め，1 型糖尿病の診断を受けた．
また，精神遅滞，口蓋裂の既往があり，口蓋裂に対しては口蓋形
成術が行われていた．今回，鼻咽腔機能閉鎖不全に対して全身麻
酔下で咽頭弁形成術が計画された．

【経過】術前の血液検査で HbA1c10.7％，随時血糖 306 mg ／ dl と

高値を認めたため，当院の内科で手術前の 1 週間の入院下で食餌
療法とインスリン皮下注射を行い，血糖管理後に手術を計画し
た．術中は末梢静脈路を 2 本確保し，ブドウ糖およびカリウム含
有の輸液を行いながら，短時間作用型のインスリンを持続投与
し，30 分ごとに血糖値を測定することで，血糖値と電解質を適
切に管理した．術後は経口摂取が困難であり，2 度の低血糖発作
を起こしたが，重篤な合併症はなく，術 11 日後軽快退院をした．

【考察と結語】本症例では術中の輸液に糖負荷とインスリン持続
投与を行うことで，血糖コントロールを行った．1 型糖尿病患児
では周術期の血糖値の変動が激しいため，内科専門医と綿密な連
携をとり，入院下で適切血糖コントロールを行う必要がある．

【緒言】自閉スペクトラム症（以下 ASD）患者は言葉や事象への
理解が乏しく，コミュニケーションの構築が困難なため，診療時
には適切な行動調整を実施する必要がある．今回，患者の特性に
合わせた対応をしたことで，長年受け入れ困難であった歯科用器
具の受け入れが可能となった経過を報告する．なお，家族より文
書にて発表の同意を得た．

【症例】年齢：14 歳（初診時 7 歳）．男児．知的能力障害（重度）
【経過】全身麻酔下にて必要なう蝕治療を行った後，通法での口
腔衛生管理と歯科治療を目標とし，行動調整を行った．初診時よ
り 5 年経過後，歯科用ピンセットや短針等鋭利なものを除いて受
け入れ可能となった．
しかし，鋭利な器具は座位のまま口唇付近へ運ぶことに時間を要
する状況であったため，慣れさせるためピンセットを用いた遊具
を作成した．患者に遊ばせた後，視覚支援ツールにて口腔内での

使用を誘導した．遊具使用後，手添えで歯牙に触れることがで
き，繰り返すと寝た状態で術者が口腔内に挿入することが可能に
なった．また，同様の手順で短針の使用も可能になった．

【考察】ASD 患者は，短針等鋭利なものを拒否することが多いと
報告されている1）．本症例でも様々な行動調整を試みたが，鋭利
なものに対しては成果が得られなかった．そこで，歯科用器具を
遊具としたことで受け入れ可能となった．これは後に，患者はピ
ンセットでビーズを並べる作業が得意であることが分かり，遊具
がその作業に似ていたことが脱感作に繋がったと考えられる．歯
科用器具を遊具としたことで恐怖心がなくなり，容易に受け入れ
ることができた．本症例は，苦手なものに対する意識が変化し，
行動変容に繋がったと考える．

【文献】1）スペシャルニーズ・デンティストリー．第 2 版，東
京：医歯薬出版；2017．222．
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【緒言】歯科恐怖症は，過去の不快な治療経験などに基づいた恐
怖心から歯科治療が困難となることである．今回，歯科受診へ強
い拒否を示した知的能力障害者に行動変容を行い，歯科治療を受
容するともに口腔衛生状態が改善し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で同意を得ている．

【症例】初診時 30 歳，女性．障害：知的能力障害（療育手帳
B1）．主訴：口腔清掃．口腔内所見：清掃状態不良．5 歳頃に抑
制下で齲蝕治療を行った恐怖心から，歯科に強い抵抗がある．経
過：初診時は治療椅子に寝られず，歯科受診に強い拒否を示し
た．治療の緊急性がないことを確認し，行動変容を試みることと
した．系統的脱感作などの行動変容法を用いたが，すぐに起き上
がり，デンタルミラーの使用時には術者の手を振り払うなどの不
適応行動がみられた．行動変容を継続し 1 年 6 か月後にポリッシ

ング，3 年 5 か月後に手用スケーラーでの除石を受け入れたが，
引き続きデンタルミラーでの診査には抵抗を示した．この間，積
極的にブラッシングを行う，自ら口腔内にエンジンブラシを挿入
するといった変化がみられた．4 年 9 か月後，超音波スケーラー
での除石も可能となった．現在も定期検診を行なっているが，引
き続きデンタルミラーには抵抗を示している．

【考察および結論】歯科恐怖症をもつ患者への対応は，系統的脱
感作の効果があると報告されている．今回，長期間の行動変容で
口腔内への意識の向上ができ，歯科受診に対する恐怖心への軽減
に繋がったと考えられる．また，信頼関係の構築が長期期間の通
院には必要不可欠であると思われた．

【文献】東條英明，田中リネ，他：系統的脱感作法が有効であっ
た歯科治療恐怖症患者の 1 例．日歯心身，10：136-141，1995．

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

1）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 behavioral changes for patient with mental retardation and dental phobia
○SUZUKI NAHO，Gunma Oral Health Center for Special Needs Dentistry, Gunma, Japan

P-Fa-3　歯科恐怖症をもつ知的能力障害者に行動変容を行った 1例

【緒言】CHARGE 症候群は光彩欠損，心疾患，後鼻孔閉鎖，成
長・発達遅滞，生殖器形成不全，聴覚障害を主症状とする常染色
体異常である．今回は，視覚障害および聴覚障害を有する患者へ
の歯科診療上の対応法を報告する．なお本発表に際し，患者と保
護者に説明し，書面により同意を得た．

【症例】患者：16 歳，女性．障害名：CHARGE 症候群．主訴：
歯の汚れが気になる．既往歴：汎下垂体機能低下症，両外反扁平
足，側湾，動脈管開存，視覚障害，聴覚障害，ラテックスアレル
ギー．

【現病歴】2014 年より二次医療機関にて行った行動調整により，
通法下での処置が可能となったため 2019 年 11 月より近医での診
療を試みたが，治療方針が合わず通院を中止した．その後，先述
の二次医療機関より本院を紹介され，2020 年 3 月より治療を開
始した．

【経過】初診時は，母親と通訳介助者を通じて手話や筆談にてコ
ミュニケーションをとり，治療上の指示を行った．しかし，文字
や手話のみでは治療内容が適切に伝わらないことがあったため
に，絵カードを利用して器具や動作をわかりやすくイメージさせ
てから実際の処置を行うように心がけた．

【考察および結論】本症例の場合，患者の視覚機能が完全には失
われていないため，手話や絵カードの利用が有用であると考えら
れる．また，現在はこちらの指示を通訳介助者から聴覚障害を有
する母親を介して行っているが，今後は治療の効率も考慮して母
子分離を行う予定である．

【文献】1）池田正一，黒木良和．口から診える症候群・病気．高
橋摩理．CHARGE 症候群．第 1 版．東京：日本障害者歯科学会；
2012．18．

○石垣  孝司郎1）・清水  雄1）・石毛  碧1）・本多  亮1）・榮  健臣1）・内田  真美子1）・佐貫  千夏1）・荒川  裕美1）・花谷  重守2）・寒河江  明
美3）・笠原  文夏3）・黒瀬  由喜子3）・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）鶴見大学短期大学部歯科衛生科，3）鶴見大学歯学部附属病院歯科衛生士部
Dental treatment approach for a patient with CHARGE syndrome
○ISHIGAKI KOSHIRO，The Department of Dentistry for the Disabled, Tsurumi University Dental Hospital, Yokohama, Japan

P-Fa-2　CHARGE症候群患者への歯科的対応
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○中神  正博1，2）・鎌田  真砂史1，3）・吉田  幸司1）・藤家  恵子1）・麻柄  真也1）・長谷川  雅一1）・佐野  栄作1）・花房  千重美1）・高瀬  ひか
り1）・西尾  由香里1）・伊東  宏1）・上月  康司1）・井堂  信二郎1）・岡村  康祐1）・緒方  克也4）

1）加古川歯科保健センター，2）山脇歯科医院，3）カマダ歯科クリニック，4）社会福祉法人 JOY 明日への息吹
A case of periodontal disease with Down syndrome for 24 years
○NAKAGAMI MASAHIRO，Kakogawa Dental Health Center

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

1）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 mental retardation with improved oral hygiene due to brushing instruction and environmental changes
○KUMAI REIKO，Gunma Oral Health Center for Special Needs Dentistry, Gunma, Japan

P-Fa-5　Down症候群患者の歯周病に対する 24 年間の継続管理症例

P-Fa-4　ブラッシング指導と患者の環境の変化により口腔衛生状態が改善した知的能力障害者の 1例

【緒言】知的能力障害者は知的能力や日常生活動作（ADL）だけ
でなく，介助者の関わりなど環境によっても口腔清掃状態が左右
される．今回我々は長期間のブラッシング指導（TBI）と環境の
変化をきっかけに口腔衛生状態が改善した症例を報告する．なお
発表にあたり，書面による保護者の同意を得ている．

【症例】初診時 11 歳，男児．軽度知的能力障害．療育手帳 B．主
訴：齲蝕がある．ADL：自立．家族：父（長距離運転手），母

（精神疾患あり），弟．初診時は祖母（別居）と来院した．口腔内
所見：全顎にわたる重度の齲蝕，清掃不良による重度歯肉炎．経
過：齲蝕治療と並行し本人と家族に TBI を行うも効果は得られ
なかった．治療は終了したが，その後リコールには応じず，痛み
が出るたびに来院した．2 年後の来院時には全顎にわたる重度の
齲蝕を認めたため，3 次医療機関で全身麻酔下の齲蝕治療を行っ
た．治療終了後のリコールを促したが，家庭内の状況に変化はな

くリコール間隔も不定期であった．3 年後の施設入所を機に，施
設職員の介入が得られ，定期的なリコールが可能となった．シェ
イピング法などの行動形成法を試みたところ賞賛を得ることで通
院が楽しみとなり，自ら食後にブラッシングを行うなどの目的意
識が高まり口腔衛生状態の改善に繋がった．

【考察および結論】患児は ADL が自立していたため，逆に家族
からのサポートが得られず口腔清掃の習慣化が困難であった．し
かし長期的に介入したことと施設入所による環境の変化，患児の
成長に伴う口腔清掃への技術および意識の向上により改善がみら
れた．地域の障害者歯科施設は患者の環境が変わっても，継続的
に通院することが多く，患者の環境の変化にも対応していかなけ
ればならない．

【文献】スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科．P228-
245．P260-269．

【緒言】本症例では，14 歳から 38 歳までの 24 年間に亘って歯周
病管理を継続した．その結果，現在，ほぼ良好な結果を得ている
ので報告する．なお，本症例の発表に際し保護者への説明ならび
に書面による同意を得ている．

【症例】初診時年齢 14 歳の Down 症男児，口腔清掃は不良で歯
肉の発赤腫脹が著明であった．

【経過】青年期退行現象発症までは，基本的な歯周治療とともに
3DS 除菌療法や低出力炭酸ガスレーザー照射を行うことで良好
な結果が得られていた．しかし，青年期退行現象後は超音波ス
ケーリングに対して不適応となったことから，全身麻酔下，
Ultra-Sonic One-Stage Full-Mouth-Debridement（ 以 下：US-
OS-FMD）による歯周治療を行った．現在では，臨床症状に応
じて定期的な 2 ブロック単位の静脈内鎮静下 Debridement を併
用して継続管理を推進している．

【結果】US-OS-FMD5M 後の PPD と BOP 検査結果では術前の

数値に比べて著しい改善がみられたが，1Y6M 後の検査結果で
は，数値レベルの悪化が認められた．1 回目，3 回目の術前術後
にも同様な結果が認められたことから，術後 1Y6M 以内の定期
的な麻酔管理下の Debridement 処置が必要なことが示唆された．

【考察】本症例では，経年的なスペシャルニーズの変化に対して，
それぞれのフェーズに合わせた治療方針や行動調整法，臨床手
技，保護者への口腔衛生指導を含めた歯科保健などのスペシャル
ニーズに対するスペシャルケアを推進した．このように，当セン
ターで対応しうる資源を柔軟に選択した支援を長期継続すること
で患者の口腔の健康維持に関して一定の成果を上げることができ
た．

【結語】今回，Down 症患者の歯周病に対する 24 年間の継続管理
症例を報告した．現在，2 ブロック単位での定期的な静脈内鎮静
下 Debridement による継続管理を推進している．
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【緒言】Lesch-Nyhan 症候群（LNS）は高尿酸血症，アテトーゼ
様不随意運動，知的能力障害及び自傷行為を主症状とする遺伝子
疾患である．下唇や頬粘膜に繰り返し咬傷を生じるため歯科的対
応が必須である．これまで下唇の咬傷予防に唇側に厚みのある下
顎マウスガード（MG）を適用していたが，自傷行為は舌辺縁へ
移行し対応に苦慮したためその経過について報告する．なお本症
例報告にあたり書面により保護者の同意を得ている．

【症例】患者：5 歳男児，LNS．初診時年齢：1 歳 11 か月．
【経過】2 歳 3 か月より当科にて治療を開始し，当初は下唇の咬
傷が問題となっていたため唇側に厚みを付与した下顎用 MG（2
重構造シート）を適用することで良好な経過を示していた．令和
元年 12 月に今度は右舌縁の咬傷を起こした．MG の左側の咬合
挙上，右側はやや削合することで，舌咬傷部の安静を図った．右
舌縁は治癒経過を辿ったが約一か月後に左舌縁を咬傷し来院し

た．今度は右側のみが咬合するよう下顎の MG を修正した．ま
た今後の舌咬傷を防ぐ目的で上顎にも MG の作製を計画し，同
日上顎の印象採得を行った．しかしその 6 日後の夜に右側舌縁を
激しく咬傷し出血が止まらず水分も食事もとれず，眠れず，開口
を保持しないと再度舌咬傷をするとのことで救急来院した．右側
舌縁が約 2.5 cm にわたり部分断裂しておりデブリードマンのの
ち縫合，さらに右側上顎 CDE を断髄し歯冠高径を短縮した．翌
日には上顎にも MG を適用し，咬合は左側のみとするように下
顎の MG を調整した．その後右側舌縁の傷は回復に向かい，現
在は口腔内の咬傷は起こさず経過観察中である．

【考察】LNS は下唇の自傷行為を主症状とするが舌に及ぶ事もあ
る．本症例は自傷行為が高頻度かつ重症化する傾向がみられ，今
後残存乳歯の早期抜歯も含めた対応を検討する必要性が示唆され
た．

○佐藤  ゆり絵1）・嘉手納  未季1）・馬目  瑶子1）・姜  世野1）・栗谷  未来1）・下村  直史2）・新田  雅一2）・船津  敬弘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 Lesch-Nyhan syndrome who was struggling with oral self-mutilation
○SATO YURIE，Department of Special Needs Dentistry, Division of Dentistry for Persons with Disabilities, School of Dentistry, 

Showa University, Tokyo, Japan

P-Fa-7　口腔内の自傷行為の防止に苦慮した Lesch-Nyhan症候群の 1例

【緒言】自閉スペクトラム症はコミュニケーション障害のため歯
科治療において困難を示す場面が多いが，習慣づけやパターン化
された情報により適応行動の獲得が可能である．聴覚過敏を伴う
自閉症スペクトラム症患者に対し，歯科治療を行った一例を報告
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】患者：初診時 13 歳，男性．主訴：歯肉が腫れている．歯
科的既往歴：他医院にて歯科治療を受けるが，長時間の開口保持
が困難でタービンの音や超音波スケーラーに対して過剰に反応し
拒否を示したという．平成 25 年 5 月に転倒により前歯部を受傷
し大学病院にて加療したという．その後，当院受診となった．

【経過】自閉スペクトラム症で，自分の意志を伝えるのが困難で
ある．聴覚過敏に対しては，イヤーマフを使用して刺激を軽減さ

せるようにしたが，超音波スケーラーの振動に対する刺激は受容
困難であるため，手用器具にて行うなどの工夫をした．また，歯
科衛生士が主体で行う機会も増やした．タービンの音に対して
は，5 倍速コントラを使用することで刺激の軽減を試みた．

【考察】本症例では，原因に対する理解が乏しいと判断したため
TSD 法を用い，同時に視覚支援を目的に模型や絵カード，口腔
内写真を使用することで理解とモチベーションの向上が得られた
と思われる．口腔内の改善を求めるため，積極的に歯科治療に介
入していくことが大切であるが，本症例では患者自身の聴覚過敏
に配慮しながら行動変容を支援することによって変化がみられた
と思われる．また，歯科治療を含めた歯科衛生士の介入も順調な
経過につながった一因と示唆された．

○山之内  文彦1）・五十嵐  尚美2）・茂呂  裕康3）

1）やまのうち歯科医院，2）とちぎ歯の健康センター，3）栃木県歯科医師会
A case study of dental treatment for autism spectrum disorder with hyperacusis
○YAMANOUCHI FUMIHIKO，Yamanouchi Dental Clinic, Tochigi, Japan

P-Fa-6　聴覚過敏を伴った自閉スペクトラム症に試みた歯科治療の一症例
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○大石  瑞希1）・岡田  紗夜1）・沖野  恵梨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
An experience in induction for dental treatment of the autism spectrum disorder with severe obesity
○OISHI MIZUKI，Hiroshima Oral Health Center, Hiroshima, Japan

○友利  浩一郎・国吉  初枝・幸喜  奈緒子・崎原  美奈子・上地  智博
上地歯科医院
Oral findings in a boy with Weaver syndrome
○TOMORI KOICHIRO，Uechi Dental Clinic, Okinawa, Japan

P-Fa-9　高度肥満を伴う自閉スペクトラム症患者の歯科治療導入へのトレーニング経験

P-Fa-8　Weaver症候群男児の口腔所見について

【緒言】Weaver 症候群は，出生前からの過成長，特徴的な顔貌，
骨年齢促進，精神発達の遅れ，大頭症，小顎症，指および四肢関
節の伸展拘縮，細く疎な毛髪などの多彩な症状を呈する極めて稀
な奇形症候群である．文献上では 1974 年の Weaver らによる初
報告から現在まで約 40 の報告が確認できるが，口腔領域ではこ
れまで 3 症例の報告が渉猟しえるのみである．今回，平成 24 年
から当院にて口腔管理下にある Weaver 症候群男児の口腔所見に
ついて，若干の考察を加え報告する．発表に関し，書面で保護者
の同意は得ている．

【症例】14 歳男性．身長 168 cm，体重 43 kg．全身状態は良好で
痩せ型．顔貌は大頭，疎な頭髪，広い前額，平坦な後頭部，両眼
開離，大耳，軽度の小下顎および口唇閉鎖不全が認められた．

【口腔内所見】軽度の上顎前突，上顎左右第一小臼歯間のフレア
アウト，高口蓋，左粘膜下口蓋裂を疑わせる筋状の粘膜裂痕，相
対的巨舌が認められた．歯牙および歯周組織の状態は比較的良好

で，左下第二乳臼歯の残根，第一大臼歯のう蝕を認める他に異常
は認められなかった．パノラマ画像所見では，顎骨および歯牙の
異常像は認められなかった．

【経過】定期的な外来通院での口腔衛生管理を続けている．
【結果】本症例に加え口腔領域での 3 報告を渉猟精査した結果，
これまで知られている顎顔面領域の共通所見に加え，新たに高口
蓋，口蓋裂および粘膜下口蓋裂疑い，口唇閉鎖不全，歯列不正な
どの症状が確認できた．

【考察】現在まで本症候群特有の口腔所見についてはエビデンス
に基づいた結論は得られていない．本症候群の口腔所見を確定さ
せるためには，さらなる専門的精査の記録が必要となる．また，
これまで報告されている症例はいずれも乳児期から幼児期である
ことから，本症例の成長発達に合わせた継時的な臨床データの蓄
積も今後の使命となる．

【緒言】今回，BMI40 以上の高度肥満で ASA 分類のリスク 3 以
上のため外来全身麻酔の適応がなく，また数年間の引きこもりで
入院下での麻酔管理も出来なかった多数歯う蝕の自閉スペクトラ
ム症患者に対して，外来で繰り返し歯科治療導入トレーニングを
行い治療可能となった症例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：31 歳，男性．身長 166 cm，体重 138 kg，BMI 
50.1．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．人が多いところ，初めての場
所・ことが苦手．過去約 3 年間の引きこもり状態であったが，最
近少しずつ外出が可能となってきた．現病歴：訪問診療にて多数
歯う蝕を認めたが，非協力的で治療が困難であるため，当セン
ターを紹介され受診した．

【経過】ユニットの耐久人体質量以上であり，患者本人が仰臥位

になると気道閉塞の恐れがあるため，座位での歯科治療を目標と
し，トレーニングを開始した．場所に慣れてもらうために週 1 回
来院してもらい，来院時間は他の患者との接触が少ない時間帯に
するよう配慮した．まずは，受付にて担当スタッフと挨拶をする
ことからはじめ，ある程度慣れてきたところでユニットへ導入
し，ブラッシングや刺激の少ない器具からトレーニングを開始し
た．15 回のトレーニングを重ね，カウント法を用いての歯科治
療は可能となり，現在も継続出来ている．

【考察】通法下での歯科治療の継続が可能となったのは，来院の
間隔を短くし頻繁に通院してもらうことにより診療室の環境に慣
れたこと，歯科治療導入トレーニングにより治療に対する恐怖心
や心身的負担が軽減されたことによると考えている．今後はメイ
ンテナンスに移行し，口腔衛生管理を行っていく必要がある．
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【概要】多数歯う蝕を有する ASD の被虐待児に対し，歯科トレー
ニングを行い良好な結果を得たので報告する．発表に際し書面に
より保護者（施設長）の同意を得ている．

【症例】患者：13 歳女性．初診日：2019 年 8 月．施設入所時健診
のため来院．軽度知的能力障害，ASD，注意欠陥多動性障害

（ADHD）を有する．4 人姉弟の 3 番目（双胎第 2 子）で，姉弟
ともに ASD，ADHD，知的能力障害（姉：中等度，弟：境界域）
と診断．保護者の養育能力も低かった上，2016 年父が家出，
2019 年母が死去．知的障害施設を経て，児童心理治療施設へ入
所した．

【臨床所見】両側下顎第一大臼歯歯冠崩壊，臼歯部を中心にう蝕，
辺縁歯肉発赤を認めた．音に敏感で，恐怖心が大きい．指示が入
りにくく，理解度も低い．

【診断】多数歯う蝕，プラーク性歯肉炎
【治療方針】初診時はユニットへの着席も困難であり，全身麻酔

下での治療も念頭におき外来での歯科トレーニングを行った．ま
た施設入所は中学校卒業までの入所期限があるため，退所後も可
及的に健康な生活を送れることを目標とした．

【治療経過】歯科受診歴はなく，初診時は診療室に入室できたが
終始落ち着かない様子であった．その後，絵カードや Tell show 
do 法等を用いて褒めながらトレーニングすることで，歯肉炎治
療，う蝕治療，根管治療，残根抜歯等ができるようになった．

【考察】患児は幼少期から長期にわたり心理的虐待及びネグレク
トの状態で養育されたため，13 歳にして両側下顎第一大臼歯を
失うこととなった．また双子の姉も両側下顎第一大臼歯が残根状
態で，同様の生活習慣であったことが窺える．知的能力障害およ
び ASD もあるため，本人から的確な主訴を得ることは困難では
あるが，定期的な通院およびスタッフとの連携により現状維持お
よび施設退所に備えたいと考える．

○益子  恵1，2）・紺野  有紀子1，2）・山上  香1，2）・三田村  治郎2）・仙名  あかね1，3）・山本  亜紀2，4）・江面  陽子1，5）

1）国際医療福祉リハビリテーションセンターなす療育園，2）国際医療福祉大学クリニック健康管理センター，3）ともファミリー歯科，
4）自治医科大学付属病院歯科口腔外科，5）医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック
A case of dental training for an abused child with autistic spectrum disorder with multiple dental caries
○MASHIKO MEGUMI，Nasu Institute of Developmental Disabilites, International University of Health and Welfare. Tochigi. Japan

P-Fa-11　多数歯う蝕を有する自閉症スペクトラム障害の被虐待児に対し，歯科トレーニングを行った一症例

【緒言】行動障害とは，状況により不適切そして有害な行動が出
現する精神障害である．発達障害では感覚過敏やこだわりの不具
合などで嫌悪感が高まり出現する二次的症状である．特に歯科診
療で他害の攻撃行動は危険である．今回，行動障害のある自閉ス
ペクトラム症患者の全身麻酔下歯科治療の症例を報告する．本症
例の発表に際し保護者の同意を得た．

【症例】初診：2019 年 2 月．22 歳男性，192 cm，85 kg．主訴：
歯が痛い．既往歴：自閉スペクトラム症，軽度知的能力障害，難
治性てんかんのため 6 歳で脳梁離断術，15 歳で迷走神経刺激装
置埋め込み術．身体接触のこだわり，暴言や他害あり．12 歳に
大学病院歯科で全身麻酔下歯科治療後に暴れて器物破損させ，点
滴や導尿カテーテル自己抜去した．以降歯科受診なし．

【経過】初診では動画でのモデリング法で導入，パノラマ撮影，

口腔内診査．その結果，う蝕歯 19 本，半埋伏智歯 1 本．劣悪な
口腔衛生状態，歯肉増殖症の診断．複数回の全身麻酔併用の方針
とした．以後 2 回の診療で各種行動療法により最小限の身体接触
で緩徐導入と術後回復時のシミュレーションをし，また，簡単な
言葉で全身麻酔下歯科治療の必要性を口頭説明した．初回の全身
麻酔下歯科治療では周術期に大きな問題はなく，以後，全身麻酔
併用 8 回目で歯科治療継続中．

【考察および結語】本症例は，大きい体格，身体接触のこだわり，
行動障害，軽度知的能力障害のため周術期の困難性や危険性が想
定された．また，複数回の歯科治療である計画から，本人の十分
な理解と慎重な合理的配慮が必要であった．その結果，安心・安
全な歯科治療ができ，当院スタッフそして保護者の安全も確保さ
れた．

○木村  敬次リチャード・志岐  晶子・砥上  京子・藤田  真以
リチャード歯科
A case report of dental treatments under general anesthesia for an autistic spectrum disorder patient with behavioral 
disorder
○KIMURA KEIJIRICHADO，Richard Dental Clinic

P-Fa-10　行動障害のある自閉スペクトラム症患者の全身麻酔下歯科治療の 1症例
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○櫻井  敦朗・棚瀬  稔貴・田村  梨恵・木村  基善・本間  宏実・新谷  誠康
東京歯科大学小児歯科学講座
Oral management for patients with 2q37 deletion syndrome
○SAKURAI ATSUO，Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan

○高瀬  ひかり1）・中神  正博1，2）・花房  千重美1）・鎌田  真砂史1，3）・伊東  宏1）・藤家  恵子1）・吉田  幸司1）・井堂  信二郎1）・岡村  康
祐1）・橘  進彰1，4）・中谷  雅秀1）・川守  政雄1）・淺原  周平1）・加茂  なつみ1）・緒方  克也5）

1）加古川歯科保健センター，2）山脇歯科医院，3）カマダ歯科クリニック，4）加古川中央市民病院，5）社会福祉法人明日への息吹
A case of behavior modification in a patient with obsessive-compulsive disorder who performs 4 hours of brushing multiple 
times a day
○TAKASE HIKARI，Kakogawa Dental Health Center, Hyogo, Japan

P-Fa-13　2q37欠失症候群患児に対する口腔管理の一例

P-Fa-12　1 回 4 時間のブラッシングを 1日に複数回行う強迫性障害患者の行動変容の 1例

【緒言】今回，う蝕告知に起因した口腔洗浄強迫観念による強迫
行為として，4 時間／回のブラッシングを複数回／日行う強迫性障
害（以下：OCD）を伴った自閉スペクトラム症（以下：ASD）
患者に対して，適切な時間でのブラッシング行動への変容を行っ
た症例を経験したので報告する．なお，本症例の学会発表につい
ては患者および保護者からの同意を書面により得ている．

【症例】患者は初診時年齢27歳のASD・OCDを伴う男性であり，
長時間・頻回ブラッシングの行動変容を主訴として来院した．

【経過および結果】センターでは，ブラッシングボードを先行刺
激として視覚提示し，セルフブラッシング後の歯垢染色による清
掃効果の確認を強化刺激とし，適切な時間のブラッシング行動の
獲得を試みた．家庭では，センターと同じブラッシングボードを
プロンプトとして行動形成を行った．また，患者のカード収集癖

を利用し，センターで作成した強迫観念回避カードをカードホル
ダーに保存させ，毎食後と就寝前以外に口腔洗浄強迫観念が起
こった際は，このカードを見るように指導した．このような支援
により，現在では，センターおよび家庭におけるブラッシング時
間は平均 7～8 分となっている．

【考察】適切な時間でのブラッシング行動については，ブラッシ
ングボードによる先行刺激と自発行動，行動後の強化刺激といっ
た応用行動分析における三項随伴性原理の成立により獲得するこ
とができたと考えられた．また，強迫観念回避カードが口腔洗浄
強迫観念を軽減する効果を発揮したと考えられた．

【結語】今後は，定期的なプロフェッショナルケアの必要性を十
分に説明した上で，徐々にデンタルフロスなどの補助的清掃具を
用いたブラッシング指導を行っていきたいと考えている．

【緒言】2q37 欠失症候群は 2 番染色体長腕の端部が欠失した稀な
先天疾患であり，これまで世界で約 100 例が報告されているもの
の，歯科的所見に関してはほとんど報告がなされていない．今回
我々は 2q37 欠失症候群を有する患児に対し，長期的に歯科治療
および口腔管理を行なったので，その歯科的特徴について報告す
る．なお発表にあたっては，母親から書面による同意を得てい
る．

【症例】初診時 11 歳 2 か月の男児．う蝕治療，歯列不正の改善を
希望して来院した．患児は身長 120 cm で平均から 3SD 程度低
く，精神遅滞を認めた．また小児科でファロー四徴症を指摘され
ており，習慣性に嘔吐があったという．口腔内所見として 6 歯に
う蝕を認めたほか，高口蓋，上顎歯列弓の狭窄を認め，上顎前歯
部の叢生が顕著であった．下顎両側側切歯は先天欠如していた．
う蝕は上顎両側の第一大臼歯と上顎前歯に認めたため順次治療を

行ったが，習慣性に嘔吐があるにもかかわらず酸蝕はごく軽度で
あった．しかし上顎前歯部の叢生の改善については，本人の協力
が得られないため，今後の成長を待って再度検討することとし
た．その後現在まで約 4 年間定期検診を行なっている．

【考察】2q37 欠失症候群では約 30％に自閉スペクトラム症がみ
られるが，本児においてもその傾向が認められた．治療に時折，
不協力な姿勢や体動が認められるために，レストレーナーを使用
しているが，これまで大きく暴れたりパニックを起こしたりする
ことはない．染色体欠失のある領域は，骨，神経，筋肉の発生に
重要な遺伝子（HDAC4）があり，歯の形成にも影響があると考
えられる．

【結論】来院に関して母親は協力的であり，本児に対しては今後
も引き続き口腔管理を行っていく予定である．
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【緒言】環状 14 番染色体症候群は難治性てんかん，精神遅滞，発
育障害，小頭症などの特徴がある染色体異常で，報告されている
症例は少ない．今回，本症候群患者の歯科治療を経験したので報
告する．本症例の報告にあたり，患児の保護者より書面にて同意
を得た．

【症例】患者：4 歳 11 か月，女児．主訴：下顎右側第二乳臼歯の
抜歯希望．既往歴：環状 14 番染色体症候群，精神遅滞，肢体不
自由，West 症候群．服用薬：チザニジン，ラミクタール，デパ
ケン，ビムパット．現病歴：令和 2 年 3 月，右下 E 遠心咬合面
の実質欠損を認め，同部の精査と抜歯依頼で近医より紹介来院し
た．現症：身長 112 cm．体重 12 kg．口腔内初見：現在歯；上
顎右側 EDCBA，上顎左側 ABCDE，下顎左側 1CDE6，下顎右
側 EDC1．右下 E 遠心咬合面に実質欠損．上顎両側 A 切縁にエ
ナメル質形成不全を認める．高口蓋．口腔清掃状態良好．

【経過】歩行困難のためバギーで来院．姿勢を安定させるため診
察，処置はバギー上で行った．体動はないが閉口をして拒否を示
す様子がみられた．初診日は口腔内診査とポータブル撮影装置で
デンタルエックス線写真検査を行い，右下 6 異所萌出による右下
E 遠心根の歯根吸収を認めた．他の第二乳臼歯も同様の歯根吸収
を認めたため，通法で 3 回に分けて抜歯を行った．

【考察】本症例では通法で治療が可能だった．今回，第一大臼歯
の異所萌出による歯根吸収のため第二乳臼歯を抜歯することとな
り，今後萌出スペース不足による歯列不正が予想される．現在の
口腔清掃状態は良好だが，永久歯の萌出状況に合わせた保護者へ
の口腔清掃指導が重要であると考えられた．

【文献】千葉友幸，他：14 番環状染色体の女児例．小児科臨床，
41（1）：97-100，1989．

○天野  郁子・池見  佳子・山下  里織
大分県口腔保健センター
A case report of ring chromosome 14 syndrome
○AMANO IKUKO，Oita Oral Health Center, Oita, Japan

P-Fa-15　環状 14 番染色体症候群患者の歯科治療経験

【緒言】乳児型異染性白質ジストロフィー（MLD）は，先天性代
謝異常のひとつであり，乳児型は 2 歳までに発症し，筋緊張低
下，深部腱反射消失，歩行障害を呈する退行性疾患である．今
回，乳児型異染性白質ジストロフィーの歯科治療を経験したので
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 4 歳 8 か月の女児である．1 歳 6 か月時に発
語可，歩行不可であったが原因不明であり，2 歳 6 か月にて
MLD の診断に至った．その後，徐々に退行を認め 4 歳時に喉頭
軟化症による吸気性喘鳴を発症したため非侵襲的陽圧換気療法の
導入，緊張緩和を目的に ITB 療法および BTX 療法の開始，胃食
道逆流症に伴う分泌物増加のため G-J チューブによる栄養摂取
を開始した．服用薬はムコダイン，キプレス，レキソタン，ナナ
ドラ，セルシン，フェノバールである．歯科的既往歴は，数回の
歯科健診を受けたのみで治療歴はない．

【経過】バギー上にて側臥位で持続吸引および非侵襲的陽圧換気
療法を行いながら口腔内診査および除石を行うと，経皮的酸素飽
和度は 96～97％を推移した．意思表示は眼球運動や力を入れる
ことで表現をする．口腔内は乳歯列であり，歯石の沈着および歯
肉の発赤を認めた．口腔衛生管理は母親が 1 日 3 回実施してお
り，歯ブラシとフッ素配合の歯磨剤を使用していた．口腔内診査
時にやや緊張を認めたが TSD 法，系統的脱感作にて受容は良好
であった．

【まとめ】MLD は進行性の疾患であり，誤嚥性肺炎の予防を中
心に口腔衛生管理を行う必要があった．姿勢と呼吸管理を実施し
除石を行うことで，児も歯科治療に対して嫌悪を示すことなく，
落ち着いて受診することができた．今後の病状の進行に伴い，訪
問診療に移行する必要性もあると考える．

○林  佐智代・江口  采花・野本  たかと
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
Dental treatment experience for infantile metachromatic leukodystrophy
○HAYASHI SACHIYO，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo

P-Fa-14　乳児型異染性白質ジストロフィーの歯科治療経験
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○野島  靖子1）・綾野  理加1）・森  貴幸1）・関  愛子1）・山本  昌直1）・東  倫子1）・劉  法相1，2）・高盛  充仁1，2）・前川  享子1，3）・後藤  拓
朗1，4）・小林  幸生1，5）・半井  桜子1，6）・下野  賢吾1，7）・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）岡山大学歯学部歯科麻酔・特別支援歯学分野，3）プライムホスピタル玉島，4）三豊総
合病院，5）岡山赤十字病院，6）はなふさこどもデンタルクリニック，7）土屋歯科医院
Oral management for a case of child patient with Lesch-Nyhan syndrome contracted cellulitis caused by self-mutilation
○NOJIMA YASUKO，The Center for Special Needs Dentistry, Okayama University Hospital, Okayama, Japan

○岡本  由莉1，2）・伊藤  美咲1）・市川  愛希子1）・中島  好明1）・安藤  早礎1）・村上  旬平1）・秋山  茂久1）

1）大阪大学歯学部障害者歯科治療部，2）医療法人リヒタント岡本歯科診療所
A case of an adult patient with autism spectrum disorder who was able to undergo regular dental treatment by training in 
collaboration with a facility
○OKAMOTO YURI，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

P-Fa-17　下唇の咬傷から蜂窩織炎を起こした Lesch-Nyhan症候群患児への歯科的対応

P-Fa-16　成人の自閉スペクトラム症患者に施設と連携したトレーニングで通法下での歯科治療を行えた一例

【緒言】自閉スペクトラム症と知的障害を有する患者に，系統的
脱感作法でアプローチし，施設でも視覚的支援を行った結果，通
法下での歯科治療を行えた症例を経験したので報告する．また，
書面により本人の家族の同意を得た．

【症例】29 歳，自閉スペクトラム症と知的障害の男性で，単語で
の簡単な会話は可能である．24 歳時で障害者支援施設に入所し，
歯科受診経験はなく，それ以前の受診歴も詳細は不明であった．
施設では週 1 回の口腔ケアを受け，う蝕を指摘されたが，普段は
座位で行っているため治療困難と判断され，当部紹介となった．
初診時の口腔内は，う蝕歯 10 本で歯面全体にプラークが滞留し
口腔衛生状態は不良で，本人が痛みを訴えるような急性症状はな
かった．患者の専属担当の施設職員から，過去に耳鼻科での手術
の際も，器具や環境に慣れるようトレーニングを行ったことがあ
り，今回も同様の方針を提案された．

【経過】通院の付き添いは，毎回同じで患者の専属担当の職員で
ある．職員は，来院前に患者に治療の流れを説明するために，診
療後に次回の治療で使う器具の写真を撮影した．初診時は，チェ
アに近づくことも嫌がり，丸椅子でミラー視しかできなかった．
ミラー以外の器具全てを拒否していたが，通院ごとに受け入れら
れる器具が増え，現在は，自らすすんでチェアに仰臥位になり，
ハンドピースを使用した口腔ケアや抜歯等を通法下で行えるよう
になった．

【考察】診療室でのトレーニングだけでなく，来院前に施設で治
療の流れ等を患者に説明しておいてもらうことで，患者は一連の
流れを理解し，安心して治療に臨むことができたのではないかと
考える．

【結果】施設と連携してトレーニングを進めることで，本人の歯
科治療への意欲が向上し，円滑に歯科治療を行うことができた．

【目的】Lesch-Nyhan 症候群は高尿酸血症，腎障害，不随意運動，
知的能力障害等を主症状とする先天代謝異常疾患である．口唇や
手指に対し，激しい自傷行為を認めやすいことが特徴的である．
創部の保護や咬傷予防に対する歯科的対応は複数報告されている
が，対応は個々の症例によって異なる1）．今回，下唇の咬傷から
蜂窩織炎を起こした Lesch-Nyhan 症候群患児に対し，マウス
ガードを作製したので経過を報告する．なお，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】患者：2 歳男児．初診時年齢：2 歳 3 か月．障害名：
Lesch-Nyhan 症候群．主訴：自傷による下口唇潰瘍．現病歴：
突発性発疹に罹患した後より下唇を咬む自傷行為がみられるよう
になり，マウスガードを他院にて作成中であった．

【処置および経過】2 歳 3 か月時に他院にて上顎へ，ハードタイ
プのマウスガードを装着．数日は経過が良かったが，その後下口

唇全体を吸い込み下顎前歯でこするような自傷を強く認めるよう
になり，更に潰瘍が悪化した．1 時間毎に起きては啼泣し，咬傷
を繰り返すため潰瘍から蜂窩織炎を起こした．この為上顎臼歯部
を 8 mm 程度バイトアップし，下顎へ厚さ 3 mm ソフトタイプ
のマウスガードを装着した．その後抗生剤投与等により治癒を認
めた為，2 歳 4 か月時，厚さ 3 mm 上下ソフトタイプへ変更した．
咬傷は再発せず経過は良好であるが，マウスガードを外すと啼泣
するようになり，食事もはめたまま摂取している．

【考察】自傷行為への対処や予防が最優先ではあるが，本人の発
達を妨げないよう配慮していく必要がある．

【文献】1）尾田友紀，古谷千昌，森本千智，他．地域連携により
マウスガードの長期継続使用が可能となり自傷行為による咬傷が
軽減した Lesch-Nyhan 症候群の 1 例．障歯誌 2019；40：7-13．
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○深水 篤・吉富 貴博・川島 みなみ・吉武 博美・甲斐 悠希・杉本 志・徳美 愛・伊東 隆利
伊東歯科口腔病院
A case of accidental ingestion of a needle during dental extraction under nitrous oxide inhalation sedation for a disability 
patient
○FUKAMI ATSUSHI，Itoh Dent-Maxillofacial Hospital, Kumamoto, Japan

○水野 貴誠1）・篠原 健一郎3）・平山 若葉1）・上村 美月1）・竹内 優香1）・松根 健介4）・砂田 勝久3）・三浦 誠1）・杉山 紀子2）

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，4）日本大学松戸歯学部口腔健康科学
講座
A case of dental treatment under intravenous sedation for a patient with Gaucher disease
○MIZUNO TAKANARI，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Yokohama, Japan

P-Fb-2　笑気吸入鎮静下での抜歯時に縫合針を誤飲した障害者患者の １ 例

P-Fb-１　ゴーシェ病患者に対する静脈内鎮静法下での歯科治療の一例

【緒言】ゴーシェ病はグルコセレブロシダーゼ遺伝子変異により
グルコセレブロシダーゼ活性が低下あるいは欠損し，その基質で
ある糖脂質のグルコセレブロシドが組織に蓄積するスフィンゴリ
ピドーシスのひとつで常染色体劣性遺伝形式をとる疾患である．
ゴーシェ病と知的障害患者の抜歯を主とした歯科治療を静脈内鎮
静法下にて行った．処置を行うにあたり患者，患者家族，当セン
ターのスタッフの協力，医科の主治医と連携を図る事が出来，安
全で負担が少ない状態で処置，対応ができたので報告をする．な
お本症例を発表するにあたり書面により保護者の同意を得ている．

【症例】年齢：39歳女性　主訴：左側下顎側切歯の動揺　現病歴：
左側下顎側切歯に動揺 2～3，エックス線写真にて歯根破折を確
認　既往歴：ゴーシェ病および知的障害

【処置経過】当初は抜歯の必要性の理解が得られず，全身状態が
安定しないこともあり医科の主治医から抜歯に対し賛同が得られ

ず計画は中止．その後当センターより抜歯の必要性を説明し理解
を得られた．また医科の主治医がいる口腔外科での抜歯を提案し
た．後日，抜歯は必要であるが，知的障害があるため歯科診療が
受容できない可能性が高く対応が難しいため当センターに抜歯の
依頼があり，静脈内鎮静法下での抜歯および除石・口腔ケアを
行った．

【考察・結論】医科の担当医と連携を密にし，より全身状態が良
い時期に処置を行い止血に対して十分に配慮を行った．静脈内鎮
静法下での処置であったため患者に精神的負担を少なく行うこと
ができた．ゴーシェ病は歯科では報告例のないきわめてまれな疾
患であり，特に侵襲の大きい歯科診療時の対応の判断が困難であ
ると考えられる．今回は患者，患者家族，当センターのスタッフ
の協力が得られ，医科の担当医との連携が取れ，安全で負担が少
ない対応ができた．

【緒言】鋭利な器材や補綴物を誤飲した場合自然排泄されること
が多いが，消化管穿孔などの重篤な合併症を生じる場合もある．
今回われわれは舌の不随意運動を有する患者への笑気吸入鎮静下
での抜歯の際，適切な鎮静度が得られなかったため不随意運動を
十分に抑制することができなかったことにより針の誤飲を生じた
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
にて同意を得ている．

【症例】患者は 40 歳男性．Fallot 四徴症術後であり，17 歳時に
心停止後低酸素脳症を発症し，その後遺症で舌の不随意運動，嚥
下機能低下，発語障害を認め意思の疎通が困難な状態であった．
これまでのう蝕治療は笑気吸入鎮静下で問題なく行うことができ
た．今回，保存不可能な下顎智歯の抜歯が必要となったが，保護
者と相談しこれまでの処置と同様に笑気吸入鎮静下で行うことと
なった．

【経過】抜歯後の縫合の際，突発的な舌の不随意運動により針が
滑落し誤飲を生じた．患者から疼痛の訴えはなく，バイタルサイ
ンは安定していた．エックス線撮影したところ，針を上咽頭部に
認めた．三次医療機関へ救急搬送したところ，針は上行結腸に移
動していた．そこで消化器外科にて，絶食管理下で下剤を使用し
つつ排泄を待ったが，翌日も同部に停滞していたため，静脈内鎮
静下で下部消化管内視鏡を用いて摘出した．

【結論】障害者患者への口腔外科処置においては，口腔内にガー
ゼを置くなどの一般的な誤飲防止対策に加えて，不安軽減のため
の環境整備や薬理学的な行動調整についても検討する必要があ
る．本症例のように不随意運動を有する患者においては，不随意
運動の抑制効果があり，より深く鎮静することのできる静脈内鎮
静法を選択した方がよいということが改めて認識された．
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【緒言】歯瘻は瘻孔が口腔内にある内歯瘻と，それが皮膚面にあ
る外歯瘻とに分類される1）．
今回，皮膚科受診から歯性による外歯瘻が確認され，当院に紹介
された自閉スペクトラム症患者の症例について報告する．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：17 歳，男性．障害名：自閉スペクトラム症．主
訴：オトガイ下部からの排膿．既往歴：アトピー性皮膚炎，小児
喘息．

【現病歴】2019 年 9 月二次医療機関での検診時にオトガイ下部の
皮膚腫瘤を認めたため，皮膚科を受診した．皮膚科より別の二次
医療機関を紹介されたが，全顎的歯科治療を希望されたため当院
を受診した．

【経過】2019 年 9 月初診時，口腔内診査および X 線撮影により，
全身麻酔下での原因歯の根管治療および歯根嚢胞摘出術，歯根端
切除術が適応と判断した．

2019 年 11 月全身麻酔下にて，42，41，31，32 感染根管治療およ
び根管充填後に，歯根嚢胞摘出，歯根端切除，逆根管充填を行い
手術終了とした．

【考察および結論】本症例の歯根嚢胞および外歯瘻の原因につい
ては不明であるが，患者の悪習癖にある可能性がある．障害を持
つ患者は，ストレスや理解できない刺激でパニックが生じ，手や
顔面，口腔内への自傷行為を認めることがある2）．本症例でも自
傷の際によくオトガイ部を殴打しているとのことであった．従っ
て，その打撲による衝撃により歯髄壊死を起こし，歯根嚢胞が生
じ外歯瘻を形成した可能性が考えられる．

【文献】1）上野　正，伊藤秀夫．再新口腔外科学．第 3 版；1995．
361．
2）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；2017．49-50．

○芳沢 恒祐1）・水津 美鶴1）・清河 あゆみ1）・清水 政紀1）・中岡 裕美1）・二瓶 樹1）・藤田 菜津子1）・植木 泰光1）・板阪 深紀2）・若
松 春菜2）・長野 孝俊3）・關田 俊介4）・石津 直子5）・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衛生士部，3）鶴見大学歯学部歯周病学講座，4）鶴見大学歯学部歯
科麻酔学講座，5）横浜療育医療センター歯科
A case of autism spectrum disorder patient with external dental fistula
○YOSHIZAWA KOSUKE，Department of Dentistry for the Disabled, Tsurumi University Dental Hospital, Yokohama, Japan

P-Fb-4　オトガイ下部に外歯瘻を発症した自閉スペクトラム症患者の １ 症例

【緒言】Cornelia de Lange 症候群（以下 CDLS）とは運動・精神
発達遅延，難聴，特徴的な顔貌を伴う先天性遺伝子疾患である．
今回，一卵性双生児の CDLS 患者における全身麻酔下管理を経
験したので報告する．なお，本症例の発表については書面により
保護者の同意を得た．

【症例】姉は，身長 133 cm，体重 32 kg．既往歴は，1 歳時頻回
の嘔吐，胃腸炎．3 歳時に精神発達遅滞，6 歳時に CDLS と診断
された．妹は，身長 127 cm，体重 32 kg．既往歴は，出生時心
室中隔欠損を指摘されるも，1 歳時に自然閉鎖し，3 歳時に精神
発達遅滞と診断され，4 歳時に全身麻酔下アデノイド切除，6 歳
時に CDLS と診断された．6～9 歳時に便秘症，嘔吐症，脱水症
にて数回入院した．姉は 11 歳時に，妹は 12 歳時に当院にて全身
麻酔下の歯科処置が予定された．

【経過】両症例ともに精神発達遅滞より意識下治療困難なため全
身麻酔下歯科治療を行った．また，嘔吐の既往があるため，導入

は笑気，酸素，セボフルランを用い，入眠後に静脈路確保し，プ
ロポフォールとレミフェンタニルにて維持した．両症例ともに主
な周術期合併症はなかった．

【考察】CDLS 患者は口腔周囲筋の障害により，嚥下障害や胃食
道逆流に起因する．本症例でも嘔吐の既往があり，術後悪心嘔吐
への配慮が必要と判断し，維持にプロポフォールを用い，制吐目
的にベタメタゾン，ヒドロキシジン，メトクロプラミドを使用し
た．また，CDLS の合併症として先天性心疾患，側弯，呼吸器疾
患などがあり，妹は中程度の側弯症であった．肺や他臓器の圧迫
は認められなかったが，肺機能検査を行えないため，入院管理下
にて経過観察が必要だと判断した．

【結語】CDLS の管理では嚥下障害や胃食道逆流症，また，側弯
症などに起因する肺機能の減弱のため呼吸器合併症に注意すべき
である．

○吉田 健司・佐藤 光・今井 彩乃・与那城 夢乃・木村 楽・小汲 大二郎・安部 将太・北條 健太郎・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
The managements of general anesthesia for two patients of identical twins with Cornelia de Lange syndrome
○YOSHIDA KENJI，Department of Dental Anesthesiology, Ohu University School of Dentistry, Fukushima, Japan

P-Fb-3　意識下歯科治療困難な一卵性双生児の Cornelia de Lange 症候群患者を全身麻酔下で管理した症例
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【緒言】第 14 番染色体父親性ダイソミー症候群（以下，鏡-緒方
症候群：KOS とする）患児の多数歯抜去の麻酔管理を経験した
ので報告する．なお，本症例の発表に際して，書面によって保護
者からの同意を得ている．

【症例】11 歳女性．身長 133.2 cm，体重 29.7 kg．出生時に肺低
形成を認め，腹直筋離解を合併した臍帯ヘルニアに対して修復術
を施行された後に，DNA 検査によって KOS と確定診断された．
また，症候性側弯症に対して 2 歳から 10 歳までに計 18 回の手術
が施行されていた．直近の麻酔記録を入手して確認したところ，
マスク換気や気管挿管に関する困難は指摘されていない．今回，
本患児の多数歯抜去の麻酔管理が依頼された．

【経過】胸部エックス線画像では胸郭変形を認め，肺機能検査
で％VC 31.2％と VC 0.6 L と拘束性換気障害を認めた．酸素，亜

酸化窒素とセボフルランによる緩徐導入し，マスク換気が可能で
あることを確認した後に末梢静脈路を確保し，レミフェンタニル
0.3 μg/kg/分とロクロニウム 20 mg を投与し，φ6.0 mm スパイ
ラルチューブを McGRATHTMMAC を用いて経鼻挿管した．麻
酔維持は酸素，亜酸化窒素とセボフルランとレミフェンタニルに
て行った．術中のバイタルサインは安定し，手術終了後にブリ
ディオン 200 mg 投与した．抜管後は呼吸状態に問題なく帰室し
た．手術時間 26 分，麻酔時間 1 時間 27 分であった．

【考察】KOS は小胸郭による呼吸障害，腹壁形成異常，特徴的な
顔貌がみられる先天性奇形症候群である．全例に知的能力の障害
を認め，治療は対症療法が中心となる．KOS は症例数が少なく
文献的報告も少ないが，今回，手術歴のある KOS の全身麻酔を
経験し，安全に周術期管理をなし得た．

○坂水 愛理1，2）・矢口 絵莉香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
Anesthetic experience of a child with Kagami-Ogata syndrome who has a history of surgery
○SAKAMIZU AIRI，Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Dokkyo Medical University, Tochigi, Japan

P-Fb-6　手術歴がある鏡-緒方症候群患児の麻酔経験

【緒言】複数診療科と院内連携し，手術室全身麻酔下で左上下智
歯抜歯を行った prune belly 症候群の症例を経験したので報告す
る．同意書により家族の同意を得ており，当院の倫理委員会の承
認を得ている（受付番号：倫臨迅 2-11）．

【症例と経過】23 歳男性：知的障害，脳性麻痺，prune belly 症
候群．某センターからの紹介で，左側上下智歯の 2 歯抜去依頼で
あった．拒否行動があったので，全身麻酔管理を検討した．
prune belly 症候群は，先天性腹壁筋形成不全，腎尿路異常，腹
部停留精巣が主症状である．幼少期に停留精巣の手術歴あり．院
内の複数診療科に，全身診査と周術期管理の併診依頼を行った．
呼吸器内科で血液ガス検査を行い，異常値は無しであった．小児
科で全身 CT 検査を行い，腹壁筋形成不全は認められるが，腎尿
路異常無しの所見であった．麻酔科で術前評価を行い，全身麻酔

管理は受け入れ可能との回答を得た．手術前日に入院した．手術
当日，麻酔導入時に筋弛緩薬を投与し，気管内挿管を行った．麻
酔維持中は人工呼吸管理下で行い，抜歯は順調に終了した．麻酔
覚醒時には筋弛緩拮抗薬を投与し，十分に自発呼吸が回復したこ
とを確認した．手術室内で抜管し，呼吸状態が安定していたので
術後は一般病棟での管理となった．術後経過も順調であったた
め，手術翌日に退院した．退院後も全身状態と抜歯窩の経過が良
好であったので終診とし，紹介元へ返送となった．

【考察と結論】腹壁筋形成不全により自発呼吸への回復が不十分
で抜管できず，術後は人工呼吸器による ICU（集中治療室）管
理になることも想定し準備もしていた．複数診療科との院内連携
が円滑の行われたことで，全身的偶発症を発症することなく，智
歯抜歯を終了することができた．

○長束 智晴1）・塚田 裕樹1）・宮崎 敬子2）・高橋 光1）・高久 勇一朗1）・佐藤 陽子3）・坂口 由妃3）・半沢 篤4）・福田 謙一4）・市川 雄二1）

1）東京都保健医療公社豊島病院歯科口腔外科，2）心身障害児総合医療療育センター歯科，3）東京都保健医療公社豊島病院看護部，4）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 prune belly syndrome who was performed third molar tooth extraction under general anesthesia in the operating 
room
○NAGATSUKA CHIHARU，Department of Oral Surgery, Tokyo Metropolitan Health and Hospitals Corporation Toshima 

Hospital, Tokyo, Japan

P-Fb-5　手術室全身麻酔下で智歯抜歯を行った prune belly 症候群の １ 例
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【緒言】Brachman-de Lange 症候群は，濃い眉毛や上向きの鼻
孔，薄い上口唇などの特徴的な顔貌と，成長障害，知的能力障
害，難聴などを伴う異常である．5 番染色体短腕（5P13）などの
遺伝子変異が示唆されている．今回，本症例の女児同胞例の歯科
治療・管理を経験したのでその概要を報告する．なお発表にあた
り患者家族から書面により同意を得ている．

【症例および経過】症例 1：初診時年齢：10 歳 7 か月の女児，主
訴：上顎右側中切歯萌出遅延，既往歴：在胎 36 週帝王切開で一
卵性双生児の姉として出生．出生時体重 2228 g，6 歳時に
Brachman-de Lange 症候群の診断を受けた．現病歴：9 歳頃に
上顎右側乳中切歯が脱落後，右側中切歯が萌出しないため当科を
受診した．初診時には上顎右側中切歯は未萌出で，比較的軽度な
がら多数の齲蝕歯が認められた．患児の体調等を考慮し，全身麻

酔下での歯科集中治療を行った．症例 2：初診時年齢：11 歳 8 か
月の女児，主訴：下顎左側第一大臼歯の齲蝕，既往歴：在胎 36
週帝王切開で一卵性双生児の妹として出生．出生時体 1656 g，
心室中隔欠損あり，NICU にて 2 か月フォローアップ，6 歳時に
Brachman-de Lange 症候群の診断を受けた．現病歴：学校歯科
健診にて齲蝕を指摘され，姉通院中のため当科を受診した．患児
の興奮と拒否行動著しく，全身麻酔下処置を選択した．しかし，
嘔吐や体調不良が続くなか，COVID-19 感染症の拡大により受
診困難となった．

【考察およびまとめ】Brachman-de Lange 症候群同胞例のため，
体調や口腔管理などの保護者負担が大きかった．通院困難な場合
の情報共有の必要性も示唆された．

○角田 望1）・島村 和宏1）・神庭 優衣1）・石橋 奈美1）・沼倉 哲也1）・岡 琢弓1，2）・加川 千鶴世1）

1）奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野，2）親と子のデンタルクリニック
Dental treatment experience of sibbling cases with Brachman-de Lange syndrome
○TSUNODA NOZOMI，Department of Oral Growth and Development, Division of Pediatric Dentistry, Ohu University, Fukushima, 

Japan

P-Fb-8　Brachman-de Lange 症候群同胞例の歯科治療経験

【緒言】気管軟化症は気管や気管支の内腔が保たれず，虚脱し閉
塞症状をきたすものと定義され，長期の気管切開管理が必要とな
ることがある．長期に気管切開管理の既往がある症例ではその影
響により気管の狭窄や変形をきたし，気管挿管が困難となる可能
性がある．今回，気管軟化症に対して長期気管切開管理の既往が
ある知的障害患者への挿管に際し，3D プリンターを用いて作製
した気管模型が有効であった症例を経験したので報告する．尚，
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】20 歳の男性，身長 147 cm，体重 41 kg．顎変形症に対し
て全身麻酔下に下顎枝矢状分割術が予定された．既往に知的障
害，気管軟化症，両側唇顎口蓋裂，てんかん疑いがあった．気管
軟化症に対して 0 歳時に気管切開術を施行され，7 歳まで気管カ
ニューレが留置されていた．術前 CT にて気管狭窄が認められた

ため 3D プリンターを用いて患者の気管模型を作製し，実際に気
管チューブを挿入して，狭窄部を通過可能なチューブを選択し
た．その結果，内径 4.5 mm のマイクロカフ小児用気管チューブ

（ハリヤード・ヘルスケア・インク）を用いて挿管可能と判断し
た．また，術中，術後の気道トラブルのリスクを軽減するため，
予定術式に気管切開術が追加された．気管挿管は術前のシミュ
レーション通りに問題なく完了し，内径 4.5 mm の気管チューブ
を介して換気は良好であった．気管切開術を施行し，手術は予定
通りに終了した．周術期に気道トラブルを認めることなく，術後
6 日で気管カニューレを抜去し，術後 11 日に軽快退院となった．

【考察】気管の狭窄や変形が疑われる症例では，術前に 3D プリ
ンターを用いて気管模型を作製することで適切なサイズの気管
チューブを選択することが可能となり，安全性が向上すると考え
られた．

○星野 立樹1）・小鹿 恭太郎2）・橘 継国1）

1）東京歯科大学市川総合病院麻酔科，2）東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科
A case of 3D printer was effective for tracheal intubation in a patient with intellectual disability who has a history of long-
term tracheostomy for tracheomalacia
○HOSHINO TATSUKI，Department of Anesthesiology, Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital, Chiba, Japan

P-Fb-7　気管軟化症に対して長期気管切開の既往がある知的障害患者への気管挿管に 3D プリンターが有効であった １ 例
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【緒言】Duchenne 型筋ジストロフィー（以下 DMD）は，ジスト
ロフィン遺伝子の変異による筋力低下を特徴とする X 連鎖劣性
遺伝疾患である．ジストロフィン変異遺伝子を有する女性を保因
者と呼ぶが，保因者の一部は筋力低下や心筋症を呈する場合があ
る．今回，全身麻酔下歯科治療を契機に DMD 保因者と判明した
自閉スペクトラム症（以下 ASD）患者の症例を経験したので報
告する．なお，発表にあたり書面による家族の同意を得た．

【症例】患者：4 歳女児．既往歴：ASD，川崎病．現病歴：全顎
的なう蝕を主訴に当科紹介受診．来院時から興奮が強く治療への
協力を得ることが困難なことから，全身麻酔下に歯科治療の方針
となった．術前検査：AST，ALT，LDH，CK に異常高値．

【経過】術前検査の結果，筋疾患の保因者であることが疑われた．
当院神経内科医へ相談し，口腔内の状況，治療の緊急性，患者の

既往歴を考慮し，先行して全身麻酔下に歯科治療を行った．術中
は問題なく経過した．後日，神経内科にて遺伝子検査を行ったと
ころジストロフィン遺伝子に欠失を認め，DMD の保因者である
と診断された．今後，神経内科での経過観察を行う予定である．

【考察】DMD は X 連鎖劣性遺伝疾患であり保因者の女性は発症
しないと考えられやすいが，高 CK 血症，骨格筋症状，拡張型心
筋症，心症状が現れることが報告されている．また，発達障害や
学習障害といった問題を抱える割合が高いとされている．合併症
の管理や本人への告知の問題が生じることから定期的なフォロー
が必要となる．患児の ASD が DMD の保因によるものかは定か
ではないが，将来的に筋症状や心症状が生じる可能性を有する．
ASD の児は自覚症状の表出が困難なこともあり，適切な段階で
専門外来につなげることができたと考える．

○大嶋 瑛1）・千葉 真子1）・市川 怜那1）・石田 圭吾2，3）・瀬下 愛子1）・楠 幸代1）・若井 美佳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 case of an autism spectrum disorder patient found to be a Duchenne muscular dystrophy carrier due to dental treatment 
under general anesthesia
○OHSHIMA AKIRA，Department of Dentistry for Children with Special Needs Gunma Childrenʼs Medical Center, Gunma, Japan

P-Fc-１　全身麻酔下歯科治療を契機に Duchenne 型筋ジストロフィー保因者と判明した自閉スペクトラム症患者の １ 症例

【緒言】今回，生命予後不良とされるトリコチオジストロフィー
患者の全身麻酔下歯科治療とその周術期管理を経験したので報告
する．なお，症例報告にあたり口頭および書面にて患者家族から
は同意を得た．

【症例】9 歳男児，出生時にトリコチオジストロフィーの診断を
受け，本病態の特徴である易感染性による肺炎罹患により，頻回
な入院治療歴があった．9 歳頃からは摂食量減少，体重減少が顕
著となり，その原因の一つとして齲蝕による歯痛が考えられたた
め，歯科治療時の全身麻酔の依頼で，本学小児科および小児歯科
から当科に紹介された．当初リスクは非常に高く，麻酔関連死の
危険性も考えられたが，進行している全身衰弱の改善には歯科治
療による口腔内状況の改善が不可欠であると判断し，全身麻酔の
実施を決断した．治療前日から小児科病棟にて入院管理を開始
し，全身麻酔はセボフルランによる緩徐導入で行った．挿管困難

が予想されたが，感染対策のため気管支ファイバーを用いて経口
気管挿管を行った．麻酔中は特に異常経過はみられなかった．術
後は感染対策・栄養管理を重点に入院管理を実施した．術後 7 日
目に無事退院した．しかし，患者は退院 3 か月後に上気道感染か
ら肺炎を併発し急逝した．

【考察】トリコチオジストロフィーは DNA 修復異常に関わる遺
伝的疾患の一つで，本邦では非常に稀な疾患である．魚鱗癬，脆
弱毛髪，発達遅滞，骨軟化症，易感染性などを合併し，死亡原因
は感染症が殆どで，平均余命は 6.5 歳である．そのため本症例の
周術期管理では，医科歯科連携による積極的な感染対策が非常に
重要と考えられた．さらに麻酔管理上では小下顎症，高口蓋，顎
関節拘縮による開口障害などを合併することが多いため，感染対
策を考慮しつ挿管困難への綿密な対策と準備が必要であると考え
られた．

○田中 裕1）・齊藤 陽子2）・弦巻 立3）・倉田 行伸3）・金丸 博子1）・瀬尾 憲司3）

1）新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科，2）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野，3）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻
酔学分野
Perioperative management of a patient with Trichothiodystrophy
○TANAKA YUTAKA，Department of Dental Anesthesiology, Niigata University Medical and Dental Hospital, Niigata, Japan

P-Fb-9　トリコチオジストロフィー患者の歯科治療に対する周術期管理経験
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【目的】成人スチル病（Adult Stillʼs disease；ASD）は発熱，関
節痛，皮疹を引き起こす原因不明の全身炎症性疾患であり，難病
指定されている．今回，抜歯時に生じた上顎洞穿孔に対して上顎
洞口腔瘻閉鎖術を行った ASD 患者の 1 例を経験したので報告す
る．本報告にあたり書面にて患者の同意を得た．

【症例】患者は 38 歳男性，上顎右側臼歯部の疼痛を主訴に近歯科
医院を受診，上顎右側第 1 大臼歯の保存不可能なう蝕と診断を受
け，抜歯術を施行．その際，上顎洞の穿孔を認め当科紹介受診と
なった．16 歳の ASD 発症時からベタメタゾン錠，ミノドロン酸
水和物，ロキソプロフェンナトリウム水和物を長期服用するとと
もに，続発性の高血圧症に対しオルメサルタンメドキソミルを服
用していたが，内科的に全身状態のコントロールは良好であっ
た．上顎右側第 1 大臼歯は残根状態であり，根間中隔部に 8 mm
大の上顎洞穿孔を認めたため，残根周囲歯槽骨を削合，抜去し

た．そして，減張切開を加え，粘膜骨膜弁を伸展させ抜歯窩の完
全閉鎖，保護床を用いて創面の安定を図った．なお，術後感染予
防には歯科衛生士による口腔管理，グルコン酸クロルヘキシジン
含嗽，アモキシシリン水和物内服処方を行い，現在問題なく経過
している．

【考察】本邦において ASD は約 5000 例存在すると推定されてお
り，日常臨床において遭遇することは稀である．その大半はステ
ロイド製剤や免疫抑制剤を服用，感染リスクが高い．今回，他院
での外科処置時に生じた上顎洞穿孔に対して緊急処置を行う際，
速やかに医科と連携を行い，創部閉鎖を実現，歯性上顎洞炎や顎
骨壊死の発症リスクの軽減が可能となった．このように易感染性
の全身炎症性疾患を有する症例では，医科歯科連携の上，局所感
染の制御が重要であると思われた．

○松本 夏1）・中村 亨1）・大迫 文重2）・山本 俊郎2）・金村 成智2）

1）医療法人徳洲会宇治徳洲会病院歯科口腔外科，2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
A case of surgical treatment for maxillary sinus perforation of adult Still’s disease patient
○MATSUMOTO NATSU，Ujitokusyukai Hospital Department of Oral Surgery and Dentistry, Kyoto, Japan

P-Fc-3　上顎洞穿孔を認めた成人スチル病患者に対する外科的処置の １ 例

【緒言】知的能力障害を伴う単心房単心室患者に歯科治療を行っ
たので報告する．発表にあたり書面により保護者の承諾を得てい
る．

【症例】患者：26 歳，女性．病名：右系単心房単心室，両大血管
右室起始，肺動脈狭窄，総肺静脈還流異常，Reye 症候群急性脳
症後，てんかん，知的能力障害．主訴：左上う蝕治療．既往歴：
0～3 歳数回心臓外科手術，3 歳時グレン手術，僧帽弁形成術．服
用薬：ワルファリンカリウムその他．現病歴：通所施設の歯科検
診でう蝕を指摘され，小児科主治医より当科へ紹介となり来院．
現症：全身所見；身長 142 cm，体重 41 kg．自力歩行可能．在
宅酸素を使用し，安静時の動脈血酸素飽和度は 77～83％．チア
ノーゼを認め，バチ状指を呈している．口腔内所見；上顎左側第
二大臼歯口蓋側歯頚部から歯肉縁下にかけて齲窩，上顎左側智歯
周囲の発赤腫脹，全顎的に歯肉は発赤腫脹を認めた．エックス線

写真所見：上顎左側第二大臼歯根尖部にエックス線透過像を認め
た．臨床診断；上顎左側第二大臼歯慢性根尖性歯周炎，上顎左側
智歯周囲炎，慢性辺縁性歯周炎．

【経過】小児科主治医，歯科麻酔科医と協議し，静脈麻酔下で処
置を行うこととした．静脈麻酔導入後，予防投薬，スケーリン
グ，上顎左側第二，および第三大臼歯の抜去を行い止血確認し終
了した．術中は小児科主治医が立ち合い，術後は小児科病棟にて
入院管理とした．口腔内異常出血なく，全身状態安定とのことで
翌日退院となった．

【考察】今回小児科医師，口腔外科医，歯科麻酔医と十分な連携
を持ち，患者の急変時に対応できる準備をしておくことで，良好
な結果が得られたと考えられるが，日頃からの口腔内管理のあり
方についても連携を深めることができる体制構築が必要と思われ
た．

○相田 貴絵1）・楠本 康香2）・鈴木 朋1）・星合 泰治1）・有福 愛美1）・野末 杏奈1）・林 佳奈1）・竹内 陽平2）・田村 昌平1）・渡邊 麻里
子1）・岩淵 佑介2）・篠塚 修2）・脇田 亮3）・岩本 勉2）

1）東京医科歯科大学歯学部附属病院スペシャルケア外来，2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野，
3）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
Dental treatment of the intellectual disability patient of single ventricle with single atrium
○AIDA TAKAE，Clinic for Persons with Disabilities, University Hospital, Faculty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental 

University, Tokyo, Japan

P-Fc-2　知的能力障害を伴う単心房単心室の患者の歯科治療経験
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【緒言】重症心身障害者（以下，重症者）の多くは，主にその移
動能力が低いために著明な骨粗鬆症を呈し，脆弱性骨折を来たし
やすく1），その対策として薬物治療が選択されることが多い．ア
レンドロン酸（フォサマックⓇ）添付文書によると，咽喉頭，食
道等の粘膜に対し局所刺激症状を引き起こすおそれがあり，特に
適切に服用しない患者では，食道，口腔内に重度の副作用が発現
する可能性があると記載されている．口腔内に関する副作用とし
て口腔内潰瘍が現れることがあるとされているが，その報告例2）

は少ない．今回，広範囲の難治性口内炎を発症した重症者に対
し，BP 製剤を口腔内に留め，溶解させていたことが原因として
強く疑われた症例を報告する．なお，本症例の報告に際し，ご家
族から書面により同意を得ている．

【症例】患者：69 歳女性重症者．初診日：2019 年 1 月．広範囲の
口腔内潰瘍を主訴に当科受診．種々の検査を行うも原因を特定で

きず，対症療法を行っていたが，初診より 4 か月後に，BP 製剤
を口腔内に貯留させたことによる粘膜潰瘍を疑い，服用を中止す
ることで潰瘍の消失に至った．中止後は，潰瘍の再発は認めてい
ない．

【考察】骨粗鬆症は重症者に多くみられ，その対策として 2009 年
より当重症児施設においても骨粗鬆症の治療に経口の BP 製剤の
投与が開始された．服用方法を理解することが困難な重症者にお
いては，副作用として口腔内粘膜潰瘍を生じる可能性があること
を報告することで注意喚起を促すものである．

【文献】1）小川勝彦．重症心身障害児者における骨粗鬆症とその
対策．重症心身障害の療育 2014；9：177-99．
2）新田哲也，坂元亮一，平原茂浩，他：ビスフォスフォネート
製剤の不適切な服用方法による発症が疑われた口腔粘膜潰瘍．日
口外誌 2019；65：599-604．

○伊堂寺 良子・新寶 理子・渡邊 亮太・山西 博道
枚方療育園枚方総合発達医療センター
A case report of oral ulcers suspected to be caused by bisphosphonate in the person with severe motor and intellectual 
disabilities
○IDOJI YOSHIKO，Hirakata General Hospital for Developmental Disorders, Osaka, Japan

P-Fc-5　ビスホスホネート製剤による口内炎が疑われた重症心身障害者の １ 例

【緒言】習慣性顎関節脱臼の治療法として，非観血的処置が無効
の場合に観血的処置が行われることが多いが，認知症などの疾患
を有する高齢者の場合には術式の選択に苦慮することや術後の再
発を時に経験する．今回，われわれは認知症患者の習慣性顎関節
脱臼に対してチタンミニプレートによる前方障害形成術

（Buckley-Terry 法）を行うが，プレート変形のため再脱臼を認
め，その後顎間固定にて管理を行った症例を報告する．なお，発
表に際し患者家族より書面にて同意を得ている．

【症例の概要】患者：87 歳，女性．初診：2019 年 1 月．主訴：閉
口障害．既往歴：認知症．現病歴：初診日に施設職員が食事介助
を行おうと試みるも口が閉じない状態を発見し，当科受診となっ
た．現症：栄養中等度，障害高齢者の日常生活自立度 B-2，認知
症高齢者の日常生活自立度 4 であった．顔貌所見では開口状態お
よび口唇閉鎖不能状態を呈しており，画像所見では両側顎関節前

方脱臼を呈していた．処置および経過：初診日に徒手的整復を
行ったが，習慣性顎関節脱臼の状態となり，弾性バンテージによ
る開口制限や，関節自己血注入術などの非観血的処置を行うも再
脱臼を繰り返した．そのため，2019 年 6 月観血的処置である前
方障害形成術を行った．術後問題なく経過していたが 2019 年 11
月プレート変形のため再脱臼を認めた．その後は牽引ゴムによる
顎間固定にて管理を行っていたが，2020 年 1 月老衰のため他界
された．

【考察および結語】今回われわれは，観血的処置後に再発をきた
し，その後顎間固定にて管理を行った臨床経験を報告した．今後
も認知症患者の習慣性顎関節脱臼症例の増加が予測されるが，そ
の治療法や管理法に関する基準はなく，多数例における比較検討
が望まれる．

○加納 慶太1，2）・大薮 桃子1）・村山 高章1）・山本 俊郎2）・金村 成智2）・秋山 茂久3）・森崎 市治郎4）

1）宇治武田病院歯科・歯科口腔外科，2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学，3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療
部，4）梅花女子大学看護保健学部
A case of habitual temporomandibular joint dislocation in a patient with dementia surgically treated by the Buckley-Terry 
procedure using a titanium mini-plate
○KANO KEITA，Department of Dentistry and Oral Surgery, Uji Takeda Hospital, Kyoto, Japan

P-Fc-4　認知症患者の習慣性顎関節脱臼に対し行ったチタンミニプレートによる Buckley-Terry 法について
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【緒言】食道裂孔ヘルニアは，食道胃接合部の開大により胃酸が
逆流しやすくなることで，逆流性食道炎になる場合が多く見られ
る消化器系疾患である．今回，歯科治療時の Gag reflex を契機
に，食道裂孔ヘルニアの発見に至った症例を経験した．本報告に
関して患者から書面による同意を得た．

【症例】22 歳男性．2018 年 9 月に，左下智歯部疼痛を主訴として
来院．近医を受診するも，重度 Gag reflex を認めたため，薬物
的行動調整下での治療を目的に当科に紹介となった．左下智歯周
囲炎の診断の下，抜歯術が予定されたが，口腔内視診時から著明
な嘔吐感を訴えた．消化器系疾患を疑い，近医消化器内科の受診
を指示した．消化器内科より逆流性食道炎疑いに対する加療目的
で PPI 製剤の投与が開始され，1 週間後に上部消化管内視鏡検査
が実施された．食道粘膜に異常所見を認めなかったものの，胃噴
門部は検査中長期に開大しており，滑脱型食道裂孔ヘルニアと診

断された．粘膜炎予防のための PPT 製剤投与と，逆流を防ぐ生
活習慣すなわち腹圧を上げず食直後の臥床は避けるなどを意識す
ることと，ストレス時の対症療法での加療が継続されることと
なった．

【経過】2019 年 1 月，ミダゾラムとプロポフォール併用の静脈麻
酔管理下にて左下智歯を抜去した．歯科用 2％リドカイン（8 万
分の 1 アドレナリン含有）製剤を 3.6 ml 使用して局所麻酔を行っ
た．術中術後のバイタルサインに著変はなかった．また，逆流を
防ぐ生活習慣の影響か，ブラッシング時の嘔吐感が軽減したとい
う．

【考察】静脈麻酔により術中の Gag reflex の誘発なく抜歯術が遂
行できた．また，消化器内科的加療によりブラッシング時の嘔吐
感が軽減したことから，医科歯科連携により，患者による口腔内
のセルフメインテナンスをしやすい環境づくりを支援できた．

○岡村 知彦1）・吉松 英樹1）・大下 修弘2）・田中 佑人1）・小野 圭昭1）

1）大阪歯科大学附属病院障がい者歯科，2）大阪歯科大学歯科麻酔学講座
Hiatus hernia discovered due to severe gag reflex during dental treatment：a case report
○OKAMURA TOMOHIKO，Department of Spacial Care Dentistry, Osaka Dental University Hospital, Osaka, Japan

P-Fc-7　歯科治療時の Gag reflex を契機に食道裂孔ヘルニアの発見に至った症例

【緒言】結節性硬化症（TSC）は，全身の過誤腫及び血管性線維
腫を主兆候とする遺伝性疾患で，知的能力障害，てんかん，自閉
スペクトラム症などを高頻度で合併する．TSC 患者のてんかん
に対する治療薬として mTOR 阻害剤のエベロリムスが有効であ
るが，その副作用として口内炎と創傷の治癒遅延が高頻度に起こ
り，口腔機能を阻害する．今回我々は，エベロリムス服用 TSC
患者に対して上記副作用に配慮した智歯抜歯を行い，良好な経過
を得たので報告する．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】26 歳，男性，身長 157 cm，体重 4 kg．主訴：親知らず
の抜歯．既往歴：知的発達障害（発達年齢 4 歳代），てんかん．
現病歴：当科で口腔衛生管理を行ってきたが，上顎左側智歯，下
顎両側半埋伏智歯周辺の口腔清掃が困難となり，智歯周囲炎を誘
発したため抜歯適応と判断した．服用薬：エベロリムス，複数の

抗てんかん薬，向精神薬．
【処置及び経過】治療に対する拒否が強いためプロポフォールと
ミダゾラム併用した静脈内鎮静法下にて 1 歯ずつ抜歯を行う計画
を立てた．治療計画を立ててから三か月間の間に抜歯と SP のた
めに 4 回来院した．抜歯の日に点滴からビクシリン 2 g を術前投
与し，スケーリング・ルートプレーニングを行い口腔内環境の改
善をしてから抜歯をした．それぞれの治療後で治癒不全及び口内
炎の発症は認められなかった．その後，抜歯をしたことによる通
院の拒否はなく，当科にて定期的歯科管理を継続して行っており
経過は順調である．

【考察】本症例ではエベロリムスの副作用である治癒不全と口内
炎は起こらなかった．これは，抗菌薬の術前投与と口腔内環境改
善を行って抜歯をしたことによりその副作用を回避できたものと
思われた．

○宮原 康太1）・古谷 千昌1）・宮崎 裕則1）・安田 陽香2）・若林 侑加2）・高島 慎介1）・林 文子1）・尾田 有紀1）・岡田 芳幸1）

1）広島大学病院障害者歯科，2）広島大学病院診療支援部
A case of dental treatment for a patient with tuberous sclerosis complex taking everolimus
○MIYAHARA KOTA，Department of Special Care Dentistry, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

P-Fc-6　エベロリムス服用の結節性硬化症患者に対する歯科治療の １ 例
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【緒言】障害者の歯科治療後，口腔内に健常者では予想できない
事象が起こることがあり，多数の症例が報告されている．今回，
知的能力障害を有する患者に対してインプラント補綴を行い，精
神的要因によって習癖が増悪し補綴物の装着に難渋した症例を報
告する．なお，本報告は患者の保護者に趣旨を説明して書面によ
る同意を得た．

【症例】知的能力障害を有する 49 歳女性．開業歯科医の紹介で主
訴は上顎左側第 1 小臼歯欠損部のインプラント補綴と下顎右側第
1 大臼歯の抜歯であった．インプラント希望部位は前医で局部義
歯を製作したが適応できなかった．日常生活では，精神的に不安
定な時にタオルを咬む習癖があった．

【経過】下顎右側第 1 大臼歯は歯の破折のため初診時に抜歯，治
癒良好であった．主訴の上顎左側第 1 小臼歯欠損部のインプラン
ト埋入は全身麻酔で行った．その 2 か月後からタオル咬みの回数

と時間が増えた．埋入約 3 か月後に補綴物を装着．タオル咬みは
持続，指を口に入れることが多くなったが特に補綴物に問題はな
かった．1 年後母親より下顎右側第 1 大臼歯のインプラント補綴
の希望があり，1 回目の処置に問題がないことからインプラント
埋入を実施，補綴物を装着した．装着 5 日目に補綴物が脱離した
との連絡．指で触っていたとのことであった．母親と相談し暫間
補綴物を装着したが脱離と装着を繰り返したため，補綴せず経過
観察となった．

【考察】患者は知的能力障害を有しているために一般的なインプ
ラントの適応から外れるが，母親の強い希望と支援職員のサポー
トを期待して実施することになった．1 回目の補綴物装着後に施
設入所となり，精神的な不安が続き補綴物を気にする習癖が増強
したと考えられた．また生活環境の変化とそれに伴う情緒への影
響を考慮できていなかったことを反省させられた．

○久保田 智彦1）・田中 瞳1）・寳亀 幸子1）・池田 香織1）・西中 奈々1）・久保 栞1）・佐々木 あやの1）・上原 みゆき2）

1）社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園，2）社会福祉法人若楠青葉園
A case of patient with intellectual disability who had difficulty due to oral habits in implant prosthesis
○KUBOTA TOMOHIKO，Wakakusu Ryoikuen Rehabilitation and Medical Center, Saga, Japan

P-Fd-１　精神的ストレスにより口腔習癖が増悪してインプラント補綴に難渋した知的能力障害患者の １ 例

【緒言】Potocki-Lupski 症候群は 2010 年 Potocki らによって報告
された症候群であり，17 番常染色体短腕の一部重複に起因する．
乳児期に筋緊張低下や嚥下困難による摂食障害を生じることがあ
り，成長障害や低体重を来すことがある．小児期からは言語や運
動の発達障害を認め，多くの症例で自閉症スペクトラム障害を伴
う．他にも視覚聴覚・歯牙骨格異常，腎発達異常がみられ，睡眠
時無呼吸を伴うこともある．今回，本症候群患者の静脈内鎮静法
下歯科治療を報告する．発表にあたり書面により家族の承諾を得
た．

【症例】患者：13 歳，男性，身長 155 cm，体重 40 kg．病名：
Potocki-Lupski 症候群，知的能力障害．主訴：う蝕治療．既往
歴：花粉症以外特記事項なし．現病歴：家族（歯科医）により口
腔ケアを実施されていたが，う蝕治療を希望し当診療所を受診．
常用薬：なし．口腔内所見：両下顎第 1 大臼歯う蝕．前歯部反対

咬合，下顎歯の舌側傾斜．Ｘ線写真所見：右下顎第 1 大臼歯にう
蝕様透過像．経過：初診時の口腔内所見および診査時行動より行
動療法のみでは処置困難と判断し，静脈内鎮静法下での処置方針
とした．左下第 1 大臼歯はう蝕が深く抜髄処置を行い，別日に根
管充填を行った．術中術後の経過に問題なく，現在 COVID-19
流行に伴う縮小診療体制のため経過観察中である．

【考察および結論】本症候群は，小下顎症や摂食障害・睡眠時無
呼吸など，口腔咽頭に形態・機能異常を有する可能性があるが，
現在まで報告例も少なく今後症例の蓄積により全容の解明が望ま
れる．発達に伴う症状の変化も考慮し本症例でも今後定期的に
フォローを続け，医科との連携により全身状態の把握に加え，口
腔内の衛生管理を行っていくことが重要である．

【文献】Treadwell-Deering DE, et. al.  J Dev Behav Pediatr 31
（2）：137-43. 2010

○脇田 亮1）・横田 達哉2）・中島 淳1）・鈴木 朋3）・菊田 高行2）・内田 博之2）・宮川 慎二郎2）・新井 曄子2）・桜井 真理2）・白井 弘
三2）・戸坂 清二2）・時田 英紀2）・丸山 清孝2）・小長谷 光4）・篠塚 修3）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野，2）東京都八南歯科医師会休日・障害者歯科八王子市診
療所，3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野，4）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔
学分野
Dental treatment in a patient with Potocki-Lupski syndrome
○WAKITA RYO，Department of Dental Anesthesiology and Orofacial Pain Management, Division of Oral Health Sciences, 

Graduate School, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan

P-Fc-8　Potocki-Lupski 症候群の歯科治療経験
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【目的】上衣腫は脳室内に発生する脳腫瘍のひとつで，10 歳未満
の小児に好発する．今回，嚥下障害を呈する終末期第 4 脳室上衣
腫患者を経験したので報告する．なお，本発表にあたり家族から
書面で同意を得ている．

【症例】患者：初診時 6 歳の男児．主訴：飲み物を飲んだときに
むせるようになった．既往歴：2017 年 2 月から嘔吐あり．同年 4
月，第 4 脳室上衣腫の診断．水頭症．小脳梗塞．髄膜炎．気管支
喘息．現病歴：2019 年 6 月，嘔吐・ふらつきにて入院．同年 7
月，嚥下機能低下を認め，当センター紹介．口腔内の状態：上下
顎 E－E 萌出．欠損歯なし．

【経過】初診時，食事風景を観察．覚醒良好で意思疎通も可能
だった．舌の側方運動やや弱いが，運動時の左右差なし．唐揚げ
を自食し，咀嚼運動良好．水分をコップで摂取するがムセは認め
なかった．2 日後に嚥下造影検査実施．検査上，誤嚥は認めな

かったが，舌機能不全あり，水分摂取時に口腔内保持不全および
早期流入を認めた．検査結果から，水分には牛乳程度の薄いトロ
ミを付与することについて指導した．その数日後，原疾患の症状
が悪化，経口摂取量の減少あり口腔内残留増加．食形態を全粥・
刻み食とするも経口摂取量の改善なし．患児の希望であったプリ
ンは比較的食べられたので，食物物性の類似した食品について提
案し，食べられる範囲で経口摂取いただいた．以後，経過をみな
がら，患児の希望や家族と相談しながら経口摂取できそうな食
品，食べ方などについて指導を行った．全身状態の悪化から 11
日後，患児は死亡した．

【考察】今回，摂食嚥下機能評価を通して終末期脳腫瘍患者に関
わった．患児の希望する食品の中で摂取可能なものについて家族
と検討を行うこと，全身状態の変化に応じて食内容の調整を行う
ことの重要性が考えられた．

○山本 昌直1）・村田 尚道1，2）・前川 享子1，3）・東 倫子1）・綾野 理加1）・劉 法相1）・野島 靖子1）・関 愛子1）・高盛 充仁1）・森 貴幸1）・
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）医療法人社団湧泉会ひまわり歯科，3）プライムホスピタル玉島歯科
A case of ingestion guidance for a patient in the end-stage brain tumor
○YAMAMOTO MASANAO，Center for the Special Needs Dentistry Okayama University Hospital, Okayama, Japan

P-Fd-3　終末期脳腫瘍患者に対して摂食指導を行った一例

【緒言】アテトーゼ型の脳性麻痺（以下 CP）患者に対する義歯
による補綴治療は，不随意運動のため対応に苦慮することが多
い．磁性アタッチメント（Magnet Attachment：以下 MA）は，
外力を支台歯に伝達しにくい．今回我々は，アテトーゼ型 CP 患
者に対し，MA を利用したオーバーデンチャーを作製し，良好な
経過を得た症例を経験したので報告する．なお，本報告にあたり
本人から書面による承諾を得た．

【症例】患者：53 歳男性．障害：CP（アテトーゼ型），聴覚障害．
主訴：歯がすり減り噛めないので入れ歯を作ってほしい．既往
歴：出生時に CP と診断．1 か月前に頚椎症手術．現病歴：上下
顎動揺歯 9 本．咬耗顕著．現症：身長 160 cm，体重 50 kg．手押
し車使用で自立歩行可能．会話の聴取は困難で手話通訳が同行．

【処置および経過】53 歳時，不随意運動が顕著なため治療困難と
近医で判断され，義歯作製を目的に紹介受診．上顎に部分床義

歯・下顎に総義歯を作製することやクラスプにより鉤歯に過剰な
側方圧が加わり将来動揺する可能性，および喪失リスクがあるこ
とを説明したところ，上顎には MA を利用したオーバーデン
チャーを作製することとなった． 2 1 1 2 は根管治療後，MA の
キーパーを装着した．義歯装着後，上顎義歯は安定していたが，
下顎義歯は度々調整が必要であった．5 年経過した現在，下顎義
歯は使用しておらず，上顎のオーバーデンチャーと下顎の顎堤で
咀嚼機能を保っている．また，上顎義歯の適合は良好で残存歯に
動揺はみとめられず，患者は機能的・審美的に満足している．

【考察およびまとめ】アテトーゼ型 CP 患者の過剰な側方圧への
対応として MA は有用であると考えられた．今回，われわれは，
アテトーゼ型 CP 患者に対し，MA を利用したオーバーデン
チャーを作製し，良好な経過をたどった 1 例を経験した．

○尾田 友紀1）・古谷 千昌1）・宮原 康太1）・宮崎 裕則1）・高島 慎輔1）・和木田 敦子2）・渡 真由子2）・溝田 結日2）・神田 拓3）・吉田 啓
太4）・小田 綾5）・向井 友宏5）・須田 修二6）・入舩 正浩5）・岡田 芳幸1）

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）広島大学病院顎口腔外科，4）広島大学病院口腔再建外科歯科麻
酔科，5）広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門歯科麻酔学，6）尾田歯科クリニック
A case report of cerebral palsy patient whose overdenture was applied with magnet attachment
○ODA YUKI，Department of Special Care Dentistry, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

P-Fd-2　脳性麻痺患者に磁性アタッチメントを利用したオーバーデンチャーを応用した １ 例
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【目的】知的能力障害のある患者が定期的に通院するためには，
介助する家族の協力が欠かせない．今回，行動調整法を適宜変更
することで家族の負担軽減と口腔内清掃状態の改善につながった
長期間管理している知的能力障害患者の症例を歯科衛生士の立場
より報告する．発表にあたり家族より書面による同意は得てい
る．

【症例】患者：54 歳男性（初診時年齢 16 歳）．主訴：恐怖心が強
く歯科診療が難しい．既往歴：知的能力障害，軽度の肢体不自
由，高血圧，糖尿病．服用薬：イルベサルタン・アムロジピンべ
シル酸塩，テネリグリプチン臭化水素酸塩水，メトホルミン塩酸
塩．経過：初診時に口腔内の清掃状況が不良であることより口腔
衛生指導を優先した後，齲蝕治療を行った．患者のみの清掃では
十分な口腔内清掃が行えない状況であった．当初は介助磨きの習
慣もなく，清掃状態の改善には時間を要すると判断し，半年ごと
の定期検診時に口腔衛生指導を行うことにした．31 歳時より齲

蝕処置時の体動が著しくなり適宜，静脈内鎮静法での齲蝕処置を
開始した．49 歳時に母親の認知症が進行し，患者の付き添い者
が患者の兄となった．家庭での介助磨きは開口拒否や体動などに
より十分に行えなくなった．静脈内鎮静法での術前術後の食事，
時間制限などが兄の負担となり，52 歳時より半年毎の静脈内鎮
静法に加え，1～2 か月に 1 回の体動抑制下での機械的歯面清掃
を開始した．同時に通所施設での介助磨きの協力を書面で依頼し
た．

【考察】本症例では，受診間隔を短くした機械的歯面清掃や当セ
ンターと家族，通所施設との連携によりプラークの付着量が減少
したことで口腔内の環境改善につながった．

【結論】歯科衛生士は，患者の口腔内の清掃状態を維持するため
家族の負担軽減や支援につながるように連携をとる必要があると
考える．

○島根 恭代1）・小平 裕恵2）・桔梗 知明1）・横田 悠里3）・中嶋 智仁1）・小森 幸道1）・伊奈 幹晃1）・山崎 茂1）・倉本 弘樹1）・赤尾 眞
理1）・小林 和弘1）・井阪 在峰1）・田中 教順1）・端山 智弘1）・河原 博4）

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）日本歯科大学口腔リハビ
リテーション多摩クリニック，4）鶴見大学歯学部麻酔学講座
A case of long-term oral hygiene consultation for the person with intellectual disability
○SHIMANE YASUYO，Tokyo Setagaya Ward Dental Association Oral Hygiene Center, Tokyo, Japan

P-Fe-１　長期間通院している知的能力障害者の口腔衛生指導を実施した １ 例

【緒言】自閉スペクトラム症（ASD）患者の中には，不安やうつ
など精神症状が併存し動作が緩慢になるなどの緊張病様の症状に
発展する者もいる．今回，12 歳を境に自発性の減退がみられた
患者に対し，歯科における支援方法を検討したので報告する．本
症例の発表にあたり書面により保護者の同意を得ている．

【症例】13 歳男児．重度知的能力障害を伴う ASD．服薬なし．
特別支援学校に在学．コミュニケーション能力は日常会話を理解
し，単語や身振り手振りで表現する．診療時は口頭指示に従い声
掛けに対し頷くまたはおうむ返しをする．

【経過】初診時（当時 7 歳）よりトレーニングとセルフケアの自
立を目的とした TBI を実施．口頭指示に協力的に従い機械的口
腔清掃も可能となっていた．しかし中学入学時（当時 12 歳）よ
り入室時の動作が遅くなり TBI 時も無関心な態度となった．日
常生活においても自発的な行動と発語がなくなった．翌年には

ADL が要介助となる程の無気力がみられ，歯科受診時も同様で
あった．現在は診察時の開口指示には受容がみられる．今後の行
動変容において行動観察の徹底と生活面の把握が重要と考え，情
報収集とスモールステップの構築の再検討を行っている．

【考察および結語】患児の行動観察から，自発性の減退や無反応，
不動，無表情，無言などが見られた．Goodman らは青年期に，
早期の多動が不活発や無気力に置換することや約 10％は青年期
に言葉を失い，時に知能低下を伴うことを報告している．患者の
問題が ASD の特性か併存しうる精神症状なのか，症状経過や変
化を医師と共有し実際の歯科診療では，ASD の特質が顕在化し
ないよう，具体的な指示，落ち着いた見守り，行動の習慣化など
の心理面に配慮した支援を行う必要がある．

【文献】傳田健三：自閉スペクトラム症（ASD）の特性理解．
Jpn J Psychosom Med 57：19-26，2017

○平山 若葉1）・川田 理絵1）・武居 まゆみ1）・小澤 正明2）・武藤 光央3）・篠木 麗1）・今野 歩1）・杉山 紀子3）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

1）横浜市歯科保健医療センター，2）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科，3）横浜市歯科医師会
Support for autism spectrum disorder patients with spontaneous reduction in their behavior
○HIRAYAMA WAKABA，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Kanagawa, Japan

P-Fd-4　自発性の減退がみられた自閉スペクトラム症患者に対する支援
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【緒言】う蝕を予防するためには，適切なブラッシングと食生活
が必要不可欠である．しかし患者の中には，様々な理由により毎
日のケアが難しく，う蝕が進行・多発してしまうことも少なくな
い．今回は，介助磨きが困難な患者に対して口腔衛生指導を行っ
ている症例について報告する．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：9 歳男児（初診時 7 歳）．ADL は自立している．
言語でのコミュニケーションも概ね問題なく行える．障害名：精
神発達遅滞．主訴：う蝕治療．

【経過】2018 年 12 月（当時 7 歳）う蝕治療終了以後，月 1 回来
院していただき，本人へのブラッシング指導と母への口腔衛生管
理指導を開始．同時に歯面清掃を徹底．本人へ最初に脱感作を
行ってからブロックごとに分け，磨きやすい部位より指導．カウ

ント法やモデリング・視覚支援などを行う．母へは間食指導を中
心とした口腔衛生管理指導を行う．他にも家での歯磨きの声掛け
やタイミングの決定・歯ブラシの大きさの変更をした．

【考察】ブラッシング前の脱感作やう蝕治療による痛みの消失が
口腔過敏の軽減に繋がったと考える．またブラッシング指導の継
続により，習慣の確立やブラッシング技術の向上がみられ，口腔
衛生状態や歯肉炎の改善を認めた．患者の意識や生活態度の変化
が，母の意識の変化に繋がり，継続的な歯科受診・食生活の改善
に協力が得られたと考える．これからも患者に合わせた口腔衛生
指導を継続しつつ，う蝕の発生を抑えたい．そのためには歯頚部
をしっかり磨けるようになることが課題である．患者は機械への
恐怖・拒否が強いため，機械的清掃をリラックスして行えるよう
にトレーニングもしていきたい．

○登尾 優樹・和氣坂 香織・吉川 詩野・田中 聡美・中村 恵子・米花 佳代子・中村 由貴子
大阪発達総合療育センター
Oral hygine instruction for a child with mental retardation refusing to toothbrushing support：A case report
○NOBORIO YUKI，Osaka Developmental Rehabilitation Center, Osaka, Japan

P-Fe-3　介助磨きの拒否が強い精神発達遅滞児に口腔衛生指導を行っている症例

【目的】新生児集中治療室から退院する超低体重児や医療的ケア
児が，家族とともに，安心して暮らすために多くの制度が整備さ
れてきているが，十分ではない．今回，在宅酸素療法患児の家庭
訪問に保健師と訪問看護師とともに歯科衛生士（DH）が同行す
ることで，口腔衛生管理および摂食嚥下の発達支援において，早
期介入が図れた 1 症例を報告する．本報告に際し，書面による家
族の同意を得た．

【症例】1 歳 5 か月の男児．出生時体重 1000 g 以下，生後 5 か月，
体重約 4000 g で退院した．全般的な発達遅滞があり，気管支喘
息，喉頭軟化症のため，在宅酸素療法を行なっている．

【経過】退院後，家庭訪問に DH が同行することで，全身的評価
や母親の精神面への支援と併行して，過敏に対する脱感作療法，
口腔ケア，摂食の状態を確認した．しかしながら，口腔ケアのた
びに嘔吐することから，誤嚥，窒息のリスクが高く，対応が困難

であると判断し，口腔保健センター障害者歯科診療所に紹介受診
した．頻回の嘔吐により歯の脱灰，着色を認めた．1 歳 10 か月
から，経管栄養を開始したが，嘔吐の状況に変化はなかった．家
庭訪問における多職種連携と情報共有により，全身状態に配慮し
た口腔ケア時の姿勢，対応方法の詳細な指導やスケーリング，着
色除去を行い，母への精神的な支援をするとともに，継続的な口
腔健康管理を行なうことができた．

【考察】家庭訪問に DH が介入することで，口腔に関する家族の
困りごとを聴き，相談にのることができた．さらに，当センター
と早期から連携をとることが可能となり，患者の状態を詳細に把
握し，適切な口腔健康管理を行うことができた．保健師と訪問看
護師と DH の連携に加え，当センターによる後方支援により医療
的ケア児とその家族の QOL の向上を図ることが可能であると考
えられた．

○岡野 恭子1）・田中 直人1）・渡辺 徹1）・氏家 博1）・白田 泰愛1）・百衣 啓至1）・勝畑 尚幸1）・鎌田 有一朗1）・徐 完植1）・田中 味
香1）・児玉 真理1）・宮城 敦2）・小松 知子2）

1）鎌倉市口腔保健センター障害者歯科診療，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
A case of a child with home oxygen inhalation therapy who underwent early intervention of oral care
○OKANO KYOKO，Kamakura City Oral Health Center Dental Clinic for the Special Patient, Japan

P-Fe-2　口腔ケアの早期介入を行なった在宅酸素療法患児の １ 症例
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【目的】筋萎縮性側索硬化症（以下 ALS）患者では病期の進行に
伴い，本人意思が確認できなくなり，意思決定において困難に直
面することがある．このため将来のケアについて患者・家族と医
療従事者が事前に話し合うプロセスであるアドバンス・ケア・プ
ランニング（以下 ACP）が重要である．今回，ACP に基づき口
腔ケアマネジメントを行った症例を報告する．本症例の発表にあ
たり書面により患者家族の同意を得た．

【症例】生来健康であった 50 歳の男性．2015 年 4 月より下肢の
筋力低下を自覚．2015 年 10 月 ALS と診断．病名告知後 ACP に
基づき事前指示書が作成された．この時点では予想される呼吸筋
麻痺に対して人工呼吸器による延命を希望しなかった．歯科衛生
士が介入し，口腔ケア指導，口腔機能リハビリテーションを開始
した．2016 年 1 月呼吸不全のため入院．入院を契機として延命

について意思変化があり，再度 ACP について聞き取りがなされ，
本人意思に基づき咽頭気管分離手術，人工呼吸器装着，胃瘻造設
術を行った．2016 年 11 月より経口摂取中止．2018 年春より全随
意筋麻痺から閉じ込め症候群となり本人意思を確認する手段がな
くなった．現在，口腔ケアマネジメントを継続中である．

【考察】会話ができる段階で歯科衛生士が本人の意向を聞き取れ
たことで．患者の意思を尊重した口腔ケアプランを立案できた．
患者が人工呼吸器装着を決断したことにより，それに合わせた口
腔機能・摂食嚥下機能維持を目的とする口腔ケアプランへ変更が
必要となった．

【結論】ALS により閉じ込め症候群となった患者の口腔ケアマネ
ジメントを行った．ACP は病期の進行とともに見直され，それ
に基づいた口腔ケアマネジメントが重要であった．

○高田 和恵・瓜生 和貴・山岸 絹枝・伊藤 さと美・鈴田 弓実・松原 礼子・黒田 亜美・冨田 健嗣・丹羽 忍・小川 さおり・岡
部 靖子

名古屋歯科保健医療センター
A case of oral care management based on advance care planning for amyotrophic lateral sclerosis patients
○TAKATA KAZUE，Nagoya Dental Healthcare Center

P-Fe-5　筋萎縮性側索硬化症患者に対してアドバンス・ケア・プランニングに基づき口腔ケアマネジメントを行った １ 症例

【緒言】8p-症候群は成長不全，知的能力障害（ID），高口蓋，小
顎などを認める常染色体異常疾患，Coffin-Lowry 症候群（CLS）
は特異顔貌，骨格奇形，低身長，ID などを主徴とし，厚く突出
した口唇，常に開いた口などを認める遺伝性疾患である．今回，
8p-症候群に CLS を合併した患者の長期口腔管理を経験したので
報告する．尚，本症例の発表に際し書面にて保護者の同意を得て
いる．

【症例】患者：19 歳（初診時 2 歳），女性，既往歴：8p-症候群， 
CLS，重度 ID，初診時主訴：転倒による上唇小帯裂傷，51，62
の動揺．

【経過】51，62 については受傷後脱落し，5 歳 11 か月時には計
14 本の乳歯が早期脱落した．その後，保隙装置を装着し，定期
的に口腔管理を受けていた．7 歳時に CLS の診断を受け，13 歳
時に母親より常に開口していることに対し口腔筋機能療法

（MFT）の希望がありまた，前歯の動揺および歯槽骨の吸収が認

められたため，歯科衛生士による MFT と口腔衛生指導を開始す
ることにした．MFT では口唇閉鎖不全の改善を目標にした．
1～2 か月毎の MFT と口腔衛生指導を継続し，現在は指示によ
る口唇閉鎖とぶくぶくうがいは可能となってきている．また，前
歯の動揺も大きな変化はなく，安定している．

【考察】患者は ID，低身長，厚く突出した口唇，常に開いた口，
高口蓋などの特徴を呈し，開咬もみられた．CLS では筋の低緊
張も特徴のひとつであり，口唇閉鎖不全の改善は困難と考えられ
たが，患者の能力に合わせた MFT を長期間繰り返すことにより，
若干ではあるが筋機能の向上も可能であると考えられた．また，
CLS は乳歯の早期脱落と永久歯の若年からの歯周疾患による早
期脱落が報告されている．口唇閉鎖やぶくぶくうがいは歯周疾患
の予防にも繋がると考えられるため，今後も口腔衛生指導と
MFT を継続していく予定である．

○麻生 綾子1）・高瀬 幸子1）・高野 知子1，2）・杉山 郁子1）・望月 美穂1）・山田 千恵1）・植松 里奈1）・熊坂 純雄1）・齋藤 良幸1）・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
Long term dental management of a patient with 8p-syndrome and Coffin-Lowry syndrome
○ASO AYAKO，The Division of Special Needs Dentistry, Kanagawa Dental University Yokohama Clinic, Kanagawa, Japan

P-Fe-4　8p-症候群に Coffin-Lowry 症候群を合併した患者に対し長期口腔管理を行った １ 症例
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【目的】化学放射線療法を受ける頭頸部がん患者は，口腔粘膜炎
の重症化によりがん治療の継続が困難となることがある．また，
周術期口腔機能管理（以下，周管）を行うことで，口腔粘膜炎の
重症化を抑制し，がん治療の成績が向上すると報告されている．
今回われわれは，化学放射線療法中の頭頸部がん患者の周管に難
渋した症例を経験したので報告する．なお，報告に際し，患者に
書面で同意を得た．

【症例と経過】患者は 54 歳男性，口腔底癌（cT3N2cM0）・下咽
頭癌（T4aN2cM0）に対して化学放射線療法の方針となり，
20XX 年 X 月，周管目的に当科紹介受診となった．治療前より，
口腔ケアに加えて感染源の抜歯等の周管を開始した．化学放射線
療法実施時に Grade 3（CTCAE V4.0）の口腔粘膜炎を認めたた
め，栄養摂取や口腔管理が困難となった．そこで，胃瘻による栄
養管理やオピオイド投与となった．しかし，口腔粘膜炎による疼

痛が強く，セルフケアを行うことが困難となり，口腔粘膜炎が増
悪した．そこで，連日の口腔ケア介入を実施した．その結果，口
腔粘膜炎は重症化をせず化学放射線療法が完遂できた．

【考察】本症例は，周術期前から口腔管理を実施していたにもか
かわらず口腔粘膜炎が発症し，症状が増悪した．また，オピオイ
ドの投与を実施したが，疼痛制御ができなかった．そこで，口腔
ケア前にキシロカイン配合アズノール軟膏をシリンジに入れるな
ど愛護的な方法で口腔ケアを連日実施した．その結果，口腔粘膜
炎は局所制御が可能となり，化学放射線療法を完遂できたと考え
られた．

【結論】今回われわれは，頭頸部癌患者における化学放射線療法
中の周管に難渋した 1 例を経験したため報告した．
承認番号 ERB-C-323-5

○藤川 由美1）・宮垣 有希1）・寺岡 友佳1）・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
A difficult case of perioperative oral management for head and neck cancer patients of chemoradiotherapy treatment
○FUJIKAWA YUMI，Department of Dentistry, University Hospital, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan

P-Fe-7　化学放射線療法中の頭頸部癌患者における周術期口腔機能管理に難渋した一症例

【緒言】頭蓋縫合早期癒合症は，単一あるいは複数の頭蓋縫合が
早期癒合して頭蓋変形，頭蓋内圧亢進などを引き起こし，頭蓋骨
の異常のみの非症候群性と顔面骨の低形成や他の先天異常を伴う
症候群性に分類される．本邦では症候群の報告は見られるが非症
候群は僅かである．今回我々は，非症候群性頭蓋縫合早期癒合症
の患児に口腔管理を行った症例を報告する．本症例の報告にあ
たっては本学付属病院規定により書面による患者家族の同意を得
た．

【症例】患者：12 歳 9 か月．女児．初診時主訴：前歯がガタガタ
の歯並び．現病歴：6 歳 1 か月近医から上顎骨劣成長で紹介され
矯正歯科を受診，当科に口腔管理を依頼された．その後 5 年間定
期検診を行っている．既往歴：在胎 39 週正常分娩（出生時体重
2806g）で誕生し，母親は妊娠中特に異常はなかった．生後 2 か
月，某医療センターにて非症候群性頭蓋縫合早期癒合症と診断さ

れ，手術を受け，その後，知的発達障害を指摘された．家族歴：
両親とも特記すべき疾患はない．現症：全身所見：身長 120.2 cm，
体重 19.0 kg．ローレル指数 94.5 でやせすぎ．口腔内所見：初診
時の萌出歯は，乳歯 13 歯と永久歯 6 歯で，上顎左側中切歯には
基底棘が認められた．エックス線所見：パノラマエックス線写真
より，下顎両側第二小臼歯先天性欠如，第二大臼歯の石灰化が認
められなかった．

【考察】症例は知的発達障害があり，最初は恐怖心が強かったが，
トレーニング後は通常治療が行えるようになった．矯正治療を開
始し，可撤式装置を装着したが協力得られず一時中断した．今後
は再度矯正治療を検討する予定である．後継永久歯がないため第
二乳臼歯の保存と隣接面う蝕の予防のために，歯磨きへの意識を
向上させることが課題である．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する予定である．

○吉田 美香子1）・女ヶ沢 美樹2）・星野 倫範1）

1）明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野，2）明海大学病院歯科衛生部
A case report on the non-syndromic craniosynostosis
○YOSHIDA MIKAKO，Division of Pediatric Dentistry Department of Human Development and Fostering Meikai University 

School of Dentistry, Saitama, Japan

P-Fe-6　非症候群性頭蓋縫合早期癒合症患児の １ 例
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【目的】自閉症が必ずう蝕発症のリスクが高いと言えるのか，長
年に渡りう蝕予防を実践した一例により考察を試みる．尚，本症
例に関しては保護者の書面により同意を得ている．

【症例】初診時年齢：10 歳 3 か月．男児．初診日：2009 年 7 月，
主訴：歯に穴が開いている．障がい名：自閉スペクトラム症．処
置および経過：初診時，保護者の方がイラストカードを準備され
ていた．自宅で治療に対する免疫を付けるため，ロールワッテや
アプリケーターなどで練習してもらった．乳臼歯にう蝕あり．交
換期のためう蝕処置はせず，フッ化物洗口（225 ppmF）を開始
してもらい経過観察．健康教育も行った（間食指導や歯間清掃指
導等）．1 か月ごとに健診兼トレーニングとして来院してもらっ
た．セルフケアでは歯ブラシのみを使用．通院して間もない頃
は，イヤーマフを装着して待合の椅子に座らない等，不安な様子
が見受けられた．パニックを起こすこともあったが，現在は落ち

着いた態度で静かに座って待機している．医療費も自身で支払う
姿が見受けられるようになった．10 歳 3 か月から満 21 歳までの
11 年間，う蝕予防処置を継続することで永久歯列交換後，う蝕
は認められない．

【考察】う蝕予防において，フッ化物の応用，食習慣，セルフケ
ア管理が実行出来るならば，カリエスフリーが実現できることを
検証できた事例である．う蝕は，酸産生細菌によるバイオフィル
ム内の脱灰が生じる現象であるが，その現象を左右するのは，セ
ルフケア等の生活習慣，個人を取り巻く環境まで関係している．
自閉症を伴いながらもう蝕を予防できた要因を以下に示す．1，
環境，保護者の理解，支援．2，個人の行動変容：フッ化物洗口，
月一の来院を習慣化出来た．3，歯科医療者側の支援

【結論】自閉症は必ずしもう蝕発症のリスクとはならない．

○清水 有紀1）・文元 基宝1）・日高 孝子1）・房 人惠1）・中島 好明1）・小谷 隆久3）・大本 博樹2）

1）文元歯科医院，2）大阪歯科大学附属病院障害者歯科，3）こたに歯科医院
Case report of long-term regular health checkup with autism
○SHIMIZU YUKI，Fumimoto Dental Clinic, Osaka, Japan

P-Fe-9　自閉症を伴う長期定期健診受診者の経過症例

【概要】薬物性歯肉増殖症の重度脳性麻痺患者対し，歯肉切除術
を行い良好な結果を得たので報告する．発表に際し書面による家
族の同意を得ている．

【症例】患者：22 歳女性．初診日：2019 年 10 月．重度脳性麻痺
（最重度知的能力障害，四肢麻痺）のため，2000 年医療型障害児
入所施設に入所．2003 年より抗てんかん薬を服用中．施設の定
期健診のため来院した．

【臨床所見】全顎的に辺縁歯肉の発赤，口蓋側を中心に歯冠を覆
う歯肉増殖を認めた．歯槽骨吸収は認められなかった．

【診断】薬物性歯肉増殖症
【治療方針】歯周基本治療を行い，改善が認められなければ歯周
外科処置を行うこととした．

【治療経過】重度脳性麻痺およびてんかんのため，服薬の変更は
困難であった．歯周基本治療に準じて介護スタッフに対するブ
ラッシング指導およびスケーリング・ルートプレーニングを行っ

た．プラークコントロール（PC）はやや改善したが，口蓋側の
弾性硬の線維性歯肉増殖は残存した．アタッチメントロスは認め
られなかったため両側口蓋側に歯肉切除術を施行した．その後，
PC の再徹底を行った．

【考察】重度心身障害児・者入所施設には，難治性のてんかんの
ため抗てんかん薬を服用中の患者が多数存在する．また，重度脳
性麻痺のためブラッシングを含め自立した生活は困難で介護・看
護スタッフの介助を要する状態である．薬物性歯肉増殖症の発生
機序は完全には解明されておらず，発症や進行にプラークの関与
が考えられる．しかし，徹底した PC により完全な歯肉増殖の予
防や治癒が可能とは限らない．そのため本症例では，可及的な
PC 後に外科処置による口腔環境の改善を行った．現在は歯周ポ
ケットも改善した状態だが，今後も抗てんかん薬の服用は継続す
るため，再発しないよう施設スタッフと協力していく必要があ
る．

○山上 香1，2）・紺野 有紀子1，2）・益子 恵1，2）・三田村 治郎2）・菊地 公治1，3）・山川 道代4）・江面 陽子1，5）

1）国際医療福祉リハビリテーションセンターなす療育園，2）国際医療福祉大学クリニック健康管理センター，3）医療法人文光会スペシャ
ルニーズセンター，4）国際医療福祉大学病院歯科口腔外科，5）医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック
A case of gingivectomy for a patient with severe cerebral palsy with drug-induced gingival hyperplasia
○YAMAGAMI KAORI，Nasu Institute of Developmental Disabilites, International University of Health and Welfare. Tochigi. Japan

P-Fe-8　薬物性歯肉増殖症の重度脳性麻痺患者に対し，歯肉切除術を行った一症例
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【目的】Jacobsen 症候群は，11 番染色体長腕の部分欠失により生
じる多発性先天異常と知的能力障害を伴う隣接遺伝子症候群であ
る．血小板機能異常，血小板減少および様々な臓器や骨格の奇形
を有することから，多くの専門分野が関わり，総合的な評価・管
理が必要である．今回，歯科的管理の継続のため，某三次医療機
関から当センターへ紹介受診した Jacobsen 症候群患者の口腔管
理を行った 1 症例について報告する．尚，本症例の発表に際し書
面にて保護者の同意を得ている．

【症例】7 歳男児．両大血管右側起始症術後（フォンタン術），
Jacobsen 症候群（11 番染色体欠損），右水腎水尿管，右側唇顎裂
術後である．頭蓋骨変形，眼間開離，眼瞼裂斜下，小耳介などの
特徴的な特異顔貌を呈している．口腔所見としては，乳歯のエナ
メル質形成不全，下顎前歯部の舌側傾斜があり，過蓋咬合がみら

れる．指しゃぶり，タオル噛みが顕著で，流涎が増加している．
【経過】初診時は，ユニットへの着席困難であったが，歯科衛生
士による数回の歯磨き指導を通して，行動変容を行い，歯科適応
を図った．家庭での歯磨きへの協力は得られず，抑制して，仰臥
位もしくは立位での仕上げ磨きが中心であったが，歯科での歯磨
き指導により，脱感作が行え，協力的になった．現在，永久歯胚
の確認はできていないが，永久歯の歯数の異常や萌出異常の可能
性とともに，不正咬合のリスクも高いことが予測される．

【考察】知的障害があり，口腔機能の低下・不正咬合およびエナ
メル質形成不全に伴うう蝕，歯周病のリスクに対して予防のため
の継続的な管理が重要と考えられた．今後は，継続的な口腔衛生
管理を行い，矯正学的治療のアプローチを含め，管理をしていく
必要があると考えられた．

○田中 味香1）・田中 直人1）・渡辺 徹1）・氏家 博1）・白田 泰愛1）・百衣 啓至1）・勝畑 尚幸1）・鎌田 有一朗1）・徐 完植1）・岡野 恭
子1）・児玉 真理1，2）・宮城 敦2）・小松 知子2）

1）鎌倉市口腔保健センター障害者歯科診療，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
A case of oral management using behavior modification on patient with Jacobsen syndrome
○TANAKA MIKA，Kamakura City Oral Health Center Dental Clinic for the Special Patient, Kanagawa, Japan

P-Fe-１１　行動変容を用いて口腔管理を行った Jacobsen 症候群患者の １ 症例

【緒言】障害者総合支援法が定める「障害福祉サービス」として
共同生活援助（グループホーム）があるが，家庭からの移行には
食生活や支援する人など生活環境に大きな変化が伴う．自立支援
である一方で，食生活を含む生活習慣の乱れにつながることも多
く，口腔衛生状態の悪化などの問題が生じる．今回，グループ
ホームの利用を機に口腔衛生状態が劣悪になった患者に対してブ
ラッシング指導（以下 TBI）を行った症例を報告する．なお，
本症例は患者から書面にて同意を得ている．

【症例】45 歳の女性．軽度知的障害，てんかんがある．歯肉の腫
れを主訴に来院した．1 年 3 カ月前グループホームの利用を開始
以降，生活習慣が乱れ，食生活も菓子など多量に摂取していた．
初診時の口腔内診査の結果，処置を必要とするう蝕はないが，抗
てんかん薬による全顎的な歯肉増殖症を認めた．口腔清掃状態は
不良で，Plaque Control Record（以下 PCR）は 92.9％であった．

【処置および経過】DH による初回介入時の生活習慣などの聞き
取りと TBI により，歯磨きによる口腔清掃の手技は問題なく，
一方で，生活習慣に問題があることが判明した．そのため，歯磨
きを行う時間について，実行できる時間の設定，歯磨きの実行の
有無の記録手帳の作成などを行い，モチベーションを高めなが
ら，指導を継続した．3 回の TBI で PCR は 79.6％になり，初回
に比較して，清掃状態の改善が見られた．また砂糖の摂取など，
食生活の指導も時間をかけて行った．

【考察】患者の知的能力や生活背景を把握し，生活習慣および食
生活を改善するだけでなく，生活リズムに合った指導内容を提案
することが大切であると考えられた．その結果，負担の少ない歯
磨き習慣が身につき，口腔衛生状態の改善ならびに生活習慣の改
善に繋がったと考えられた．

○福富 もか1）・宮本 晴美1）・新倉 悠里1）・赤坂 徹2）・西山 和彦2）・高満 幸宜2）・出井 鮎美2）・三國 文2）・田邊 千晶3）・村井 朋
代2，4）・小松 知子2）・森本 佳成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学分野，3）ピース
歯科，4）梅花女子大学口腔保健学科，5）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座
A case of intellectually disabled person whose oral hygiene was improved by lifestyle guidance
○FUKUTOMI MOKA，Department of Dentistry for Special Patients and Dentistry or Medically Conpromised and Geriatric 

Patients Kanagawa Dental University, Kanagawa, Japan

P-Fe-１0　生活習慣指導により口腔衛生状態が改善した知的障害者の一症例
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【緒言】筋萎縮性側索硬化症（ALS）では，長期療養を余儀なく
される．今回，15 年間在宅療養中の ALS 患者において長期の口
腔管理が，本人と主介護者の QOL および負担感の改善につな
がったため報告する．本研究発表については，患者本人と家族か
ら書面同意を得た．

【症例】患者：64 歳男性．主訴：口腔ケア希望．既往歴：2001 年
ALS の診断．2004 年胃瘻造設，気管切開術．現病歴：2005 年う
蝕と歯周疾患があるも，当初ホームケアは困難であったため，週
一回の在宅訪問診療にて継続的口腔ケアを行った．

【経過】初診よりう蝕処置と歯周治療を行った．2015 年咬合性外
傷のため，上顎左右臼歯部にプレート装着した．初診より Face　
Scale（FS1～20 点）にて患者自身に QOL 評価をしてもらった．
また介助歯磨きを担当する妻に対し，現時点での Zarit 介護負担
尺度日本語版（0～88 点）を用いた介護負担度評価と，口腔ケア

の負担感についての聞き取りを行った．
【結果】消炎処置を含めた口腔管理を継続した結果，FS は最終的
に 1 を示した．妻の介護負担度は 27 で，やや中等度であった．
妻への聞き取りでは，訪問口腔ケアが軌道に乗ると患者が介助者
に対し心を開いた様子が明らかになった．現在ではヘルパー等の
助けを借り，妻が介助歯磨き等のホームケアを問題なく実施でき
ている．

【考察】今回，Zarit の介護負担尺度を実施したことで，主介護者
の介護負担と口腔ケアの負担感を知ることができ，訪問歯科診療
における同尺度の有用性が示唆された．また客観的尺度や聞き取
りを通し患者本人および主介護者の気持ちを把握し，寄り添うこ
との重要性が改めて示された．今後も，他職種と密に情報共有を
行うなど在宅支援を継続していきたい．

○岡 雅子1，2）・上田 智恵子1）・山東 理沙1）・湯崎 敬子1）・竹岡 高志1）・小畑 文也1）

1）医療法人ウェルネス小畑歯科医院，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
Oral health management  of a patient with amyotrophic lateral sclerosis for fifteen years
○OKA MASAKO，Wellness Kobata Dental Clinic, Wakayama, Japan

P-Ff-１　筋萎縮性側索硬化症の患者に対する １5 年間の口腔管理について

【緒言】砂糖過剰摂取による体重コントロールが難しい問題があ
る患者に対する食事指導を試みたので報告する．本報告に対して
保護者の同意を書面により得ている．

【症例】初診年齢 18 歳知的能力障がい者（自閉傾向）男子．身長
173 cm，体重 98 kg（BMI＝32.7）口腔内清掃良好．日常は絵
カードによる行動調整有効．主訴：左上 6 冷水痛あり．その他の
う蝕も治療希望．担当医が患者の体型から通法での治療困難と判
断．痛みある部位に対して，母親の同意を得て静脈内鎮静法下で
治療．

【経過】初診時 1 日にジュース（炭酸飲料）2 l を水代わりに摂取．
野菜嫌いなので野菜ジュースで補給．チョコなどの甘いお菓子も
摂取しており，1 日の砂糖摂取量が過剰と判明．ジュースは，水
かお茶へ変更．野菜ジュースも糖質軽減の為，野菜のままで摂取

するように指導．母親は，仕上げ磨きなどを熱心に取り組んでい
ることから今後の食生活についても改善の同意を得られた．初
診～3 回目ユニットに座る練習（座位～水平位可能）4 回目～
TBI（絵カードを貸し出し自宅で練習）9 回目～静脈内鎮静下で
左上 6 インレー形成，印象．体重 97 kg．昨年 2 回目静脈内鎮静
下にて右上 8 抜歯．体重 83 kg．現在　定期検診．

【結果】体重 87 kg（27.7）肥満 1 度　初診時よりマイナス 15 kg
ではあるが，平均体重 65.8 kg であることから今後も経過観察が
必要．口腔内にかんしては，新たなう蝕なく安定．

【考察】来院時には，体重確認と食事内容を聞き取りし，指導を
重ねた．それによりキーパーソンである母親の意識を高めてい
き，積極的に協力して頂く事で結果減量へつながったと考える．

○池田  千絵1）・首藤  亜紀子1）・小國  望1）・菊地  幸信1）・永村  宗護1）・高橋  恭彦1）・松川  純子1）・橋本  富美1）・阿部  佳子2）・河
原 博2）・茂木 信道1）・片山 正昭1）

1）公益財団法人藤沢市歯科医師会，2）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
A case of instructing sugar control to an obese person with intellectual disability (autism tendency)
○IKEDA CHIE，Fujisawa City Dental Association, Japan

P-Fe-１2　肥満体型の知的能力障がい者（自閉傾向）へシュガーコントロールを指導した １ 例
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【緒言】Rett 症候群は，幼児期からの姿勢・協調運動異常，常同
運動，自閉傾向，てんかん等を主徴とし，呼吸異常や筋力低下，
失調性歩行，側彎症等を呈する進行性神経疾患である．口腔領域
ではブラキシズムと流涎が主な特徴であり，咬耗や咬合性外傷を
生じ，歯列不正も多い．今回我々はジストニアや四肢体幹の変形
を有し，長期口腔内管理を行った Rett 症候群患者について報告
する．発表にあたり書面にて保護者の同意は得ている．

【症例】35 歳女性．初診日：2007 年 12 月（23 歳）．主訴：齲蝕
検査と口腔内管理希望．既往歴：Rett 症候群，自閉傾向，精神
遅滞，てんかん，喘息．現病歴：2007 年，病院歯科より紹介に
て転院，現在まで当センターにて口腔内管理継続．現症：初診時
う蝕は認めず．右側頬部と下口唇の強い緊張とブラキシズム，上

顎右側大臼歯の咬耗と咬合性外傷と思われる歯根露出を認める．
また右側大臼歯部以外は咬合せず，開咬状態であった．治療経
過：初診時より自閉傾向，精神遅滞，筋力の低下を認め，行動調
整に徒手抑制が必要であった．右側頬部と下口唇の過度の緊張に
よる清掃困難により口腔内清掃不良，歯肉炎，歯石沈着．また治
療中，息止め・過換気を認め，慎重な対応を要した．

【考察・結論】Rett 症候群は強い緊張やブラキシズムにより口腔
内環境悪化要因は多い．下顎右側智歯は半埋伏で現在経過観察中
であるが，抜歯必要時には，全身麻酔管理下での処置も検討して
いる．本症例の神経症状は安定期にあるが，今後も細心の注意を
払い対応していく予定である．

○松本 光治郎1）・三好 俊子1）・小西 久美子1）・片山 みゆき1）・田窪 里香1）・井出 三輪子1）・三好 規子1，4）・二宮 まり子1）・山本 加
代1）・花澤 郁恵3）・樋口 仁3）・西岡 信治1，2）・是澤 恵三1，2）

1）愛媛県歯科医師会・愛媛県口腔保健センター，2）愛媛県歯科医師会，3）岡山大学病院歯科麻酔科，4）順天堂大学大学院医学研究科公衆
衛生学講座
Long term oral management of Rett syndrome patient：a case report
○MATSUMOTO KOHJIROH，Ehime Oral Health Center, Matsuyama, Japan

P-Ff-3　長期口腔内管理を行った Rett 症候群患者の一例

【緒言】新潟市口腔保健福祉センター（以下，センター）は二次
医療機関として，一般の歯科診療所では治療が困難な障害者を対
象とした特別診療を行っている．センターでは全身麻酔などの薬
物による行動調整を行うことができないため，治療困難な場合に
は，全身麻酔下での治療を三次医療機関に依頼するか，センター
で抑制下治療を行うかの選択となる．今回，地域の一次，三次医
療機関と連携しながら，役割を明確にすることにより継続的な歯
科受診を行うことができた症例を報告するとともに，二次医療機
関としての役割を検討した．なお，発表にあたって書面により家
族の同意を得た．

【症例】症例 1．患者：6 歳男児．自閉症．初診日：2016 年 5 月．
う蝕を主訴にセンターを受診した．行動管理が極めて困難であっ
たため，保護者の同意を得て抑制下でう蝕治療を行った．治療後
は，一次医療機関で口腔衛生管理とトレーニングを継続し，う蝕

治療が必要な場合はセンターで治療を行うこととした．現在で
は，抑制なしで治療を行うことが可能となった．
症例 2．患者：7 歳女児．自閉症．初診日：2017 年 7 月．学校の
歯科健診でう蝕を指摘され，養護教諭にセンターを紹介され受診
した．全顎的に重度のう蝕が多発していたため，全身麻酔下での
治療が望ましいと考え三次医療機関に紹介した．治療後は，セン
ターで予防処置中心の継続的口腔管理とトレーニングを行い，適
応状態は概ね良好となった．

【考察】症例 1 では，一次医療機関の役割を予防処置，センター
の役割を治療とした．症例 2 では，全身麻酔による歯科治療の役
割を三次医療機関に依頼し，センターの役割を予防処置とした．
地域医療連携により，それぞれの施設が担う役割を明確にするこ
とにより，自閉症患者の継続的な歯科受診に繋ぐことができると
考えられた．

○阿部 孝枝1，3）・佐藤（松山） 順子1，3）・井上 麗奈1，3）・赤柴 絵美1，3）・土屋 信人2）・上路 敬一3）・松井 大介3）

1）新潟市口腔保健福祉センター，2）デンタルクリニックツチヤ，3）一般社団法人新潟市歯科医師会
Follow-up of autism patients in cooperation among regional dental care providers：A consideration on the role of the 
secondary dental care provider
○ABE TAKAE，Niigata City Dental Health and Welfare Center, Niigata, Japan

P-Ff-2　 対応困難な自閉症患者に対して行った地域連携による継続的口腔管理について―二次医療機関としての役割を考
える―
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【緒言】発達障害児は知的能力に関わらず聴覚過敏，触覚過敏，
偏食のいずれかを持つ割合が多く，様々な感覚の過敏は多面的な
困り感に繋がると考えられている．またこの感覚過敏により，口
腔の診察や管理が困難となる場合も多い．今回，歯科衛生士が口
腔管理とともに，患児の偏食改善に関わった事例について報告す
る．発表にあたり，文書による承諾を家族より得ている．

【症例】患者：5 歳 7 か月，男児．初診：2015 年 4 月．主訴：口
腔の検診希望．既往歴：食物アレルギー（卵，小麦），甲状腺機
能低下症，自閉スペクトラム症．現症：身長 105 cm（-1SD 以上），
体重 12.8 kg（-2SD 以上），常に体のふらつきあり．家庭での歯
磨きは困難．「水」を含め経口可能な食品は，特定銘柄の，フラ
イドポテト，イオン飲料，経腸栄養剤のみであった．経過：初診
時，非協力的で口腔内の診察は困難であった．口腔管理の必要性
を説明し，他科受診に併せ当科も受診した．歯磨きの系統的脱感

作より開始し，10 か月後に患児自身による歯磨きができると
PMTC も可能となった．齲蝕リスク軽減のためにイオン飲料の
希釈を提案，半分の濃度まで希釈ができるようになったが，水分
摂取量が少なくなり中断した．支援学校へ入学し集団生活と担任
の協力による食事指導が開始，4 年間で経口可能な食品の種類が
増加，さらに 2 年間後，イオン飲料の代わりにお茶を飲むことが
できた．ただし現在でも「水」は飲まない．なお，明らかな齲蝕
の発生もなく，当科に通院中である．

【考察・結論】水分を含めた栄養摂取に，極めて偏りが強い自閉
スペクトラム症の男児に対して，さまざまな関わりによって偏食
の改善に繋がった症例を経験した．本人自身の成長にもよるが，
集団生活や多種職が関わることで，患児に良い変化をつける事が
できると考えられた．

○飛嶋 かおり・太田 那奈・藤田 紀江・山本 知由・加納 欣徳
あいち小児保健医療総合センター歯科口腔外科
A case of improvement of unbalanced diet in a boy with autism spectrum disorder
○TOBISHIMA KAORI，Department of Dentistry and Oral Surgery, Aichi Childrenʼs Health and Medical Center, Aichi, Japan

P-Ff-5　自閉スペクトラム症男児の偏食改善に関わった １ 例

【緒言】要介護者等の通院困難者の印象採得や顎位設定は患者負
担が大きい．今回，義歯製作時の患者負担を軽減してほしいとい
う家族の希望に応えた症例を経験した．本報告に関して患者家族
から書面による同意を得た．

【症例】91 歳の女性，下顎の顎堤粘膜の疼痛を主訴に訪問診療の
依頼があった．要介護度は 3 で．意思疎通は困難であった．上下
顎とも無歯顎で，旧義歯は 2 年前に他院の訪問歯科にて製作した
という．また，当時の義歯作製過程における患者負担が大きかっ
たため，早期かつ負担の少ない製作を希望された．左側臼歯部顎
堤に潰瘍を認めた．下顎の顎堤吸収は著しく，口腔内の下顎義歯
は手指圧で容易に動揺したため，適合不良が疑われた．また義歯
床縁が短いため，辺縁封鎖の不良による維持力の低下が疑われ
た．顎位は安定していた．新義歯製作においては，まず旧義歯の
適合改善と咬合調整，粘膜調整を行い，主訴を早期に解決した．
患者の夕食後に上下顎旧義歯を預かり，それらを光学的に印象採

得し，3D プリンタにて複製義歯を製作した．翌朝，旧義歯を返
却するとともに，複製義歯を使用した上下顎印象採得と咬合採得
を行い，新義歯を製作した．

【経過】印象採得から完成義歯提供まで 3 回のみの訪問を要した．
完成義歯提供後 1 回の義歯調整のための訪問を行った．その後 1
週間おきに電話での経過聴取を 2 度行い，良好な経過を確認し
た．著変時に連絡指示し，治療終了とした．

【考察】通法より少ない回数で義歯を製作した．その際，複製義
歯を用いることにより，旧義歯から得られた情報を活用して新義
歯を製作したため，義歯提供後の経過は良好で，わずかな調整の
みを要した．義歯作製にかかる患者負担を軽減してほしいという
家族の希望に応えられたものと思われる．

【謝辞】なお，この度の研究では，森達之先生，松田信介先生に
もご協力いただき感謝申し上げます．

○新井 是英・田中 佑人・小野 圭昭
大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
A fabrication of complete dentures with CAD/CAM copy dentures：a case report
○ARAI KOREHIDE，Department of Spacial Care Dentistry, Osaka, Japan

P-Ff-4　CAD/CAM 技術を応用して製作した複製義歯により早期に義歯を製作した症例
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【緒言】Cornelia de Lange 症候群（CdLS）は特徴的な顔貌を主
徴とする先天性遺伝子疾患である．当診療所にて，長期にわたり
口腔管理を行ったので報告する．なお，報告にあたり保護者より
書面にて同意を得ている．

【症例】患者：18 歳男性，CdLS，知的能力障害．既往：ファロー
四徴症術後，胃食道逆流症，胃ろう造設，噴門部形成術後，難
聴，視力障害，左手の合指症，肺高血圧症疑い．身長：138 cm．
体重：28 kg．口腔所見：上顎両側第二小臼歯先天性欠損，上顎
右側，下顎左側第二乳臼歯残存．初診日：2004 年 10 月．初診時
年齢：3 歳．主訴：口からうまく食べられない．

【経過】口からうまく食べられないとのことで 3 歳で当診療所を
受診し摂食指導を開始した．心理的拒否による摂食障害（拒食）
との診断に基づき 8 歳まで計 14 回摂食指導を行った．5 歳時父
親が急死し，母親の就労により，当診療所へはヘルパーが付き添
うことも増えていった．経口摂取可能となり，8 歳時に胃ろうか

らの離脱に伴い，徐々に間食の管理や仕上げ磨きが難しくなり，
9 歳頃には隣接面を中心にう蝕が多発した．10 歳頃から口腔周囲
にチックが出現，学校で友達をつねる，眼鏡や靴を投げるなどの
行動異常も出現した．18 歳となった現在も，自傷や他害，とく
に人の眼鏡を壊すという行動異常がみられている．

【考察】CdLS は乳幼児期からの摂食機能上の問題による栄養管
理や合併症が適切に管理されれば生命予後は比較的良好である．
本症例では，保護者の障害受容に配慮しながら，過敏の脱感作や
味覚刺激訓練，感覚統合訓練など継続的に行い経口摂取可能と
なったと考える．増齢とともに行動異常がみられたが，歯科診療
は TLC や TSD，カウント法などで行動調整を行った．当診療所
の担当医やスタッフともに障害特性だけでなく，思春期を迎えた
患者への理解を深め，今後も口腔管理に努めていくことが重要と
考える．

○嘉部 曉1）・石川 裕子2）・安田 一成1）・中村 美紀1）・原 哲夫1）・鐘ヶ江 稔1）・風間 敏禎1）・芳賀 定3）・嘉手納 未季4）・船津 敬
弘5）・板垣 孝軌1）・吉田 敏英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，3）芳賀デンタルクリニック湘南，4）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，5）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
A case of long-term oral management for Cornelia de Lange syndrome
○KABE SATORU，Public Interest Incorporated Association Meguro Ward Dental Association, Tokyo, Japan

P-Fg-１　長期口腔管理を行った Cornelia de Lange 症候群の一例

【緒言】近年の医療技術の発達により，生活の場で医療的ケアを
必要とする医療的ケア児は増加傾向にあり，医療依存度が高い一
方，歯科受診は後回しになる傾向がある．今回，訪問診療下で継
続的に口腔管理を行っている症例を経験したので報告する．な
お，発表にあたり，保護者の同意を書面にて得た．

【症例】患者：7 歳．男児．初診日：平成 28 年 3 月．主訴：乳歯
が動揺している，継続的な口腔ケア希望．障害名：急性脳症後遺
症，中枢性尿崩症，気管切開術後，人工呼吸器装着状態．既往
歴：生来自閉症で発語不可であったが，発熱，けいれんを契機に
意識障害で脳波が平坦化し，気管切開，24 時間人工呼吸器管理，
長期間経管栄養実施中であったが，現在胃瘻を造設している．現
病歴および経過：レスパイト入院時にのみ，可及的な歯科処置は
行われていたが，定期的な口腔管理は実施されていなかった．初
診時，口唇閉鎖不全や舌運動の機能障害による舌突出や開咬，口

腔乾燥があり，舌苔の付着も認めた．全顎的な歯肉肥大もあり，
乳臼歯部には歯石沈着，下顎両側乳側切歯は動揺を認めた．定期
的な歯石除去および口腔管理を実施し，家族への口腔ケア指導を
継続的に行った結果，初診より 4 年経過するが，良好な口腔環境
を維持できている．

【考察】医療的ケア児は歯科外来受診が困難であり，その多くは，
歯科治療の優先順位が低く，口腔環境は悪化する傾向にある．今
回の症例においては，専門的な歯科医療の早期介入したことによ
り，良好な口腔環境が維持することができ，家族の口腔ケアに対
する意識向上，また，不安解消に繋がったと思われる．医療的ケ
ア児では定期的なプロフェッショナルケアは重要であり，今後当
地域においても，訪問下に歯科介入できるシステムの構築・拡充
が必要であると思われる．

○外園  智唯1）・濱  文奈1）・岩渕  晴美1）・瀧澤  英子1）・井原  和恵1）・金栗  勝仁2）・福田  喜則2）・竹内  陽平2）・古川  隆彦2）・田
村 朗2）・清水畑 倫子2）・岡本 和久2）・中島 信2）

1）江戸川区口腔保健センター，2）公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会
A case of home-visit dental treatment for medical care children
○HOKAZONO TOMOTADA，Edogawa Oral Health Center, Tokyo, Japan

P-Ff-6　訪問診療下における医療的ケア児の継続的口腔管理経験
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【緒言】歯痛は歯原性歯痛と非歯原性歯痛に分けられ，非歯原性
歯痛の原因で緊急を要する重症疾患として心筋梗塞や大動脈解離
がある．今回，抜歯後疼痛を主訴に受診した患者に対して即時，
診断と治療が行われた症例を経験したので報告する．本症例の発
表について書面により患者の同意を得ている．

【症例】患者：50 歳の男性．主訴：抜歯後疼痛，呼吸苦．既往
歴：高血圧，糖尿病，冠痙縮性狭心症．現病歴：本院受診 3 日前
に咽頭痛を主訴に近病院を受診し狭心症の疑いと診断された．そ
の 2 日後に胸痛と呼吸困難にて近医へ救急搬送されたが心電図に
虚血性変化を認めなかった．翌日左下 78 部に痛みがあり近歯科
にて抜歯を行った．抜歯後の痛みは改善せず，処方されたジクロ
フェナクナトリウムと近医にて処方されたニトログリセリンを服
用し改善した．しかし，再び疼痛を認め同日の夕方当科を受診し
た．

【経過】パノラマ撮影し，歯科的な特記すべき所見を認めず，虚
血性心筋梗塞を疑い当院の循環器内科に依頼した．急性心筋梗塞
と診断され，緊急カテーテル治療が行われた．

【考察】急性心筋梗塞の症状が歯や顎への放散痛に限局すること
もある．Marcelo ら1）の研究では，186 名の虚血性心疾患の患者
を調査し，11 人（6％）に顎・歯などの頭蓋顔面痛のみの症状で
あったと報告している．

【結論】歯痛を主訴とするが，歯科所見に異常がなければ早期に
他科依頼を行う必要性を再確認し，問診の重要性，他科との連携
を密にすることにより，重大な疾患を回避できると再確認した．

【文献】1）Kreiner M, Okeson JP, Michelis V, et al. Craniofacial 
pain  as  the  sole  symptom of  cardiac  ischemia.  J Am Dent 
Assoc. 138（1）：74-79, 2007.

○佐伯 英里子・田村 仁孝・南 暢真・布谷 陽子・田中 亮太朗・藤 喜久雄
医療法人協仁会小松病院歯科口腔外科
A case of emergency catheter treatment for non-dental toothache due to acute myocardial infarction, which was caused by 
tooth extraction in near dentistry
○SAEKI ERIKO，Department of Dentistry and Maxilla-facial Surgery, Komatsu Hospital

P-Fg-3　近歯科で抜歯をしたものの原因が急性心筋梗塞による非歯原性歯痛で緊急カテーテル治療を行った症例

【緒言】de Lange 症候群は特徴的な顔貌や多毛，知的能力障害，
成長障害を特徴とする先天性の疾患である．1916 年に W.R.C 
Brachmann によって初めて記録され，1933 年に Cornelia C. de 
Lange により報告された．今回 de Lange 症候群患者の歯科治療
を行う機会を得たので報告する．発表にあたり保護者の承諾を書
面により得ている．

【症例】患者：21 歳女性．病名：de Lange 症候群，知的能力障
害，てんかん．主訴：歯痛．現病歴：近医にて継続的な歯科的管
理を受けていたが，治療への協力度は低く通法での治療は困難な
ため当科に紹介された．服用薬：バルプロ酸ナトリウム，カルバ
マゼピン．身体所見：身長 120 cm，体重 20 kg．上肢は右側の
指が 6 本，左側は 2 本であり，特徴的な濃い癒合した眉毛，長い
睫毛，上向きの鼻孔などを認めた．口腔内所見：清掃状態はやや
不良で，乳歯が残存し，永久歯の欠損を認めた．また全顎的に多

数のう窩を認めた．臨床診断：乳歯晩期残存，永久歯先天欠如，
う蝕，歯周炎．

【経過】口腔内診査でも体動が著しく行動療法のみでは処置困難
と判断し，全身麻酔下での歯科治療を計画した．麻酔導入は緩徐
導入，経鼻気管内挿管にて行い，術中循環動態は安定していた．
処置はコンポジットレジン充填による修復，スケーリング，機械
的歯面清掃を行った．術中術後問題なく，1 週間後経過を確認し
当科終了とした．現在近医にて定期的な歯科管理を行っている．

【考察・結論】今回 de Lange 症候群の歯科治療を経験した．知
的能力障害およびてんかんを合併しており，治療への協力性や治
療時の安全性を考慮し全身麻酔を選択した．新たなう蝕の予防の
ため今後の口腔衛生管理にはかかりつけ歯科や家族との密接な連
携が必要であると考える．

○林 佳奈1）・楠本 康香2）・鈴木 朋1）・星合 泰治1）・有福 愛美1）・野末 杏奈1）・相田 貴恵1）・木下 陽介1）・渡邊 麻里子1）・岩淵 佑
介2）・篠塚 修2）・脇田 亮3）・岩本 勉2）

1）東京医科歯科大学歯学部附属病院スペシャルケア外来，2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野，
3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
Dental treatment in a patient with de Lange syndrome
○HAYASHI KANA，Clinic for Persons with Disabilities, University Hospital, Faculty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental 

University, Tokyo, Japan

P-Fg-2　de Lange 症候群の歯科治療経験
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【緒言】Apert 症候群は，頭蓋・顔面骨縫合癒合を来す症候群で
ある．歯科領域では頭蓋・顔面・頸部の異常に対する複数回の手
術が必要であり1），口腔内環境の変化が著しい．今回，当セン
ター形成外科の周術期に口腔衛生管理を行った 1 例を報告する．
本発表は患児とその保護者に書面により同意を得ている．

【症例】初診時年齢：11 歳 9 か月，女児．既往歴：7 か月：頭蓋
延長術，1 歳 4 か月：口蓋形成術，1 歳 11 か月：合指分離術，2
歳 8 か月：合指分離術，口腔内所見：全歯面に歯垢付着，晩期残
存乳歯を認めた．診断：晩期残存乳歯を有する口腔衛生状態不良
の Apert 症候群女児症例．

【処置および経過】知的能力障害のため歯科治療に不協力的であ
り，耳鼻いんこう科の気管切開術時に全身麻酔下で抜歯を行っ
た．形成外科手術後，病棟看護師と情報共有し，口腔衛生管理を
行った．しかし，経口摂取開始とともに口腔衛生状態を良好に保

つことが困難となり，全体的に歯垢の付着が認められ，う蝕と
なった．そこで，保育士に歯みがき介入を依頼した．退院後は歯
科矯正治療が計画され，現在も定期的に口腔衛生管理を行ってい
る．

【考察】本症例では，知的能力障害のため円滑な歯科介入には至
らず，う蝕を有していたことより歯科の早期介入が必要であるこ
とが示唆された．手術に伴う口腔内環境の変化は著しく，適切な
歯科介入を行うために，入院中に患児と関わる病棟看護師の情報
は重要である．本症例では，口腔衛生管理に保育士の役割も重要
であった．頭蓋・顔面骨縫合癒合を来す症候群を有する者は，病
院歯科と長期的な関わりが重要であり，その為には専門的口腔衛
生管理の早期介入と多職種連携が重要であると考えられた．

【文献】1）日本障害者歯科学会．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；2017．180-1．

○横山 恭子・成瀬 正啓
神奈川県立こども医療センター
A case of perioperative oral hygiene management for Apert syndrome
○YOKOYAMA KYOKO，Department of Dentistry, Kanagawa Childrenʼs Medical Center, Japan

P-Fg-5　Apert 症候群の周術期口腔衛生管理を行った １ 例

【緒言】反芻癖を有する患者では，胃の酸性物質が頻繁に歯質に
触れるため，酸蝕症を認めることが多い．本症例では，反芻癖と
ブラキシズムを有する Down 症患者に対して，金属歯冠修復に
より咬合再構成を行ったので報告する．尚，本症例の報告に際し
書面により患者家族の同意を得ている．

【症例】患者：46 歳女性．既往歴：Down 症候群，知的能力障害，
歯科治療恐怖症，甲状腺機能亢進症，難治性逆流性食道炎．現病
歴：平成 25 年 10 月頃より，反芻癖による酸蝕症とブラキシズム
を認め，平成 30 年 4 月，充填物脱離と歯牙破折による低位咬合
にて当部受診，著しい非協力のため静脈内鎮静法を用いてコンポ
ジットレジン（以下 CR）冠による修復を行った．令和 2 年 5 月，
再度の充填物脱離と歯牙破折を主訴に当部受診，臼歯部の金属冠
修復による咬合再構成を計画した．口腔内所見：空隙歯列で低位
舌を認める．顕著な歯周疾患は認めないが，全顎的に歯質の摩耗
が著しい．

【経過】充填物脱離と歯牙破折に対し静脈内鎮静法を用いて再度
修復を行った．金属冠との咬合接触により破折した臼歯部の生活
歯（3 歯）には金属冠，前歯の破折には CR による修復を選択し，
咬合の再構成を行った．

【考察】咬合低位症例では，一般的に全顎的補綴処置による咬合
挙上が必要である．本症例では，ブラキシズムによるプロビジョ
ナルレストレーションの破損が予想されたこと，非協力のため治
療回数を最小限にする必要があったことから咬合挙上を断念した
が，臼歯部に金属歯冠修復を選択することで，安定した臼歯部咬
合支持を確立させた．今後，歯冠修復歯にアブフラクションや歯
根破折が生じないか観察を続ける必要がある．

【結論】行動調整不可能な反芻癖とブラキシズムを有する症例で
は，咬合の安定と残存歯保護に金属同士での臼歯部咬合支持が必
要である．

○富永 孝志1）・田上 直美1）・鮎瀬 てるみ1）・切石 健輔1）・米山 香織1）・眞方 信明2）・川崎 華子2）・釜崎 陽子3）・長田 豊3）・鮎瀬 卓
郎2）

1）長崎大学病院特殊歯科総合治療部，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野，3）長崎県口腔保健センター
A case of occlusal reconstruction for a Down syndrome patient with rumination and bruxism
○TOMINAGA TAKASHI，Department of Special Care Dentistry, Nagasaki University Hospital, Nagasaki, Japan

P-Fg-4　反芻癖とブラキシズムを有する Down 症候群患者の咬合再構成
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【目的】知的能力障害を伴う自閉スペクトラム症は，その行動特
性から欠損補綴は装着困難である場合が多い．今回，歯肉縁下う
蝕および骨の垂直吸収により著しい排膿が持続し抜歯を検討した
ものの，歯周組織再生剤と自家骨移植を伴う歯肉剥離掻把術

（FOP）を施術したことで抜歯を回避でき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もって同意を得た．

【症例】47 歳男性，知的能力障害を伴う自閉スペクトラム症．発
語はなく，固執性を認める．歯科医師である母親が高齢となり口
腔機能維持管理を目的に来院．口腔内環境は良好であったが，根
尖病巣を伴う埋伏智歯を認めた．注射針や探針などの先端の鋭利
なものへの拒否行動は著しく抜歯は全身麻酔にて行った．その後
口腔清掃管理で定期的に受診し，外来での歯科治療は可能となっ
ていたが，2 年間通院が途絶えた．施設入所となり再来時には右

上 3 番にう蝕および近心に垂直性骨吸収を認めたものの再度通院
が途絶えた．再来時にはう蝕は歯肉縁下まで広がり予後不良が想
定されたため抜歯も検討したが，歯肉切除後に抜髄となった．根
管充填処置も近心の骨吸収は進行し排膿も持続した．そこで歯周
科に依頼し静脈内鎮静法にて歯周組織再生剤であるリグロスⓇ

（科研製薬）を用いた FOP を試みた．近心に根尖相当部までの
ニ壁性骨欠損が確認された．骨形成時に採取した自家骨とリグロ
スⓇを添加しマットレス縫合にて終了した．経過を追ったところ，
排膿と動揺は消失し骨の再生を認めた．

【考察】障害児者では術後管理への不安によって歯周外科処置な
ど侵襲度の高いものを避けがちであるが，今後は周囲環境の理解
のもと積極的な選択肢として検討してみるのも良いと思われた．

○田中 陽子・矢口 学・野本 たかと
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
The effect of periodontal tissue regeneration agent to intrabony defect in a patient with autism spectrum disorder
○TANAKA YOKO，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba. Japan

P-Fg-7　歯周組織再生剤を用いた歯周組織外科手術によって抜歯が回避できた自閉スペクトラム症の １ 例

【緒言】自閉症スペクトラム障害児は障害特性から愛着行動の確
立が遅れ，愛着の質が異なり，更に，その後の内的作業モデル

（以下，IWM）の形成が困難であると言われている．今回，行動
調整と同時に IWM の形成の観点を考慮した継続的な口腔衛生管
理を行った症例について報告する．なお，報告に際し保護者の同
意及び当会倫理委員会の承認（2020-05）を得た．

【症例】患者：初診時 7 歳，女児，知的障害を伴う自閉症スペク
トラム障害．両親と 3 人暮らし．主訴：転居の為，医療機関より
口腔衛生管理依頼．口腔内所見：う蝕なし．下顎前歯舌側に歯石
沈着あり．

【経過】診療時は環境の構造化を図り，また母への歯磨き指導を
通し，母子の触れ合いを増やすことにより，成長を共有し，愛着
形成へと繋がるように母子の相互作用を促した．しかし母は器質
的に理解力が乏しく，また自分や患児に対し無関心な為，共感的

態度で接し，自信が持てるような声掛けを繰り返すことでラポー
ルの形成を図った．徐々に母は患児の自宅での様子を話すように
なった．母から食べること関し不安があると訴えがあった為，当
センター摂食療法指導医へ繋いだ．摂食指導当日は養護学校の担
任にも同席してもらい情報共有を行った．母の器質的な理解力の
欠乏に対しては積極的に父（健常）に介入してもらい現在では
ホームケア（口腔衛生管理）は父が行うまでとなった．

【考察】母の行動 ･ 態度が患児の口腔衛生状態に影響を及ぼすこ
とから，母の内在的要因が関与していると考えられた．母と患児
の IWM は相互に作用していることから，患児だけではなく養育
者側の内在的要因を含め，多角的な視点で捉え，家族支援をして
いくことの必要性を感じた．教育 ･ 福祉等社会的資源と連携を図
りながら，継続的に父母へ口腔保健の重要性の理解と健診への意
欲を持続してもらうことが大切であると考えている．

○橋本 富美・平野 昌保・間宮 秀樹・鈴木 聡行・高橋 恭彦・野村 勝則・渡邊 奈美子・榎本 雅宏・岡田 実緒・安部 圭祐・松
川 純子・池田 千絵・児玉 綾子・片山 正昭

公益社団法人藤沢市歯科医師会
A case of continuous oral hygiene management for a child with autism spectrum disorder
○HASHIMOTO FUMI，Fujisawa City Dental Association, Kanagawa, Japan

P-Fg-6　自閉症スペクトラム障害児に継続的な口腔衛生管理を行った一例
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【目的】日本障害者歯科学会会員が，感覚の問題に関する理解や，
臨床や教育現場でどのように対応しているか知ることを目的に本
研究を行った．

【対象と方法】日本障害者歯科学会会員を対象に，対象者の概要，
触覚過敏に関する理解，臨床での対応法，教育について，アン
ケートを行った．調査期間は 2019 年 8 月から 10 月であり，メー
ルにて依頼を行い Web 上で回答を得た．データの統計学的有意
差の検定には IBM spss statistics を用い，χ二乗検定を行った．

【結果】会員 5,102 名中，448 名（男性 233 名，女性 215 名）から
回答を得た（回収率 8.8％）．うち，歯科医師 362 名の結果につい
て検討した．職歴は，30 年以上が 125 名，34.5％と最も多かっ
た．日本障害者歯科学会の認定医等，何らかの資格を有している
者は 203 名，56.1％であった．227 名，62.7％は触覚過敏患者へ
の診療の機会を有していた．触覚過敏患者の診療経験は職歴の長
さには関連がなく，資格の有無との関連が認められた（p＜0.0001）．

脱感作の教育については，いずれも有意な関連が認められた（職
歴：p＝0.004，資格：p＜0.0001）．

【考察とまとめ】触覚過敏の診療機会が資格の有無と関連してい
たことについて，資格取得者の患者に触覚過敏患者が多かったこ
とや，あるいは知識や経験を積んでいるために患者の触覚過敏症
状を発見することに繋がった可能性も考えられる．また，職歴が
長い者，資格を有している者ではいずれも脱感作の教育を行って
いる者が多く，触覚過敏の重要性を理解するには経験が必要であ
ることがうかがわれた．今後さらなる検討を行い，日本障害者歯
科学会会員における触覚過敏への対応について明らかにしていく
予定である．
本研究は，日本歯科大学倫理審査委員会（NDU-T2019-05）お
よび日本障害者歯科学会倫理審査委員会（19005）の承認を得て
行われた．

○田村 文誉1）・加藤 篤2）・猪狩 和子3）・石黒 光4）・江草 正彦5）・尾崎 由衛6）・玄 景華7）・小坂 美樹8）・後藤 申江9）・高井 理人10）・
野本 たかと11）・弘中 祥司12）・町田 麗子13）・山田 裕之1）

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）愛知県療育医療総合センター，3）東北大学病院障害者歯科治療部，4）一般社
団法人全国重症児デイサービスネットワークひろがり，5）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター，6）医療法人丸尾歯科歯科医院
丸尾崎，7）朝日大学歯学部障害者歯科，8）東京小児療育病院，9）宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科，10）医療法人稲生会生涯医
療クリニックさっぽろ，11）日本大学松戸歯学部障害者歯科，12）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，13）日本
歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
A questionnaire of the JSDH member about the desensitization therapy for tactile hyper aesthesia
○TAMURA FUMIYO，The Nippon Dental University, Tama Oral Rehabilitation Clinic

P-G-１　触覚過敏の脱感作法に関する日本障害者歯科学会会員の現状について

【目的】チックはその出現に情動が深く関係し，自傷行為が出現
することもあるなど複雑な病態を示す．また強迫性障害や発達障
害との併発も多い．今回，咬舌がとまらないチック障害の患者に
歯科的対応を行ったので報告する．なお，発表にあたり本人およ
び保護者から書面での許諾を得ている．

【症例】16 歳のチック障害および自閉スペクトラム症の男性．幼
少期よりチックが出現し，その後様々な種類のチックを経験して
きた．5 年前から舌を咬むチックが出現し，現在も止まらず，さ
らに食事もとれない状況となり，処方薬で改善しなかったことか
ら，医科主治医より紹介され来院した．来院時は，市販のマウス
ピースを上顎歯列に装着し，常にタオルを咬合していた．開咬で
あるが右側小臼歯部で咬舌し，舌背右側に長径 3 cm 程度の筋層
に達する咬傷をみとめた．同部に対し患者自身が処方された軟膏

を塗布してはそれをぬぐう行為も頻繁にみられた．歯科スプリン
ト装着と歯の削合などで一時的に咬傷は消退したが，その後咬舌
が再開した．本人は当初抜歯を希望したものの，最終的に同意の
もと，右下小臼歯を抜髄し歯冠を削合した．さらに上顎全体にソ
フトタイプ，左側臼歯部にハードタイプのスプリントを装着する
ことで咬舌は消失した．その後軟膏は不要となり，以前よりも本
人および家族とも精神的に落ち着いた生活を送っている．

【考察】今回，咬舌が消失したのは，物理的に咬むことができな
くなったことに加え，スプリントのチック軽減効果などが総合的
に作用し，咬舌することへの恐怖感の軽減など本人や家族にとっ
ての精神的負荷や社会生活困難を改善に寄与したと考えられた．

【結論】咬舌を伴うチック障害の患者への歯科的対応で，自傷行
為および生活の改善につながった．

○下田 麻央・村上 旬平・笠川 あや・中島 好明・阪本 敬・深澤 映美・岡本 由莉・秋山 茂久
大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
A case report of dental treatment for tongue bite in a patient with tic disorder
○SHIMODA MAO，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

P-Fg-8　咬舌を伴うチック障害の一例
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○小松 知子1）・大塚 剛郎2）・谷口 紀江3）・松澤 直子1）・重藤 良太4）・近藤 達郎5）・石田 瞭6）・長谷 徹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，2）神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学分野，3）神奈川歯科大
学大学院顎顔面病態診断治療学講座，4）医療法人歯科重藤，5）みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家，6）東京歯科大学口腔
健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室，7）神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科，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
Effect of tongue movement on higher brain function ―fMRI analysis―
○KOMATSU TOMOKO，Division of Dentistry for the Special Patient, Department of Critical Care Medicine and Dentistry, 

Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University, Japan

○大植 香菜1）・尾田 友紀2）・古谷 千晶2）・高橋 珠世1）・好中 大雅1）・向井 明里3）・今戸 瑛二3）・向井 友宏1）・小田 綾1）・菊池 友
香1）・河内 貴弘3）・吉田 充広1）・岡田 芳幸2）・入舩 正浩3）

1）広島大学病院歯科麻酔科，2）広島大学病院障害者歯科，3）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学講座
A case of quantitative analysis of sleep bruxism using a temporal muscle electromyogram device in a patient with cerebral 
palsy
○OUE KANA，Department of Dental Anesthesiology, Hiroshima University Hospital, Hiroshima, Japan

P-G-3　高次脳機能に対する舌運動の効果―fMRIによる解析―

P-G-2　脳性麻痺患者に対し側頭筋筋活動測定装置を用いた睡眠時ブラキシズムの定量解析を行った 1例

【緒言】脳性麻痺（CP）患者では，不随意運動によるブラキシズ
ムのため，咬耗や歯の動揺，補綴物の破損，顎関節症などを生じ
る．しかしながら，CP 患者が睡眠時にどの程度ブラキシズムを
起こしているのかは不明である．そこで，歯の動揺と義歯不調を
きたしたアテトーゼ型 CP 患者に対して，貼付型筋電計

（GrindCareⓇ）を用いて，睡眠時ブラキシズム発生頻度の定量化
を行ったので報告する（広島大学倫理審査委員会承認番号
E-1651）．

【症例】74 歳男性，アテトーゼ型 CP で，ダントロレンナトリウ
ム，バクロフェン，ジアゼパムを内服中である．部分床義歯を使
用していたが，CP に起因した不随意運動によるものと考えられ
る残存歯の動揺や義歯不調による床下粘膜の疼痛をしばしば生じ
ており，その都度義歯調整や咬合調整を行っている．

【処置および経過】患者に対し，側頭筋こめかみ部へ GrindCareⓇ

を貼付し，睡眠中の側頭筋筋活動の記録を 4 週間行った．装置は
睡眠時も特に違和感なく継続して装着でき，睡眠に支障はなかっ
た．感知した 1 時間あたりの平均睡眠時ブラキシズムイベント数
は 20±11 回であった．

【考察及びまとめ】本装置を用いた健常対象者における 1 時間あ
たりの平均睡眠時ブラキシズムイベント数は，6.2 回との報告が
ある．本患者はその約 3 倍のイベント数を記録しており，睡眠時
において不随意運動や筋緊張によるブラキシズムが頻繁に生じて
いた．GrindCareⓇはワイヤレスで小型な筋活動電位計測装置で
あるため，患者にとっては少ないストレスで睡眠の質を変化させ
ることなく睡眠時の咀嚼筋活動のレベルを示すことが出来る．今
後は，対象者数を増やし，CP 患者の睡眠時ブラキシズムの特徴
を解析し，さらにはブラキシズム軽減法について研究が必要と思
われた．

【目的】高齢化する障害者では，健常者と比較して，オーラルフ
レイルによる口腔機能低下に伴う様々な問題が早期より顕著にみ
られる．舌による押しつぶしや食塊の移送，嚥下機能における重
要な要素であり，舌圧低下は低栄養を招く危険性がある．本研究
では，舌を口蓋に押し当てる運動（舌運動）による脳の賦活部位
を評価し，舌圧の強度による賦活部位に差異があるのかについて
機能的磁気共鳴映像法（fMRI）を用いて検討した．

【対象および方法】文章による同意が得られた健常ボランティア
20 人を被験者とした．被験者は JMS 舌圧測定器Ⓡ（（株）ジェ
イ・エム・エス）を用い，最大舌圧を 3 回計測し平均最大舌圧と
した．MRI 装置内で被験者は，舌運動を行い，その際の脳賦活
部位について SPM12 を用いて解析した．被験者全体による脳画
像データのグループ解析を行った後，舌圧高値群と小値群に分類

し，それぞれのグループにおいて脳画像データ解析を行った．
【結果および考察】被験者全体によるグループ解析の結果，一次
体性感覚野，一次運動野，補足運動野，視床，小脳に賦活が認め
られた．舌運動は口腔領域の感覚や運動を司る脳部位を賦活させ
ることが明らかとなった．舌圧高値群では補足運動野と帯状皮質
運動野に有意な賦活が認められた．これら賦活がみられた運動野
は複雑な運動や一連の運動を円滑に実行する役割を担う高次運動
野であり，摂食嚥下における複雑な機能を連動させるプログラミ
ングにも影響を及ぼしてる可能性も考えられた．

【結論】舌運動時に口腔領域の感覚や運動を司る高次脳機能部位
に賦活が認められ，舌圧高値群が低値群に比較して，より高次な
レベルで舌運動の制御を行っている可能性が示唆された．

（神奈川歯科大学研究倫理審査委員会　承認番号　第 647 号）
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【目的】発達障害児において食事は保護者や養育者にとって問題
のひとつである．そこで，食事と口腔機能に関する質問票と摂食
機能の関連性を調べ質問票の有用性を検討するために本研究を
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する発
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，平均年齢 4.8 歳）である．対象児の保護者と担
当職員に対し，食事や口腔機能に関する質問票を配布し後日回収
した．摂食機能は 1 名の歯科医師が給食場面を観察し，機能の獲
得が不十分なものを「不可」と評価した．質問票の各項目につい
て，質問項目であてはまると回答した割合を保護者と職員の間で
比較した．また，摂食機能と質問項目との関連性について検討を
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 2017-007）．

【結果】摂食機能評価結果は捕食不可が 55.2％に対し，咀嚼不可
は 8.6％と少なかった．質問票で「あてはまる」と判断された項
目で保護者と職員の間に有意差がみられた項目は「丸のみ，普段
口を開けている，食具が下手」であった．保護者と職員の各項目
の一致率は 62.1％から 91.6％であった．摂食機能と質問項目の相
関を調べたところ，保護者，職員とも有意な相関が認められたの
は，押しつぶし不可と「ブクブクうがいができない」であった．

【考察】質問票の回答において保護者と職員の間で差が認められ
た．これは，食環境や食内容の違いが関係していると思われた．
また，質問項目に対する解釈の差も考えられ，質問内容をより具
体的にすることで改善できると思われた．一方，摂食機能と有意
な相関がみられた質問項目があったことから，質問票が摂食機能
の問題のスクリーニングとして利用できる可能性が示唆された
が，質問票の改良も必要と考えられた．

○高橋 摩理・内海 明美・石崎 晶子・冨田 かをり・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
Examination of the usefulness of a questionnaire on oral function in children with developmental disabilities
○TAKAHASHI MARI，Department of Special Needs Dentitry, Division of Hygiene and Oral Health, Showa University School of 

Detistry, Tokyo, Japan

P-G-5　発達障害児の口腔機能に関する質問票の有用性の検討

【緒言】足立区歯科医師会口腔保健センター（以下，当センター）
は足立区からの委託をもとに平成 2 年 12 月に開設され，足立区
に在住する軽度および中等度の障害者を対象に，週 2 回，木曜日
と土曜日の午前 9 時から午後 1 時まで診療を行っている．さらに
予防活動を含めた地域での障がい者歯科医療に貢献すべく活動を
実施している．近年，障害者の摂食機能療法に対するニーズが高
まり，当センターにおいても月に一回予約制にて摂食機能療法を
行うに至った 1）．今回，摂食外来開設 5 年目となる現在までの経
過および今後の課題について検討する．

【方法】平成 28 年 4 月より現在に至るまで当センター摂食外来を
受診した患者に対し，診療録より情報を抽出し検索を行った．
なお本研究実施にあたっては日本大学松戸歯学部倫理審査委員会
の承認を得ている（倫理審査承認番号 15-023）．

【結果および考察】開設以来，年間 2 名から 15 名の新患の受け入
れを続け，現在延べ 38 名であった．男女比では 7 割が男性で
あった．障害別にみると Down 症候群が最も多く，次いで知的
障害，自閉スペクトラム症の順であった．主訴は，丸のみについ
ての訴えが最も多かった．また，患者の摂食機能に対する診断
は，捕食機能獲得不全が最も多かった．年齢分布は小学校低学年
あたりにピークを認めた．摂食外来を開設したことによって，当
センターにおける診療の多様性が増した．また，特別支援学校か
らの紹介も増えた．今後さらにこの事業を継続していくことで地
域のニーズに合ったサービスの提供につながるよう努力していき
たいと考えている．

【文献】1）上田豊，横田祐司，他：当センターにおける摂食機能
療法-システムの立ち上げ-（抄）．障歯誌，38：355，2017．

○横田 祐司1）・猪俣 英理2）・上田 豊1）・石渡 利幸1）・船田 淳子1）・毛利 徹1）・前田 亮1）・鈴木 淳子1）・市川 敬一1）・古庄 研策1）・
梅津 糸由子3）・新見 嘉邦3）・遠藤 眞美2）・野本 たかと2）・湊 耕一1）

1）公益社団法人東京都足立区歯科医師会，2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座，3）日本歯科大学附属病院小児歯科
Five-year survey on establishment of dysphagia rehabilitation at an oral health center
○YOKOTA YUJI，Adachi Dental Association Oral Health Center, Tokyo, Japan

P-G-4　某口腔保健センターにおける摂食外来開設 5年の実態調査
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【緒言】今回，1 回の嚥下で軟口蓋部から食道入口部までの咽頭
内圧を評価することができる咽頭内圧計の高解像度マノメトリー

（HRM）を用い，脳性麻痺者（CP）の咬合状態の相違が嚥下動
態に与える影響を検討したので報告する．

【対象と方法】被験者は摂食嚥下機能に問題がない，意志疎通可
能な痙直型脳性麻痺者 2 人（41 歳女性　Eichner 分類 A，72 歳
男性　Eichner 分類 C）に実施した．比較対象として Eichner 分
類 A の健常成人男性 10 名（平均年齢 34.2±9.5 歳）と健常高齢
者 7 名（平均年齢 70.3±6.2 歳）のデータを用いた．検査は座位
で行い，20 ch の HRM カテーテルセンサーを外鼻孔より挿入し，
上部食道括約筋（UES）部に留置した．検査試料として水 3 ml，
ゼリー 3 g，米飯 3 g（区分 3）を用いた．UES 弛緩時間，軟口
蓋部・舌根部・下咽頭部最大内圧，上咽頭と中下咽頭部の指定し
た範囲の積分値（圧力×距離×時間）を収縮力とする DCI（Distal 
Contractile Integral）を計測項目とした．本研究は朝日大学歯学

部倫理委員会承認（第 29002 号）のもと，対象者の同意を得て実
施した．

【結果】UES 弛緩時間は Eichner 分類 C の CP が最も延長する傾
向であった．下咽頭部最大内圧では Eichner 分類 C の CP が最
も高い傾向であった．また中下咽頭部の DCI で Eichner 分類 C
の CP が最も高い傾向であった．

【考察】UES 弛緩時間では，健常成人，健常高齢者，Eichner 分
類 A の CP では差が認められなかったが，Eichner 分類 C の CP
は延長する傾向であった．UES 弛緩時間に違いがあることが示
唆された．また，Eichner 分類 C の CP は下咽頭部最大内圧と中
下咽頭の DCI が高い傾向であった．CP の咬合支持の消失は，下
咽頭部の嚥下動態に影響を及ぼす可能性が示唆された．

【結論】Eichner 分類 C の CP は，UES 弛緩時間や中下咽頭部の
圧動態に変化を認める可能性が示唆された．

○太田 恵未・棚橋 幹基・安田 順一・玄 景華
朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
Examination of swallowing dynamics by occlusal difference using high resolution manometry in cerebral palsy
○OTA EMI，Department of Dentistry for Disability and Oral Health Division of Oral Pathogenesis and Disease Control Asahi 

University School of Dentistry, Gifu, Japan

P-G-7　高解像度マノメトリーを用いた咬合状態が違う脳性麻痺者の嚥下動態の検討

【はじめに】学校給食に対する教育職と医療職による医教連携は
重要とされている．我々は 2016 年度に全国の特別支援学校を対
象に医教連携の実態を調査1）したところ，摂食機能や給食指導に
関する情報不足などによって教職員が不安を抱えている現状が把
握できた．そこで，教員への情報発信ツールとして Web ページ
を作成したので報告する．

【経過と現状】Web ページは国立科学研究所の Net Commons を
採用し，2019 年 12 月から作成を行い，2020 年 2 月に完成した

（http://spc.ce.cst.nihon-u.ac.jp）．Web 内のページ項目は，ホー
ム，お知らせ，指導マニュアルなど資料，実施研究および成果，
アンケート，関連業績とし，資料および研究成果は自由にダウン
ロード可能とした．その後，2020 年 3 月に実施した全国の特別
支援学校におけるアンケート時に Web ページ開設の紹介および
URL を告知した．

2020 年 5 月 25 日には，新型コロナウイルス感染症による休校後
の給食再開に向けた無記名の簡単な Web アンケートを設置し，
その結果に回答できるようなマニュアル作成を行った．2020 年 6
月 3 日時点でのアクセスカウンター数は 5703 であった．

【まとめ】作成した Web ページは，教員が Web 上の情報を手軽
に閲覧・保存できるだけでなく，医療者にとっても教育現場での
教員の不安などを知りえる機会となり，情報交換を通した相互コ
ミュニケーションツールとして有用であった．Web は地域など
を選ばずに閲覧できることから給食指導の地域格差の是正に寄与
できる可能性が示唆された．

【文献】1）遠藤眞美，猪俣英理，他；歯科医療と教育機関の連携
（医教連携）による食事指導の地域格差の実態調査，2016 年度 
8020 公募研究事業研究報告書．169-176，2017．

○猪俣 英理・遠藤 眞美・地主 知世・野本 たかと
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
Creating a Web-page to reduce regional disparities of eating guidance in school lunch at special needs schools
○INOMATA ERI，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

P-G-6　特別支援学校の給食指導における地域格差是正を目的としたWebページの作成
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【緒言】喉頭の挙上は喉頭蓋の反転に重要であり，嚥下障害患者
は造影検査において喉頭の位置が加齢により下降するとの報告が
なされている．今回当科にて嚥下機能が低下している患者の嚥下
機能を評価した際に喉頭位を記録し，喉頭位が低下している場合
に現れやすい嚥下機能の評価項目を調査した（倫理審査番号
0305）．

【方法】2018 年 1 月から 2020 年 3 月までに松本歯科大学病院で
摂食嚥下障害に関して外来受診または訪問診療を行った 50 歳以
上の患者 51 名を対象に，喉頭位の高さの他に問診で年齢，性別，
繰り返す発熱の有無，ムセの頻度，湿性嗄声の有無と，スクリー
ニングとしておこなった RSST と MWST の値を使用する．精密
検査は嚥下内視鏡または嚥下造影の記録から咽頭収縮力，喉頭蓋
の反転，喉頭侵入や誤嚥の有無について集計した．喉頭の高さは
鎖骨の内端から甲状切痕の距離とし，喉頭の高さを H（高値）M

（中間）L（低値）で分類した．各段階と問診，スクリーニング，

精密検査で得た嚥下機能とを比較し関連性を調査した．
【結果】平均年齢は H で 72.9，M77.7，L80 であり男女比は H で
は 1：1 だが L では 2：1 であった．喉頭位下降に伴い RSST 平
均は H3.55 から L2.6 へ低下し，喉頭挙上機能低下割合は H47％
L57％，ムセ有患者割合は H15％L50％，喉頭侵入有患者割合
H10％L42％や誤嚥有割合 H5％L14.2％への増加傾向が見られた．
MWST，発熱，湿性嗄声，咽頭収縮力に関しては明らかな増加
は認められなかった．

【考察】加齢とともに喉頭位の低下が見られ，それに従い RSST
平均回数の減少があり，ムセの頻度，喉頭蓋の反転不良，喉頭侵
入や誤嚥の発生が増加する傾向にあった．今後嚥下内視鏡，造影
検査が行えない状況でも問診やスクリーニングと喉頭位を併用す
ることで喉頭侵入や誤嚥を判定できる一助となる可能性が示唆さ
れた．

○田村 瞬至・蓜島 弘之・望月 慎恭・冨士 岳志・朝比奈 伯明・山上 裕介・朝比奈 滉直・村上 康彦・中川 直子・大崎 麻末・山
口 裕加

松本歯科大学地域連携歯科学講座
Relationship between laryngeal height and swallowing function in the elderly：Devised of simple swallowing screening with 
fingers
○TAMURA SHUNJI，Department of Community Based Comprehensive Dentistry, Matsumoto Dental University, Nagano, Japan

P-G-9　高齢者における喉頭位と嚥下機能の関連―手指による簡易的嚥下スクリーニングの考案―

【目的】FHP（Forward Head Posture：頭部前方位）は低から中
位頸椎の屈曲と同時に上位頭頸部の伸展の状態と定義されてお
り，高齢者に観察される．また，舌筋の強さの指標である舌圧は
サルコペニアのみならず，姿勢の影響を受ける1）と報告されてお
り，我々の先行研究では，健常高齢者の FHP と舌骨上筋の筋力
に関連があった．しかし，舌圧と FHP との関連については明ら
かでないため，本研究にて報告する．

【方法】地域在住の健常高齢者 114 名を対象とした．対象者の残
存歯，握力，舌圧（JMS 舌圧測定器：JMS），四肢骨格筋量指数

（Skeletal muscle mass  index：SMI）（InBody：Inbody  Japan
社），舌筋の面積（超音波診断装置：SonositeM-Turbo）を測定，
算出した．FHP の程度を評価するため，足底を床につけた状態
で最も楽な座位の姿勢をとらせ，座面との水平線と第 7 頸椎棘突
起から耳珠を通る線が成す角度（craniovertebral angle：CV 角）
を計測した．統計処理は舌圧を従属変数とした重回帰分析を行

い，有意水準を 0.05 とした．
【結果】対象者は男性 36 名，女性 78 名（71.3±5.0 歳）．性別と
年齢を調整した結果，舌圧の説明変数として有意であった変数
は，CV 角（β＝0.207，p＝0.024），握力（β＝0.410，p＝0.002）
であった．

【考察】CV 角の小さい，FHP 健常高齢者は舌圧が低くなること
が示された．FHP は前頚部が伸展した状態になり最大舌圧が発
揮されない，もしくは長期間 FHP であることが舌筋量そのもの
に影響する可能性が考えられた．

【結論】FHP は握力とともに，舌圧と関連性があることが明らか
となった．

【文献】1）Paris-Alemany A, et al. Influence of the Craniocervical 
Posture on Tongue Strength and Endurance. Dysphagia 2020.
東京医科歯科大学歯学部倫理審査委員会　承認番号　D2014-047

○玉井 斗萌・原 豪志・並木 千鶴・中川 量晴・中根 綾子・吉見 佳那子・戸原 玄
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野
Relationship between tongue pressure and forward head posture in healthy elderly
○TAMAI TOMOE，Department of Dysphagia Rehabilitation, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and 

Dental University, Tokyo, Japan

P-G-8　健常高齢者における舌圧と頭部前方位との関連性



障害者歯科　第 41 巻第 3 号　2020　　251

【緒言】当施設では新入職員への摂食指導を入職時オリエンテー
ションで行っている．口腔ケアと同様に毎日の食事介助はスタッ
フの重要な業務である．入所者に適した食形態，姿勢，急変時の
対応など日々の情報収集と共に介助者としての心構えも共有して
おきたい．限られた時間の中での講義指導ではあるが，現状での
見直しと今後の課題を明確にして次回の有意義な指導への機会と
したい．

【目的】入所者の安全な食事介入を行えるスタッフの育成．最初
の導入として摂食指導のオリエンテーションの現状を見直し検討
する．

【材料と方法】指導用プレゼンテーションファイル．実施後のア
ンケートから課題を明確にして今後の検討とする．

【結果】入職時のオリエンテーション予定時間内で積極的に指導
講義を受けている．専門職 OT が加わることで ADL 面への配慮
も加わり実践に則した内容になった．

【考察】摂食に関する基礎知識を講義してから実習を加えること
で，食べる機能や発達に関して知識を得ることや食事介助を受け
る相手の立場を体験する意義は大きいと思われる．しかし，職員
の経験にもばらつきがあり，一度だけのオリエンテーションでは
指導が不十分である．定期的に知識の定着を図る必要がある．

【結論】プレゼンテーションファイルでの講義と実習を加えたオ
リエンテーションで，これから食事介助を行う職員への必要な指
導を実践できている．さらに，内容を充実させるために，現場で
の経験を積んでから再度講義や指導を実施することが望まれる．

○上村 裕子1）・加藤 直子1）・井上 吉登2）・宮城 敦3）

1）みなと舎ライフゆう，2）神奈川歯科大学口腔統合医療学講座小児歯科学分野，3）神奈川歯科大学
Feeding instruction for new staff at orientation
○KAMIMURA YUKO，Minatosya  Lifeyuu, Kanagawa, Japan

P-G-11　オリエンテーションにおける新入職員への摂食指導

【緒言】18 トリソミーは合併症が多く生命予後不良であり，発達
に関する情報が乏しい．今回は 18 トリソミー児に対して摂食指
導を行い介入前後の摂食機能発達について検討した．

【対象と方法】対象は平成 26 年 1 月から令和 2 年 6 月までに日本
歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科を受診した 18 トリ
ソミー児 10 名（男児 4 名，女児 6 名，生後 1 歳 1 か月から 2 歳
5 か月，平均年齢 1 歳 9 か月）である．診療録より年齢，性別，
粗大運動能，摂食機能を調査した．尚，発表に際し書面により家
族の同意を得た．

【結果】全例で誤嚥がないことを確認した後，味覚刺激を開始し
た．内，4 名は数口程度，2 名は一部経口摂取へ移行した．摂食
機能発達段階は初診時，経口摂取準備期 1 名，嚥下機能獲得期 6
名，捕食機能獲得期 3 名であり，最終評価時には，10 名中 6 名
は維持し，4 名で向上が認められた．粗大運動能に関しては，介

入期間中に定頸獲得したものは見られなかった．
【考察】18 トリソミー児は身体機能，認知機能共に発達に著しい
遅れがみられることが報告されており，本研究でも全例で未定頸
であった．しかし，今回摂食指導介入を行い，十分な栄養量の獲
得が困難であっても経口摂取を開始することで，受容する味覚の
広がりや摂食機能の発達が観察された．このことは患児，保護者
の QOL 向上につながると思われた．また，押しつぶし機能獲得
期まで至った 2 名において定頸は獲得しないものの座位での頭部
コントロールが向上しており，粗大運動能と摂食機能発達の関連
は他の染色体異常児と同様にみられるものと考えられた．

【結論】18 トリソミーは重篤な疾患であるが摂食指導の介入を行
うことで機能の向上や経口摂取の開始が可能となり，歯科分野と
して可能な患児，保護者の重要なサポートとなりえる．

○元開 早絵1）・町田 麗子1）・児玉 実穂1）・礒田 友子2）・高橋 賢晃1）・田村 文誉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
Feeding therapy and development of feeding function for 18 Trisomy
○GENKAI SAE，Division of Rehabilitation for Speech and Swallowing Disorders, The Nippon Dental University, Tokyo, Japan

P-G-10　18 トリソミーに対する摂食指導と摂食機能発達の検討
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【緒言】現在歯科保健教育において，視覚障害児・者が触知しや
すい媒体がほとんどない．我々は視覚障害児・者が触覚的に歯列
の状態やブラッシング方法を学習できる模型が必要であると考
え，対象者の口腔内の歯列の状態に倣って歯を自由に排列できる
模型の開発を行っている．今回その模型の実用上の課題を解消す
るため，模型を改良したので報告する．

【方法】昨年度までに行った，当事者への口腔衛生指導での模型
の使用等から明らかになった模型の課題点1，2）をもとに，仕様変
更など模型の改良を行った．

【結果および考察】歯模型に改良を加えたことで，歯模型が触知
の際に手の力で動いてしまう問題を解決することができた．また
排列プレートに各歯の排列基準位置を印刷することで，術者がよ
り簡単迅速に，模型上に口腔内の歯列の状態を再現できるように
なった．今後視覚障害児・者に対する口腔保健教育の現場でのさ
らなる検証の必要があると考えられるが，本模型が視覚障害児・

者への口腔保健教育のツールとして，より有用な形になったと考
える．

【結論】口腔内の歯列の状態を再現できる模型の課題点を改良し
たところ，多様な対象者への口腔健康教育に，より実用的な模型
になったことが示唆された．

【文献】1）小八木圭以子，村上旬平：視覚障害児・者の口腔健康
教育に使用できる歯列模型の開発とその実用性の検証（抄）．障
歯誌，39（3）：389，2018．
2）小八木圭以子，頭山高子，他：視覚特別支援学校での口腔衛
生指導実習における新たな歯列模型（デンタクト・モデル）の活
用（抄）．日衛教育誌，10（2）：123，2019．

【謝辞】 本 研 究 は JSPS 科 研 費 JP16H00264，JP17H00257，
JP18H00163，JP19H00140，JP20H00820 の助成を受けたもので
す．

○小八木 圭以子1）・村上 旬平2）・頭山 高子3）・大西 愛3）・森崎 市治郎2，4）

1）大阪大学歯学部附属歯科技工士学校，2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部，3）大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科，4）梅
花女子大学看護保健学部口腔保健学科
Promotion of practical application of new dental model for people with visual impairment
○KOYAGI KEIKO，Dental Technology Institute, Osaka University, Osaka, Japan

P-H-2　視覚障害児・者の口腔健康教育に使用できる歯列模型の実用化推進

【緒言】当センターでは，地域の親子通園事業所へ専従歯科衛生
士を派遣し保健指導を行っている．今回，我々が行っている保健
指導がどのような役割を果たしているかを調査し，今後の地域に
おける保健指導の方向性について考察したので報告する．

【対象および方法】対象：2018 年度～2019 年度の 2 年間に A 施
設（那覇市），B 施設（浦添市），C 施設（沖縄市）で保健指導を
行った 1 歳児から 6 歳児の 100 名の児童，保護者．方法：事前に
記入した問診票をもとに児童の年齢，性別，障害名，日常の歯磨
き方法，困っている事の有無，歯科診療所への紹介，かかりつけ
歯科医院の有無について調査，集計，分析を行った．なお本発表
は，当法人倫理委員会の承認を得ている（承認番号 20023 番）．

【結果】全体の平均年齢 3.1±1.0 歳．各施設の平均年齢は A 施設
2.8±0.83 歳，B 施設 3.1±1.2 歳，C 施設 3.2±0.86 歳であった．
性別は男児 73 名，女児 27 名．障害名は，確定診断を受けていな

い児童 54 名，次いで ASD26 名，ID4 名の順に多かった．「困っ
ている事がある」では確定診断を受けている者で 63％，受けて
いない者では 54％であった．「日常の歯磨き方法」では「抑制で
磨いている」は A 施設 12 名（40.0％），B 施設 22 名（51.2％），
C 施設 16 名（57.1％）．「かかりつけ歯科診療所をもっている」は
A 施設 14 名（48.3％），B 施設 13 名（30.2％），C 施設 6 名（21.4％）
であった．

【考察】出生後年齢が上がるに従い，ASD と定型発達児との間で
感覚異常の違いが大きくなると言われている．今回の調査でも平
均年齢の高い施設の方が日常の歯磨きが難しく，抑制で磨いてい
る傾向にあった．そのため困っている事に対し，より細やかな個
別の保健指導の必要性を感じた．歯磨きに対しての重要性の認識
や，かかりつけ歯科医の有無に地域差がみられたことから，各地
域に即した情報発信を行っていく必要があると思われた．

○新垣 花絵・砂川 恵・松本 早世・宮城 愛美・上原 由和・知念 すみれ・大山 こずえ・仲島 瑠菜・赤嶺 あきな・小禄 克子・水
野 和子・真境名 勉

沖縄県歯科医師会沖縄県口腔保健医療センター
Survey on the actual situation of dental health guidance at developmental support centers for children in Okinawa
○ARAKAKI HANAE，Okinawa Dental Association, Oral Health Care Center

P-H-1　親子通園事業所における保健指導の実態調査
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【目的】呼吸機能障害患者への口腔ケアは，呼吸機能への影響に
より致死的なリスクが存在する．DNAR 指示が存在する酸素投
与下の ARDS 患者に対して，病棟での口腔ケア時に cap-OneⓇ

を利用して気道管理下で口腔ケアを行い，書面により家族の同意
を得て報告する．症例患者は 84 歳男性で，パーキンソン病で入
院中に誤嚥性肺炎を発症して ARDS に移行した．病棟で口腔ケ
アが行われていたが，全身状態悪化に伴い口腔ケア依頼で当科紹
介された．意識レベルは JCS で 1 桁，DNAR 指示で挿管と呼吸
器による管理を希望せず口腔ケア継続の指示が存在．鼻腔カ
ニューラより酸素投与され栄養は NG チューブより経管栄養で管
理されていた．経過初診時に，酸素投与がなされており呼吸障害
が確認されているため SpO2 で呼吸管理されていた．CO2 ナル
コーシスや呼吸停止，急激な酸素飽和度低下のリスクが存在し
cap-OneⓇによるカプノグラフを利用して歯科看護師による口腔

ケアを実施した．口腔ケアは，セミファーラ位にしてオーラル 
プリベント＆ケア マウス ウォッシュⓇ及び口腔保湿剤を利用し
て軟毛ブラシで行った．口腔ケア時モニタリングは，呼吸回数変
化，SpO2，血圧，脈拍，カプノグラフを総合的に判断して行っ
た．呼吸停止や呼吸減弱は度々認めたが下顎挙上や吸引などで適
宜対応した．チューブ類自己抜去より鎮静が行われたが同様の方
法で口腔ケアを継続した．

【考察】SpO2 単独による呼吸管理モニタリングでは，本症例のよ
うな酸素吸入下では呼吸停止からSpO2低下までの時差が生じる．
呼吸停止及び呼吸停止の予兆は，呼吸回数増加及び頻脈，血圧上
昇と連動して変化を認めたが，カプノグラフでの変化が最も迅速
に反応するために DNAR 指示で高度な気道管理を行うことが困
難な患者の口腔ケアに，メインストリーム方式の cap-OneⓇは有
用であった．

○鈴木 史人1）・大野 由夏2）・高木 沙央理2）・小長谷 光2）

1）国立病院機構あきた病院歯科麻酔・障害者歯科，2）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
A case in which capnography measurement by the mainstream method for the nose and mouth was useful in a patient with 
DNAR directed ARDS
○SUZUKI FUMIHITO，National Hospital Organization Akita Hospital Dental Anesthesia and Dentistry for the Disabled, Akita, 

Japan

P-H-4　DNAR指示 ARDS患者で鼻口用メインストリーム方式によるカプノグラフ測定が有用であった 1例

【緒言】重症心身障害児（者）（以下重症児（者））では長期臥床
の影響による筋力低下などがしばしば問題となる．その栄養管理
において BACC や大豆たんぱくなどを的確に摂取する必要があ
る．同時に十分なカロリー摂取も重要なため，大量の糖質を含む
ものも少なくない．当院の重症児（者）のうち摂食嚥下困難から
濃厚流動食の導入に至った患者の歯科的リスクについて検討し
た．

【対象と方法】対象は本発表に同意を得た当院入院中の重症児
（者）4 名．濃厚流動食導入に至った経緯，全身状態，口腔ケア
状況を問診聴取し，口腔形態と口腔内診査を行った．さらに摂食
嚥下障害重症度分類（DSS）による評価も行った．尚，個人情報
に配慮し，データは匿名化し分析した．

【結果】全身状態では全例で濃厚流動食導入前の筋力低下がみら
れた．4 名ともに濃厚流動食摂取は食事以外に補助的に摂取し，

摂取後の口腔ケアは実施されず，3 名にう蝕多発がみられた．う
ち 1 名は胃食道逆流症があり，胃酸や食事内容物の口腔内貯留が
みられた．NPPV 使用者 1 名では強い口腔乾燥を認めた．DSS
では 3 名に水分誤嚥がみられ，濃厚流動食にトロミが付与されて
いた．う蝕なしの 1 名については，濃厚流動食にトロミが付与さ
れていたが，口腔内貯留はみられず良好な状態であった．

【考察】重症児（者）の栄養管理は重要であるが，十分な経口摂
取量を得られない場合も多く，少量で十分な栄養素を補給できる
濃厚流動食は必須である．しかし，う蝕などのリスクは認識され
ないことが多く，今回の 4 例中 3 例においてう蝕の多発を認めた
ことから，口腔内状況の悪化を招くことが考えられた．また，摂
食嚥下障害を合併する重症児（者）ではトロミ付与により，濃厚
流動食が口腔内に長期貯留する可能性が示唆された．

○田中 恵1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき1）・森田 麻希1，2）・横山 善弘1）・加藤 篤1）・渋谷 恭之2）

1）愛知県医療療育総合センター中央病院，2）名古屋市立大学病院歯科口腔外科
Examination of dental risk in intake of thick liquid food in children (persons) with severe motor and intellectual disabilities
○TANAKA MEGUMI，Aichi Developmental Disability Center, Aichi, Japan

P-H-3　重症心身障害児（者）における濃厚流動食摂取における歯科的リスクの検討



254

【目的】今回，口腔健康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，OHAT-J（ORAL HEALTH ASSESSMENT 
TOOL 日本語版）をもちいて看護師と歯科衛生士で口腔内評価
を行ったので，報告する．なお発表について西別府病院倫理審査
委員会の承認（承認番号第 1-12 号）を得ている．

【対象】2020 年 5～6 月当院重症心身障害者病棟に入院していた
患者 50 名（男性 28 名・女性 22 名）．平均年齢 35.86＋18.37 歳，
身長 138.39 cm，体重 30.78 kg，BMI15.7 であった．栄養法に関
しては，経口摂取が 27 名，非経口摂取が 23 名であった．

【方法】対象患者の身体計測値はカルテを参考にした．担当看護
師と歯科衛生士が，各自 OHAT-J の評価項目である口唇，舌，
歯肉・粘膜，唾液，残存歯，義歯，口腔清掃，歯痛の 8 項目，健

全から病的までの 3 段階を口腔ケア後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．

【結果と考察】信頼性の検討では，口腔清掃と義歯の項目で一致
率が高く，舌・残存歯では一致率が低かった．歯科受診の必要あ
りは，歯科衛生士 96％と高く看護師は，16.3％と低かった．重症
心身障害者には，口腔健康管理を実施するうえで，口腔問題を簡
便に評価する OHAT-J を使用することは必要である．また気道
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
患者の口腔内評価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．
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
はできなく，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
Preparation of Oral Health Assessment Tool Japanese version (OHAT-J) and examination of reliability for persons with 
severe physical and intellectual disabilities
○HARA NARUMI，Nishibeppu National Hospital Dentistry

P-H-6　�重症心身障害者における口腔アセスメントシート Oral�Health�Assessment�Tool日本語版（OHAT-J）の作成と
信頼性の検討

【緒言】回復期脳卒中患者の栄養障害は ADL 帰結に影響を及ぼ
すことが知られているが，口腔状態と ADL 帰結との関連性は明
らかにされていない．今回，回復期脳卒中患者の入院時の口腔状
態と栄養状態および退院時の ADL 帰結との関連性を明らかにす
る目的で調査した．

【対象と方法】対象は回復期病院に入院した脳卒中患者 322 名
（平均年齢 70.8±12.6 歳）で，評価項目は患者の基本属性，FIM，
OHAT，GNRI，FIM 利得および FIM-effectiveness （FIM-e）1）

とした．ADL 帰結指標の退院時 FIM，FIM 利得および FIM-e
を目的変数，相関関係を認めた評価項目を説明変数とし，それぞ
れ多変量解析を行った．さらに対象を年齢差（＜65 歳，65-74
歳，≧75 歳）と栄養障害の有無により層別化し，評価項目が年
齢と栄養障害の存在で相違があるか単変量解析により検討した．
本研究は当院医療倫理委員会（承認番号 FRH2019-D-003）の承
認を得て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】ADL 帰結指標と関連した共通の独立因子には年齢，
GNRI，栄養摂取方法，FIM〔運動〕および OHAT が抽出され
た．75 歳以上では栄養障害群（GNRI＜92）で OHAT（p＝0.003） 
が高値を示し，FIM-e（p＜0.001）と自宅復帰率 （p＝0.034）は
低下した．

【考察】不良な口腔状態は栄養障害と同様に，回復期脳卒中患者
の ADL 帰結に影響を及ぼすことが示され，特に 75 歳以上では
栄養障害の存在が回復期病院入院時の口腔状態や ADL 帰結に影
響を及ぼす可能性が高いと考えられた．

【結論】回復期脳卒中患者の入院時の口腔状態は ADL 帰結と関
連することが示唆された．

【文献】1）藤高祐太，他．回復期リハビリテーション病棟の脳卒
中患者における栄養状態と年齢別の FIM 改善割合の相違．Jpn J 
Compr Rehabil Sci 2017；8：1-5．

○平塚 正雄・二宮 静香・山口 喜一郎・原田 真澄
医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科
Relationship between oral status, nutritional status, and ADL outcome in post-acute-stage stroke patients
○HIRATSUKA MASAO，Division of Dentistry, Fukuoka Rehabilitation Hospital, Fukuoka, Japan

P-H-5　回復期脳卒中患者の口腔状態と栄養状態および ADL帰結との関連性
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【緒言】障害者歯科を受診する人には感覚の鋭敏な患者も多く，
時に感覚刺激が診療の進行を阻害する場合もある．また，歯科医
療者にとってもストレス度の高い感覚刺激は治療の成否に影響す
る場合もあるため，患者と医療者双方にとってストレス度の高い
感覚刺激を調整し診療環境設定を最適化することが，治療の成功
に重要である．本研究では嗅覚刺激に着目し，歯科診療室におけ
るストレス度の高い嗅覚刺激を明らかにすることで，診療環境設
定条件の構築を行うことを目的とした．なお本調査は，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委員会の承認

（承認番号 R1-E35）を得ている．
【方法】大阪大学歯学部附属病院の研修歯科医 54 名に対し，気に
なる臭い（自由記述），臭いの強さ（0～5，6 段階），臭いの性質

（-4～4，9 段階）およびストレスレベル（VAS）のアンケートを
行った．回収したアンケートは集計後データ化し，匿名化されて
いる情報を用いた．

【結果】全員より回答を得た．気になる臭いのうち診療に関連す
るものとして，患者の病的口臭 20，歯科材料 9，診療環境臭 5

（複数回答あり）が上位 3 位を占めた．臭いの強さとストレスレ
ベルは正の相関を示した．

【考察】研修歯科医に対する調査では，患者から発せられる臭い
のほか，歯科材料や診療環境臭に関して苦手である旨回答があっ
た．また，臭いが強ければストレス度も上がることがわかり，臭
いの制御が重要であることが示された．障害者歯科診療室におい
ては，他の患者の身体や処置により発せられる臭い，歯科材料や
診療環境からの発生する臭いについて，発生源を特定し対処する
とともに，臭いの拡散を防止することが一層重要であると考えら
れる．

【結論】歯科診療室における嗅覚刺激はストレスとなり，その制
御が重要である．

○和田 真実1）・関根 伸一1，2）・笠川 あや1）・財間 達也1）・藤川 順司1）・下田 麻央1）・赤松 由佳子1）・佐伯 直哉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）大手前短期大学歯科衛生学科
A study of relationship between olfaction and stress for environment setting in dental treatment for persons with disabilities
○WADA MAMI，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

P-H-8　障害者歯科診療における環境設定のための嗅いとストレスの関連調査

【緒言】障害のある患者に対する歯科診療において，患者とその
家族などの介護者や保護者に対して説明を行なっている．患者へ
の説明と意思決定は重要であるが，実際には家族が説明を求める
ことが多いと感じる．当院では必要に応じて文書を作成し，使用
している．その内容等について適切であるか検討した．

【対象】障害のある患者またはその家族などの介護者や保護者に
渡すために作成した文書とした．

【分類と内容】障害のある患者を想定したもの，家族などの介護
者や保護者を想定したものに分けられた．前者は，目的から 3 つ
に分けられた．処置の理由の説明（例：フッ素塗布），治療の手
順の説明（例：レジン充填），学習支援（例：う蝕とその原因や
予防について）．後者は，3 つに分けられた．治療の選択肢の説
明（例：う蝕治療の方法と状況），今後の見通しの説明（例：乳
歯のう蝕治療後の注意点），生活習慣への介入（例：う蝕がある

お子さんのご家族に対しての生活改善点）．
【考察】近年，障害のある本人への説明，意思決定支援が求めら
れている．意思決定支援のためには，可能な限りの本人へ伝える
努力が必要 1）である．しかし，当院で使用している文書のうちの
一部は，患者へ説明すべき内容にも関わらず，家族などの介護者
や保護者だけに説明する文書のみ作成，使用していた．障害があ
る患者や低年齢の患者へ説明し，自らの意思を求めるための文書
が不足しているのは，説明する術者の技術不足と反省している．
今後，改めて作成を試み，改良を続ける必要がある．

【結論】患者本人へ説明するための文書のさらなる作成が必要で
ある．

【文献】1）日本福祉大学権利擁護研究センター監修．権利擁護が
わかる意思決定支援．第 1 版．東京：ミネルヴァ書房：2018．
30-33．

○北 ふみ・植村 あゆみ
そらまめ歯科
Documents used in our clinic to explain to the patient
○KITA FUMI，Soramame Dental Clinic

P-H-7　当院で使用している患者説明用文書について
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【緒言】二次医療機関である横浜市歯科保健医療センタ―（以下，
当センター）では，障がい者の口腔衛生管理を一次医療機関（以
下，地域の歯科）で，歯科治療は当センターでという体制作りを
目指している．今回，我々は後方連携が円滑にとれた症例につい
て報告する．なお，症例発表するにあたり，書面により保護者の
同意を得ている．

【症例】患者 1：12 歳．男児．Down 症候群．甲状腺機能低下症．
心室中隔欠損症の既往歴あり．患者 2：49 歳．男性．最重度知的
能力障害を伴う自閉スペクトラム症．左目は自傷により失明．

【経過】患者 1：地域の歯科で乳歯残存が見つかり要抜歯であっ
たが歯科治療に対し協力を得られないため，全身麻酔（以下，
GA）下での依頼で当センター受診となった．GA 後は地域の歯
科の Dr. と当センターの Dr. が連携して情報交換を行い，保護者
に治療必要時は当センターで治療ができることを説明し，地域の
歯科に逆紹介となった．患者 2：当センターで口腔ケアを行って

いたが引きこもりが続き通院困難となり地域の歯科で訪問診療を
受けていた．歯周病処置，う蝕処置が必要で地域の歯科から依頼
があり，GA 下での歯科治療を計画した．GA 時は地域の歯科の
Dr. も立ち会い情報共有を行うことで GA 後は地域の歯科に逆紹
介となった．

【考察】二次医療機関から地域の歯科への転院は，保護者から理
解を得るのが難しいことがある．その為，地域の歯科と当セン
ターの Dr. が情報提供書だけでは無く当センターの Dr.，地域の
歯科の Dr.，保護者，患者の 4 者が顔の見える関係性を築くこと
で，安心して歯科受診できるようになりまた通院の負担も軽減で
きると考えられる．

【結語】地域の歯科では口腔衛生管理を行い，二次医療機関では
専門的な診療を行うという本来の各機関の在り方を確立する必要
性がある．

○上村 美月1）・大野 伸子1）・武居 まゆみ1）・根本 ちさと1）・清水 政紀2）・加藤 一宏2）・吉田 直人2）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）・杉
山 紀子2）

1）横浜市歯科保健医療センター，2）横浜市歯科医師会
Initiative of backward cooperation in our center
○KAMIMURA MIDUKI，Yokohama City Center for Oral Health of Persons with Disabilities, Kanagawa, Japan

P-Ⅰa-1　当センターにおける後方連携の取り組み

【緒言】障害者施設は施設利用者が日常生活を行う場であり，生
活に伴う様々な「臭い」が発生する．しかし施設利用者を支援・
看護する職員が「臭い」に対してどの程度ストレスを受けるかと
いう報告はなく，労働環境の整備も重要である．そのため障害者
施設の環境臭対策を行うための前段階として，施設職員が直面す
る「環境臭」の問題点を明らかにすることを目的とした．

【方法】同意が得られた関連障害者施設（知的・身体障害者施設）
の施設職員 49 名を対象にアンケートを実施した．アンケートの
内容は施設で最も気になる臭い，臭いの強さ（0～5，6 段階），
臭いの性質（－4～4，9 段階），ストレスレベル（VAS），自由記
載の 5 項目とし，複数回答可とした．回収したアンケートは集計
後データ化し，匿名化されている情報を用いた．

【結果】49 名の平均年齢は 39.3（SD11.6）歳であり，男性 18 名，
女性 31 名であった．施設で気になる臭いは排泄物が一番多く，

次いで口臭・流涎，体臭であった．臭いの強さ 3.4（SD1.1），臭
いの性質－2.1（SD0.9），ストレスレベル 43.9（SD19.3）であっ
た．

【考察】障害者施設職員に対する調査では，排泄物の臭いが最も
気になる臭いであることが明らかとなった．これは病院や高齢者
施設において環境臭を調査した報告と同様の結果であり，日常生
活を行う場で最も問題となるのは排泄物の臭いであると考えられ
た．また，口臭・流涎の臭いを挙げた施設職員も多く，歯科介入
の重要性が示唆された．排泄物をはじめとする臭いの状態把握お
よび制御が今後の検討課題である．

【結論】障害者施設職員に対する調査では，気になる臭いとして
排泄物の臭いが最も多いことが明らかとなった．

（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委
員会　承認番号 R1-E35）

○笠川 あや1）・関根 伸一1，2）・和田 真実1）・財間 達也1）・藤川 順司1）・安藤 早礎1）・赤松 由佳子1）・佐伯 直哉1）・下田 麻央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）大手前短期大学歯科衛生学科
A study of environmental odor for staffs working in facilities for the disabled
○KASAKAWA AYA，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

P-H-9　障害者施設に勤務する施設職員への環境臭調査
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【緒言】福井口腔保健センターは毎週水・木曜を診療日とし，輪
番制で診療を行っている．インシデント発生の際，担当医は適切
な処置を施した後報告書に記載する．医局会で報告，情報を共有
し事例を検証，その後の対応策を講じている．今回，その概要を
報告する．

【対象・結果】対象は平成 27 年から令和元年までの 5 年間に報告
されたインシデント 12 例．年齢は 8 歳から 90 歳．性別は男性
10 例，女性 2 例．障害分類は広汎性発達障害 5 例，精神遅滞 1
例，認知症 2 例，脳性麻痺 2 例，その他身体障害 2 例であった．
報告内容は器具破損 1 例，器具の口腔内落下 3 例，歯の外傷・誤
飲 2 例，状態悪化 4 例（意識消失，SpO2 低下，てんかん発作，
診療後熱発），その他 2 例（攻撃的行動，転倒）であった．対応
策として機器の整備や使用法の再検討，患者の状態把握による治
療延期の判断等も再確認された．意識消失例等の検証から，身体
抑制具使用時には生体情報モニターを併用し，映像撮影装置を導

入した．
【考察】障害者の歯科治療では非協力的要素が多く，常に予測不
能な動きや異常が起こりうると認識しながら安全管理に努める必
要がある．輪番制診療では家族，介護者やスタッフからの情報収
集が重要であり，患者の状態を把握することが不可欠となる．身
体的・精神的ストレスが加わる身体抑制下では，生体情報モニ
ターの使用で患者の現況を把握しやすくなりリスク管理に役立っ
ている．また，映像撮影装置は事故の実態解明，原因究明や再発
防止の検討等に有益となるが，患者のプライバシーを十分に配慮
して使用している．情報共有と事例の検証は輪番制診療の医療安
全の確保に有用であるため，今後軽微な事例であっても報告をす
ることとし，より高度な安全管理体制の構築に努めていかねばな
らない．
本研究は福井県歯科医師会倫理委員会の承認（承認番号 9）を受
け実施した．

○遠矢 東誠1）・齋藤 浩一1）・宮本 美紀子1）・早石 典子1）・山下 治人1）・伊藤 祐一郎1）・中村 克宏1）・坂野 正仁1）・多田 伸一郎1）・
水島 秀元1）・大野屋 雅寛1）・梅田 健吾1）・岩佐 昌典1）・佐野 和生1，2）・山本 有一郎1）

1）福井口腔保健センター，2）福井県在宅口腔ケア応援センター
Medical safety management at our center  -Verification of incident cases-
○TOHYA TOUSEI，Fukui Oral Health Center, Fukui, Japan

P-Ⅰa-3　当センターにおける医療安全管理―インシデント事例の検証―

【はじめに】昨年（第 36 回）の日本障害者歯科学会学術大会に
て，2017 年 4 月から 2019 年 3 月までの全身麻酔下の障害者歯科
治療の現状と課題について発表をおこなった．今回，2019 年 4
月から 2020 年 3 月までのデータを加え，現状と課題についてさ
らなる考察をおこない報告する．

【対象および方法】対象は 2017 年 4 月から 2020 年 3 月までの 3
年間に全身麻酔下にて障害児・者に対して歯科治療をおこなった
全 26 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．データは匿名化して対応した．

【結果】性別は，男性 15 例，女性 11 例，年齢は 3 歳～61 歳，障
害病名は，歯科治療恐怖症 15 例，精神発達遅滞 9 例，自閉スペ
クトラム症 3 例，Down 症候群 2 例，多動性障害 1 例，適応障害
1 例（重複あり）であった．治療内容は，う蝕処置 24 例，抜歯
処置 9 例，補綴処置 2 例，歯周処置 1 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．紹介元は，歯科医院 17
例，内科医院 3 例，当院小児科 1 例，総合病院 1 例，他県大学病
院 1 例，紹介なし 2 例，治療後の転帰は，当科でのフォロー 15
例，紹介元への逆紹介 11 例であった．

【課題】全身麻酔下での歯科治療は 2017 年 4 月から 2019 年 3 月
までの 15 例に対して，この 1 年は 11 例と着実に増加した．しか
し，26 例の うち 15 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積極的に受け入れられていない
状況である．

【まとめ】当科では，3 次医療機関として，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積極的に増やしていきたい．
一方，術後のフォローについては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，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 ―the second report―
○HATTORI MASAYOSHI，Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shimane University Hosiptal,  Shimane, Japan

P-Ⅰa-2　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―第二報―
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【目的】千葉県歯科医師会では毎年，県内障害児者施設を巡回し，
健診指導，保健教育，治療を行なっている．近年，受診者の高齢
化が進んでいる印象を受け，高齢化に関する調査を行ったので，
その結果を報告する．

【対象と方法】平成 23・24 年度（以下 A 年度）と平成 30・31 年
度（以下 B 年度）に出動した成人施設の受診者（A 年度 3152 名，
B 年度 3040 名）を対象とし，事業報告より年齢を抽出した．
データは匿名化した情報を用いた．

【結果及び考察】AB 年度の平均年齢比較では，全体で 37.5 歳か
ら 40.9 歳，通所では 33.1 歳から 37.3 歳，入所では 42.9 歳から
46.5 歳と 7 年で 3 歳以上上昇している．通所入所比較では入所の
方が年齢が高い．これは高齢化により自宅での支援が難しくなり
入所するためと考える．また，年齢構成も高齢化しており，70

歳以上の利用者も A 年度 55 名から B 年度 110 名と増加してい
る．残存歯数比較では，39 歳までは AB 年度ほぼ同じであるが，
40 歳から 69 歳では B 年度の方が 55～59 歳を除き本数が多い．
平成 28 年度歯科疾患実態調査でも残存歯数が減る傾向にある年
齢であるが，受診者はより急激に残存歯数が減っていく．わずか
ではあるが，AB 年度比較で残存歯数の増加は，利用者の努力，
施設，保護者の支援に本事業が少しでも役にたったと考えたい．
平均残存歯数では，B 年度の方が少ないがこれは，高齢化の影響
によるものと考える．

【結論】今後，入所施設の高齢化は一層進み，本来の障害以外の
様々な疾患，成人病，認知症，摂食嚥下障害などの発生が予想さ
れ，口腔ケアがそれらの予防に繋がる事の周知が重要となる．

○内田 敦・坂口 豊・鈴木 真子・相田 剛・堀角 達朗・青木 洋大・宗田 友紀子・朝蔭 綾子・吉澤 健太郎・荒木 誠
千葉県歯科医師会
Report on aging of persons with disabilities at facilities
○UCHIDA ATSUSHI，Chiba-ken Dental Association, Chiba, Japan

P-Ⅰa-5　障害者施設における高齢化の調査報告

【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
してより困難な事が多い．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，意思の疎通の取れない本人の同意が得ら
れないまま身体抑制法に移行さ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．昨年に続き，
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にアンケート
調査を行った．今回，アンケート項目には「強度行動障害判定基
準表（旧法）」を加え，当院では実施できない全身麻酔法，また

身体抑制（抑制具使用）の是非を伺うことにした．
【結果および考察】前回，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
見が多い結果が得られたものの，保護者への適切な情報提供も行
われておらず，二次医療機関での全身麻酔への選択は整備されて
いないのが現状である．身体抑制に関して社会的関心は強く，障
害者の権利擁護という問題を意識しながら，慎重に行うことが必
要と考えられた．

【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1，2）・小笠原 正2）・大藪 まどか1）・岡本 彩女1）・岡田 雛子1）・広浜 さつき1）・小國 晶子1）

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 (second report)
○YOKOTA MAKOTO，Yokota Dental Clinic, Kyoto, Japan

P-Ⅰa-4　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（第二報）
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【緒言】当障害者歯科診療所は市からの委託事業として開設され
たが，協力医の確保に難渋している．そこで本研究は，歯科医師
会の障害者歯科診療所への協力者を増やすために歯科医師会会員
に障害者歯科診療所での見学・実施体験を行った後に障害者歯科
についての意見調査を行い，障害者歯科への参加した歯科医師と
しなかった歯科医師の意識の違いについて検討した．

【調査対象者と方法】調査対象者は，西尾市の歯科医師会会員で
障害者歯科診療所を見学した 23 名であった（日本障害者歯科学
会倫理審査会員　承認番号 20028）．研究担当者は「障害者歯科
についての意識調査」の研究内容について説明し，本人の自由意
思によるアンケート記載と提出をもって同意をみたした．（1）過
去の経験（2）障害者歯科の経験前後のイメージ（3）体験でよ

かったこと（4）経験前後の参加意欲（5）協力者の協力理由など
であった．分析は，Fisher の直接確率計算を用いた．

【結果および考察】障害者歯科診療所での見学・実施体験後に障
害者歯科診療への参加者は半数が大変，不安が解消されたが，参
加しなかった者で大変さや不安感が解消されたのは 20％であっ
た．診療所に参加していない者は見学・実施体験前に「できれば
避けたい」と回答した者 6 名のうち 1 名のみが関わってもよいと
し，他は「避けたい」あるいは「関わりたくない」と回答してい
た．見学・実施体験は，参加する者の不安などを解消し，参加し
なかった者に対して認識を新たにするという一定の効果がみられ
る．

○井上 雅貴1）・今村 恭也1）・山本 浩貴1）・藤田 尚臣1）・小笠原 正2）・鈴木 香保利2）

1）西尾市障害者歯科診療所，2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
Survey of dental works attitudes after the experience of dentistry for special need
○INOUE MASAKI，Nishio City Dental Clinic for Disabled, Japan

P-Ⅰa-7　障害者歯科体験後における歯科医療従事者の意識調査

【緒言】超高齢社会における要介護高齢者の増加や低出生体重児
の増加に伴う重度心身障害児の増加など，スペシャルニーズを必
要とする人はこれから今以上に多くなると考えられ，障害者歯科
の領域においてもその需要は多くなることが予想される．しかし
ながら，患者の多くは障害者歯科センターや病院歯科を受診する
傾向にあり，いわゆる一次医療機関である開業歯科医院への受診
は少ないと予想される．今後のニーズの拡大に対し，障がいのあ
る方が安心して受診できる環境を増やすためにも開業歯科医院で
のこれまで以上の受け入れ態勢の強化が必要と考え，自院におけ
るスペシャルニーズ対応を必要とした患者の受診状況を調査した
ので報告する．

【対象と方法】2017 年 4 月から 2020 年 5 月までに受診した計
1210 名の患者のうち何らかのスペシャルニーズ対応を行った患
者 263 名を対象とした．カルテ情報から後ろ向きに調査した．

【結果】全体に対するスペシャルニーズ患者の割合は 21.7％で
あった．初年度は 26.7％であったが徐々に低下傾向であった．
263 名のうち発達障害の人が 107 名（40.7％），神経運動系障害・
感覚器障害の人が 83 名（31.6％），精神疾患の人が 73 名（27.7％）
であった．0~9 歳が 61 人と最も多く，そのうち発達障害が 54 人
であった．精神疾患の多くは歯科治療恐怖症でそのほとんどに笑
気吸入鎮静法を施行した．

【考察】開院前より可能な限りユニバーサルデザインを取り入れ
た設計・施工を行った結果スペシャルニーズ対応を希望した患者
に対し受診を拒否した事例はなく，障がいの分類にも大きな偏り
は見られなかった．しかしながら，経過とともにスペシャルニー
ズ患者の受診率の減少がみられる．今後改善するためにはスタッ
フの知識や技術を高めること，専門性を周知すること，二次医療
機関との連携が重要と考える．

○三木 武寛
みき歯科三越通りクリニック
During 3 years from the start of clinic work, the consultation status of patients who need special treatment at a dental clinic
○MIKI TAKEHIRO，Miki Mitsukoshi-dori Dental Clinic, Takamatsu, Japan

P-Ⅰa-6　開業歯科医院における開院から 3年間のスペシャルニーズ対応を必要とした患者の受診状況



260

【緒言】当診療所は平成 7 年に中野区からの委託事業として開所
し，指導医のもと障害者歯科診療・摂食嚥下機能訓練を行ってき
た．今回は歯科診療における当診療所の感染予防の取り組みにつ
いて報告する．

【経過】当診療所は指導医 3 名，歯科医師会から協力医 55 名，そ
の内，医局員 18 名の輪番制で診療を行っている．常勤歯科衛生
士 3 名，非常勤歯科衛生士（以下衛生士）12 名が交代で勤務し
感染対策を担当している．診療室は一つのフロアにユニットが横
並びで 4 台あり衝立で個別化を図っている．診療は歯科医師，担
当歯科衛生士の他に清潔域と不潔域に衛生士が配置され，診療の
準備から滅菌まで衛生士が行う．このように多くの人が関わるた
め，院内感染予防に対するマニュアルを作成し，それに従って常
勤歯科衛生士が指導しながら行っている．また歯科医師も輪番制

で使用器具が異なるため使用器具は数多い．切削バーは種類を限
定し現物を用いて見本を作成，個別に滅菌し保管している．

【結果および考察】衛生士を清潔域と不潔域に配置することで診
療中，器具の取り扱いが混在せず明確化できた．院内感染予防で
最も大切なのが，勤務する全員が同じ考え，行動を取ることであ
る．少人数であれば比較的可能だが，多くの人が関わる程，困難
になる．そこでマニュアルの作成が重要となる．今後の課題とし
て，個別での滅菌が増加傾向にあり滅菌作業が煩雑化している．
使用頻度の高い切削バーや，器具のセット化などの工夫が必要で
ある．また様々な理由で診療体系が変化する場合も鑑み，感染予
防についての取り組みの再評価を行い，その都度マニュアルの改
変をする必要がある．

○岩崎 槙1）・花岡 新八1）・小木曽 周1）・土田 和彦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
Infection control procedure in the dental practice of the patients with disability and oral health
○IWASAKI MAKI，General Incorporeted Association Tokyo Nakano Dental Association Smile Dental Clinic, Tokyo, Japan

P-Ⅰb-1　地域障害者歯科診療所の歯科診療における感染予防の取り組みについて

【目的】東京都武蔵野歯科医師会（以下本会）では，平成 23 年か
ら市の委託事業として日本歯科大学と協働し，通所施設利用者の
摂食嚥下支援を行ってきた．平成 31 年 2 月に入所型障害者支援
施設が開設し，本会に訪問歯科診療依頼があり健診・診療を開始
した．開設から 1 年経過し，今後入所者が生涯安心して生活する
ため本会が行うべき支援を明らかにすることを目的とした．

【対象】対象は施設定員 40 名のうち同意を得られた 36 名（男性
20 名，女性 16 名，平均年齢 40.0 歳）とした．

【方法】アセスメント票，歯科健診結果，診療録から，訪問歯科
診療の希望，かかりつけ歯科の有無，疾患内容，処置内容につい
て集計・分析を行った．

【結果】受診希望は，訪問歯科診療 19 名，かかりつけ歯科通院
11 名，歯科衛生指導（処置はかかりつけ歯科）が 6 名だった．
健診結果から，萌出歯数平均 26.7 歯．未処置歯保有延べ 17 名

（47.2％），処置歯保有延べ 29 名（80.6％），歯周病保有 24 名
（66.7％）だった．診療内容は衛生指導 192 件（71.1％），歯周基
本治療 63 件（23.3％），う蝕処置 15 件（6.44％）で，それ以外の
処置はなかった．

【考察】受診の選択で，訪問と通院に大差がなく，通院の労力負
担による訪問へのシフトがある反面，かかりつけ歯科の位置づけ
は大きく，訪問歯科医としてかかりつけ歯科との連携強化が重要
であると考えた．健診結果で処置経験者が多かったことは，診療
内容で治療よりも衛生指導が多くなったことに関連していると考
えられ，本施設では衛生指導を継続し行うことが重要と考えた．

【結論】本会の支援は連携と衛生指導に重点を置き，診療日とは
別に口腔ケア指導日を設置，更に既存の委託事業を併用し，口腔
管理を更に充実させる予定である．
日本障害者歯科学会倫理審査承認番号 20025

○加島 正浩・辰野 隆・蒲池 史郎・鈴木 健太郎
公益社団法人東京都武蔵野市歯科医師会
Dental needs and efforts of dental association at the first dwelling type facility for the disabled in the city
○KASHIMA MASAHIRO，Musashino Dental Association, Tokyo, Japan

P-Ⅰa-8　市内初の入所型障害者支援施設における歯科的需要と歯科医師会の取り組み
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【緒言】明石市歯科医師会障害者歯科委員会は地域の障害者歯科
医療の充実を図るため，15 年以上にわたり診療所の規模拡張に
取り組んできた．その結果，中核都市であるが 30 万人に満たな
い人口規模にも関わらず，全国的に最大規模の設備や人員および
診療体制を有した，あかしユニバーサル歯科診療所を新築開所す
るに至った．今回，開所までに経験した様々な困難と，それらを
克服しながら開所に至った道程について報告する．

【経緯】あかしユニバーサル歯科診療所の前身の障害者等歯科診
療所は昭和 62 年から明石市が設置し，歯科医師会が指定管理者
として週 2 日午後 3 時間診療を行ってきた．しかし月の受診可能
人数は 100 名程度で，すぐに受け入れ能力がひっ迫したため，診
療日時の拡大や歯科医師の増員，診療台の増設等について行政に
働きかけを行った．あわせて患者アンケートの実施，市議会議員
や障害者団体への説明などの取り組みを行ったものの前進は困難

であった．長期の交渉の結果，行政職員の協力や市長の視察など
を経て，平成 30 年に新診療所建設プロジェクトが始動し，令和
2 年 6 月に開所に至った．

【結果】診療台 5 台の全身麻酔も可能な診療所を開所した．常勤
医 2 名，歯科医師会出務医，大学の非常勤歯科医師 3 名を擁し，
平日終日と土曜午前に診療を行っている．また全国的に稀有な事
業として隣接する市民病院で麻酔時の入院，歯科診療時の偶発症
への対応し，逆に当診療所で周術期の口腔ケアを実施する密な医
科歯科連携体制を構築している．

【考察】地方都市であるが，行政や市議会議員，障害者団体等の
多くの方々のご理解ご協力により充実した障害者歯科診療所を開
設できた．このようなモデルが全国に広がり，全ての人が平等に
最良の歯科医療が享受でき，口腔の健康増進に寄与できればと考
える．

○春木 隆伸1，2）・三木 直樹1，2）・佐藤 太一1，2）・小河 宏行1，2）・藤波 徹1，2）・神坂 学1，2）・田中 秀幸1，2）・向井 千久1，2）・橋井 公三
郎1，2）・長江 麻帆2）・村上 旬平1，3）・覚道 知樹2）・山根 尚弥1，3）・加藤 裕彦1，4）

1）あかしユニバーサル歯科診療所，2）（一社）明石市歯科医師会，3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科診療部，4）大阪歯科大学歯学部
歯科麻酔学講座
Process until “A universal dental clinic” establishment
○HARUKI TAKANOBU，Akashi Universal Dental Clinic, Hyogo, Japan

P-Ⅰb-3　A歯科診療所開設までの道のり

【目的】渋谷区口腔保健支援センタープラザ歯科診療所（以下当
センター）は 2002 年に開設した．2007 年の 5 年目に渋谷区歯科
医師会会員に対し，障害者歯科診療に関する認識や当センターと
の連携状況を把握するため，アンケートを行った．その後 12 年
が経過し，2007 年との変化を見る目的で再度，同一内容のアン
ケートを行ったので報告する．

【対象および方法】対象は渋谷区歯科医師会全会員 292 名とし，
任意記名式のアンケート用紙を郵送した．調査項目は 1）自院で
の障害者歯科診療実施状況，2）当センターとの連携状況，3）当
センターで障害者歯科診療を行う協力医の登録状況などとした．
結果を集計し，2007 年と比較した．

【結果】方法で示した内容に対する回答は 2007 年，2019 年の順
に以下の通りである．回答数は 72 名（回答率 25.5％），82 名（回
答率 28.1％）であった．1）自院で障害者歯科診療を行っている

のは 45.8％，50％であった．2）当センターに紹介したことがあ
るのは 19.4％，34.1％（重複回答あり），当センターに患者を紹介
しようと検討しているのは 91.5％，94.9％であった．3）登録協
力医は 27.3％，29.3％であった．

【考察】当センターに患者を紹介したことがある会員や，患者の
紹介を検討している会員は 2007 年と比較して増加傾向にある．
これは，地域に障害のある人が増えてきていることや，会員の当
センターに対する認知度が上がってきていることが考えられる．
しかし，障害者歯科診療を自院で行っている会員や，当センター
で障害者歯科診療に従事する協力医の増員には至っていないた
め，今後，研修や情報発信など更なる方策を検討していくことが
必要であると思われる．

（東京都立心身障害者口腔保健センター臨床研究倫理審査委員
会・承認番号 310003）

○丹野 理枝1）・田中 純子3）・村田 志乃1，2）・山下 徹2）・篠原 一也2）・木下 滋彦2）・坂本 眞理子2）・高橋 佳子2）・村井 智子1）・石
井 裕子1）・重枝 昭広3）・山口 さやか3）・関野 仁3）・壱岐 千尋3）・長田 博史2）

1）渋谷区口腔保健支援センタープラザ歯科診療所，2）公益社団法人渋谷区歯科医師会，3）東京都立心身障害者口腔保健センター
Awareness survey of the dental association members about special needs dentistry and cooperation status with our center：
Comparison between 2007 and 2019
○TANNO RIE，Shibuya Oral Health Support Center Plaza Dental Clinic, Tokyo, Japan

P-Ⅰb-2　�当地区歯科医師会会員の障害者歯科に関する意識調査および某歯科診療所への協力状況―2007 年度と 2019 年度
との比較―
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【緒言】特別支援教育の給食では教育職と医療職の医教連携が求
められるが，教育職の摂食機能などを系統的に学ぶ機会は少な
く，その知識や意識は過去の経験や興味に委ねられている．そこ
で，特別支援教育に携わる教員の給食指導関する知識や意識，情
報を得る方法の希望などを調査した．

【方法】対象は，全国の特別支援学校で行った調査1）などで，研
究協力可能と回答した 342 校の教員とした．
方法は，無記名自記式の質問票調査票を郵送法とした．回答期間
は 2020 年 3 月中としたが，新型コロナウイルス感染症予防対策
で休校となったので 4 月中に変更した．項目は，属性，過去の危
険事象経験，医教連携の希望，摂食機能などの知識，必要な情報
などとした．
なお，日本大学松戸歯学部倫理審査委員会の承認後（16-009）に
行った．

【結果】協力学校数は 172 校で 4765 人から返信があり，4692 人

が結果発表に同意した．2617 人（55.8％）が危険事象を経験して
いた．4359 人（92.9％）が医教連携を必要とし，現在の学校で実
施中が 1780 人（37.9％）であった．8 割以上が，摂食機能の知識
や訓練法を知りたいと回答した．また，デジタルツールの希望も
高く，その場合は，動画による解説の希望者が 4080 人（87.0％）
と最も多かった．

【結論】本対象者は給食に関して医教連携を必要と考えると共に，
より多くの情報を得ることを希望していた．また，デジタルツー
ルの応用への期待も高かった．デジタルツールは，地域格差なく
医教連携の情報を共有することができることから，今後はより
ニーズにあった Web ページなどが必要になると示唆された．

【文献】1）遠藤眞美，猪俣英理，他；歯科医療と教育機関の連携
（医教連携）による食事指導の地域格差の実態調査．平成 28 年度 
8020 公募研究事業研究報告書．169-176，2017.

○遠藤 眞美・地主 知世・猪俣 英理・根岸 浩二・岡田 多輝子・三枝 優子・村上 芽梨・野本 たかと
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
A study of the awareness of the teachers in special needs education school regarding eating support about school lunch
○ENDOH MAMI，Department of Special Needs Dentistry, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan

P-Ⅰb-5　特別支援教育に携わる教員の摂食機能に関する知識や給食指導に対する意識調査

【緒言】拒食や偏食の子を持つ親は，食べさせたいとの思いから
日々試行錯誤し，それが養育者の心理的負担につながっている．
今回我々は，動画の視聴により拒食を軽減させていた症例に対
し，療育センターと連携し支援を行ったので報告する．なお，本
症例の発表に際し書面にて保護者の同意を得た．

【症例】初診時年齢 2 歳 5 ヵ月女児．主訴は口の中に物を入れる
のを嫌がる．既往歴：原因疾患は特定されてないが生後 4 ヵ月か
ら発達遅滞が認められた．初診時の状況：身長 88.7 cm，体重 
9.5 kg．カウプ指数 12.1（やせすぎ）．中期食．摂食時に強い拒
否を認めるがスマートフォン（以下 SP）での動画視聴により拒
食が軽減される．家族構成：両親，弟（3 ヵ月）．

【経過】SP の依存は望ましくないが，発達の程度並びに養育者の
負担を考慮し容認した．また次年度には療育センター入園を希望
していたため，療育センターとは入園前から連携して対応を検

討．当センターでは主に食形態の確認を行い，SP の使用停止に
関しては，集団療育に期待することとした．入園後，徐々に SP
の使用頻度が減少している．

【考察】食事中の SP の使用に関して，Arvedson は使用を停止す
るよう助言すると同時に小児や養育者のストレスとならないよう
な発達上適切な方法が必要であると述べている 1）．一方，摂食行
動の変容に関しては，集団療育の効果があることはしばしば経験
するところである．本児も，療育センター入園後，職員や他児と
の関わりの中で SP の使用が減少，拒食も軽減している．また，
療育センターとの連携は養育者の心理的負担の軽減につながった
と考えられる．

【文献】1）Joan C. Arvedson. Picky eaters： What do we know 
& how do we treat these children? 第 25 回摂食嚥下リハビリ
テーション学会学術大会プログラム・抄録集 ； 2019. 235.

○谷口 聡子1）・久保田 一見1，2）・松川 綾子1）・南 菜穂子1）・松風 雅子1）・金山 奈央子1）・服部 清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 pediatric feeding and dysphagia using smartphone during mealtime
○TANIGUCHI FUSAKO，Shizuoka City Oral Health Center for Disabled, Shizuoka, Japan

P-Ⅰb-4　摂食時に動画の視聴を必要とした精神運動発達遅滞を有する小児摂食の嚥下支援の一例



障害者歯科　第 41 巻第 3 号　2020　　263

【目的】障がい児に対する歯科治療は，患児の身体的精神的苦痛
が大きいため困難を伴う事が多い．また，二次三次医療機関への
通院は，障がい児の自宅から遠方であることが多く保護者の負担
も大きい．そのため，障がい児のう蝕予防は極めて重要である．
近年，小児のう蝕は年々減少してきており，主な要因としてフッ
化物応用，かかりつけ医等歯科保健専門家による口腔衛生管理が
考えられる．つまり多くの小児が，かかりつけ歯科医において，
定期的に予防処置や保健指導を受けることにより，う蝕が減少し
ている．障がい児においても，一次医療機関である開業医におい
て積極的な予防管理が重要になってくるが，障がいの特性から歯
科受診が苦手な場合が多い．そこで，我々は障がい児の「口腔ケ
アの習慣化」を目指したう蝕予防事業を開発したので報告する．
この事業は，大阪市市民活動推進助成事業に採択された．

【対象および方法】障がい児と歯科医療者双方に働きかけをする．
1）通所施設（放課後等デイサービス，児童発達支援）に歯科衛
生士を定期的に派遣して，「健康教室」「個別歯科相談」を開催す
る．2）障がい児は歯科診療に慣れるためには，人（歯科医療者），
もの（歯ブラシ，デンタルミラーなどの歯科診療器具），環境

（歯科診療台等の歯科医院特有の構造）に慣れる必要がある．障
がい児が慣れ親しんでいる，通所施設において，まず，「人・も
の」に慣れる訓練をする．3）開業歯科医を対象とした研修会を
開催する．内容は障害者歯科，臨床予防歯科の知識，技術を習得
する．4）通所施設で活動する訪問歯科衛生士を養成する．

【結果】本事業は令和 2 年 4 月から開始したが，新型コロナウイ
ルス感染症の影響により，研修事業は実施の予定が立っていな
い．しかし，3 箇所の通所施設において本事業が開始された．

○日高 孝子1，2）・文元 基宝1，2）・清水 有紀1，2）・房 人惠1，2）・中島 好明1，2）・小谷 隆久1）・森岡 敦1）

1）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ，2）文元歯科医院
An approach to dental  health  care for children with disabilities
○HIDAKA TAKAKO，Kansai-wellbeing Club, Osaka, Japan

P-Ⅰb-7　障がい児への予防歯科事業

【目的】障害児（者）入所施設における歯科に関する実態を把握
し，今後の歯科保健対策の更なる展開を図る．

【方法】県内障害児（者）入所施設（短期入所を含む）99 か所を
調査対象とし，郵送にて調査票の回収を行った．本調査は無記名
解答とし，データは匿名化して行った．

【結果】1．回答数は 55 件（55％），内，協力歯科医療機関ありが
38 件（69％），なしが 17 件（31％），歯科衛生士の配置ありが 8
件（15％），なしが 47 件（85％）であった．（以降，協力歯科医
療機関ありを A，なしを B とする．）2．入所者の歯科健診を実施
している施設：A．26 件（68％），B．3 件（18％）3．入所者が歯
科専門職から歯みがきや歯科保健指導を受ける機会がある施設：
A．28 件（74％），B．5 件（29％）．また，歯科衛生士を配置す
る全ての施設が，機会があると答えた．4．入所者の歯・口に関
して問題に感じることがある施設：A．28 件（74％），B．10 件

（59％）．主に，拒否のある利用者に対する日常の歯みがき介助や
歯科受療についてであった．5．入所者の食事介助に関して問題
を感じることがある施設：A．32 件（84％），B．5 件（29％）6．
問題のある入所者への食事指導・摂食機能訓練を行っている施
設：A．17 件（45％），B．6 件（35％）．

【考察】協力歯科医療機関のある施設では，歯科専門職による入
所者への歯科健診や歯科保健指導だけでなく，職員による口腔ケ
アなどの取組の実施率が高かった．背景には職員の意識の向上が
考えられる．一方，入所者の口腔健康管理に困難を感じている施
設は多かったものの，食事指導・摂食機能訓練の実施率は低かっ
た．

【結論】施設入所者の歯科保健向上には，協力歯科医療機関を確
保し歯科衛生士の配置を促進することが重要であり，地域で障害
児（者）歯科医療に携わる歯科専門職の育成が必要である．

○武山 一1）・齋藤 弘1）・岩崎 均1）・山根 典子1）・笠井 悠未1）・村田 賢司1）・加藤 千明1）・中村 友亮1）・大杉 和司2）

1）公益社団法人三重県歯科医師会障害者歯科センター，2）公益社団法人三重県歯科医師会
Results of a questionnaire survey on dentistry at facilities for mentally and physically disabled children
○TAKEYAMA HAJIME，Mie Prefecture Dental Association, Center of Special Care Dentistry, Tsu, Japan

P-Ⅰb-6　三重県内障害児（者）入所施設での歯科に関する実態把握調査の結果について
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【緒言】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は適切な時期に必要な口腔保健医療サー
ビスが受けられるよう，また，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が重要である．当県における
障害者歯科保健対策は，障害者施設における歯科健診と受診勧
奨，また，かかりつけ歯科医院として地域で健康支援ができるよ
う認定障害者診療医を増やす等，治療と予防の両面から事業を実
施しているところである．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，日常の生活援助として施設職員が行う口
腔ケアや保健・衛生の確保が重要であることから，口腔ケア実地
研修事業を開始したので報告する．

【対象並びに方法】対象は施設単位とし，保健所を設置する市を
除く市町村に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律および児童福祉法に基づく事業所の施設職員

等とし，口腔ケア実地研修を希望する施設へは，歯科医師と歯科
衛生士を派遣し，障害者歯科保健の特性や歯科疾患の予防につい
て，座学とブラッシング方法等の実習を交えて研修を行った．

【結果及び考察】事業開始年度の令和元年度は，30 施設が口腔ケ
ア実地研修の開催を希望した．歯科医師と歯科衛生士が実際に施
設へ出向き口腔ケア実地研修を行うことにより，歯科保健の知識
や障害者歯科の特性が理解され歯科医院への受診が促された．ま
た，多忙な施設職員にとって施設で開催される研修会は参加しや
すく，歯科的な対応に苦慮しているケース等の相談が可能となっ
た．また，定期的に継続して研修会を開催することで施設職員の
口腔ケアに対する意識が維持され，施設内での歯科保健の取組み
が推進されると考えられた．

【文献】1）新潟県：新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の実施状
況．20-24，2020．

○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）・五十嵐 友樹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
Oral care on-site training program for facilities for people with disabilities
○ISHIGURO CHIYOE，Dental Center for Special Patients, Niigata Prefecture Dental Association, Niigata, Japan

P-Ⅰb-9　障害者施設を対象とした口腔ケア実地研修事業について

【目的】う蝕は予防できる疾患である．適切なセルフケアと歯科
医院での定期的なケア（フッ化物塗布等）を受けることで，近
年，健常者のう蝕は減少している．一方障がい児者においてはこ
の予防方法はまだまだ普及，実践されていない．それは以下の 3
つの理由が考えられる．1）障がいをもつ子供たちとその親は，
近くに歯科医院がたくさんあるが，どこに行っていいかわからな
い．また，歯科医院に行ってもうまくできないことも多い．2）
一次医療機関である歯科医院側も，突然障がいもつ子供が来院し
てもどう対応していいかわからない状態であり，障がい児者を積
極的に受け入れる歯科医院は少ない．3）そのため障がい児者は
身近な地域での「歯科医院」を予防目的で受診できることがな
い．このような障がい児の歯科受診のハードルを下げるための一
案として，開業歯科医と子どもを繋ぐコミュニケーションツール

「サポートブック」の作成を試みたので報告する．
【方法】市町村で無料配布されているサポートブックを参考に，
歯科に特化した内容に改変をした．内容は，障がい児の特徴（口
腔内の情報の記載，受診履歴，受診時の状態や配慮等） ，現在の
口腔内の情報，口腔ケアの知識と予防方法を記載し試作した．そ
の試作品を障がい児の保護者，施設（放課後等デイサービス）の
スタッフ，開業歯科医の三者で使用し，完成させる．

【結果及び考察】三者の意見を参考に改変を繰り返し，サポート
ブックが完成した．障がい児の情報が容易に記入，かつスムーズ
に伝達出来る内容になったと考えらる．今後，各方面にサポート
ブックを配布し，活用されることにより，障がい児の歯科受診率
の向上を目指したい．

○房 人惠1，2）・文元 基宝1，2）・日高 孝子1，2）・清水 有紀1，2）・中島 好明1）・小谷 隆久1）・森岡 敦1）

1）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ，2）文元歯科医院
An approach to dental health care for children with disabilities -Development of communication tools-
○FUSA HITOE，Kansai-wellbeing Club, Osaka, Japan

P-Ⅰb-8　障がい児の予防歯科の取り組み―コミュニケーションツール作成―
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【緒言】大学歯学部や歯科衛生士専門学校等において障害者歯科
への関心についての報告は散見されるが，職業選択を考える高校
生への歯科衛生士業務を紹介した報告は少ない．今回，高校生に
歯科衛生士の職種業務内容を紹介した活動を通じて若干の知見を
得たので報告する．

【内容】平成 30 年から職業人講話「一粒の種まき」事業で，某県
立高校の 1 年生を対象に，歯科衛生士による職業内容を紹介する
講演を行っている．聴講生は，個人の意思ではなく無作為に聴講
を決められている．対象者が 1 年生の理由は，2 年生時に理系文
系に分かれるためである．令和 2 年の講演内容は，一般的歯科衛
生士業務，特殊歯科，摂食嚥下障害，認知症への対応，在宅訪問
歯科診療等での歯科衛生士の活動とした．講演内容は年度により
若干の変更をしている．講演後に聴講者から意見や感想を頂い
た．記載内容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】令和元年度に聴講した 24 名の意見，感想を分類した．
元々，歯科衛生士の業務内容を知らない人が多く，理系の職種と
思っていた人も複数存在した．職種選択の視野が広がったとの意
見が多く，将来の職業として歯科衛生士に 1 名，歯科助手に 1 名
の希望があった．

【考察・まとめ】全国的に歯科衛生士の不足は周知であり，学生
募集をしても定員に満たない学校も存在する．歯科衛生士の職業
内容及び社会的医学的重要性が広報されていないのも一因と推察
する．高校生の職種選択時に歯科衛生士業を紹介することは将来
の歯科医療界の発展の根本になると考える．更に，福祉医療への
興味や関心を高めるためにはできるだけ早い時期に情報提供する
ことが福祉歯科医療での人材の確保に効果的であると思われる．
このような活動を広げるために今後とも継続して努力していく所
存である．

○飯田 景子1）・住田 まさ子1）・朝比奈 義明2）・本多 豊彦1）

1）本多ファミリー歯科，2）あさひな歯科
Efforts to introduce dental hygienist occupations to high school students―Introduction to welfare dentistry through the 
professional lecture program―
○IIDA KEIKO，Honda Family Dental Office, Nagoya, Japan

P-J-1　�高校生への「歯科衛生士」職種紹介事業への取り組み―職業人講話「一粒の種まき」事業を通しての福祉歯科医療
の紹介―

【緒言】当地域では障害者の口腔健康維持目的に施設訪問健診事
業を行い，歯科的問題が発見された施設利用者に歯科受診を促し
ている．今回受診に繋がった利用者の用意した『連絡ノート』を
利用し，継続診療する目的に患者および家族と連携した症例を経
験したので報告する（公社）藤沢市歯科医師会倫理委員会承認番
号 2020-003）．

【症例】45 歳男性．発達障害（精神遅滞）（療育手帳 B2），性格
は穏やか．分かり易い言葉で説明すれば理解可能．地域作業所に
て陶芸作品を制作．歯科受診は 7 歳時の事故での前歯部破折治療
以来なし．

【方法・経過】健診にて多数歯齲蝕による歯科的問題を説明．受
診勧奨を行い 8 年経過して施設職員と障害を抱えた母親と共に当
科受診．初診以降付き添い同行困難であるため本人のみ通院．分
かりやすく説明する事で診療可能となったが本人から家族への診

療内容伝達が困難な様子で『連絡ノート』を持参来院した．当初
自己記載していたようであるが，当科でも記載してほしいとの家
族の要望があり，担当医より治療内容および診療時の様子等を診
療毎に記載した．また家族より診療後の様子や経過の記載，本人
の体重減少等の生活状況の記載があり連携を図った．現在一連の
治療を終了し口腔健康管理目的に定期通院している．

【まとめ考察】1 人での通院は可能だが自己表現が難しく情報伝
達が困難な受診者であるが，障害を抱え付添えない家族とのコ
ミュニケーションツールとして『連絡ノート』を活用することに
より，連携を密に図ることでの円滑な歯科治療が行えたと考えら
れる．施設の利用者は成人が多く，我々も今後保護者の高齢化な
ど多様な状況に対応していく必要がある．継続した歯科医療の提
供ができる様，今後も様々な場面で連携をはかり患者に寄り添っ
た同様の支援をしていく所存である．

○松川 純子・奥富 紀子・岩澤 洋子・橋本 富美・児玉 綾子・池田 千絵・高野 薫・似鳥 純子・小野寺 純子・高橋 恭子・岩田 早
苗・高橋 恭彦・山本 夏彦・渡辺 真人・片山 正昭

藤沢市歯科医師会
Efforts in related business to visit disabled facilities at our association―Third report：Utilization of communication tools for 
continuous treatment―
○MATSUKAWA JYUNKO，Fujisawa City Dental Association, Kanagawa, Japan

P-Ⅰb-10　�当会施設訪問関連事業における取り組みについて　第 3報　継続治療のためのコミュニケーションツール活用に
ついて
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【緒言】2017 年本学会において，障害者歯科実習に 8 割の学生が
不安を持っている事を報告した．そこで充実した実習が行えるよ
うアンケートを行い，不安要因について検討した結果を報告す
る．

【対象と方法】2018 年 4 月から 2019 年 11 月までセンターで実習
を行った学生 105 名にオリエンテーション前，後および実習後に
実施したアンケートの結果をもとに多重比較分析を行った．回答
は無記名とし，設問は 7 項目で 4 項目を選択制 3 項目を自由回答
とした．なお，本発表に際し当センター倫理委員会の承認を得た

（承認番号 R2-02）．
【結果】「実習について不安」はオリエンテーション前 76％，オ
リエンテーション後 53％，実習後 17％と有意に減少した（P＜
0.001）．「何について不安があるか」はオリエンテーション前，
後は「対応方法がわからない」が最も多かったが，実習後は「障

害や全身管理の知識不足」に変化した．「学びたいこと」は「対
応方法」が 51 人と最も多く「学びたいことが学べたか」は
98.9％が学べたと回答した．

【考察および結論】学生は対応方法がわからないことが不安で
あったが，学びたいことに即した実習を行ったことで不安が軽減
した．実習後，知識不足に気がつき不安が残った学生もみられた
が，その中で自発的に勉強して行きたいとの回答もあった．学生
が不安を抱えて実習に臨む時，実習前のオリエンテーションの工
夫や不安傾向を知ることで学生の学習意欲を向上する指導が行え
るとの報告がある1）．今後，学生が実習前に知識の重要性を認識
し意欲的に実習に臨めるよう指導を工夫して行きたい．

【文献】1）飯出美枝子，他：実習前後の看護学生の不安の変化に
ついて　STAIX を用いての分析．2005：桐生短期大学紀要；
16：65-70．

○山地 知子・水田 朋子・石塚 あかね・島崎 涼佳・久保 英範・永尾 康・三浦 雅明
埼玉県総合リハビリテーションセンター歯科診療部
The progress of awareness in the training course of special care dentistry for the dental hygienist students：Examination of 
the anxiety factors
○YAMAJI TOMOKO，Department of Dentistry, Saitama Prefectural Rehabilitation Center, Saitama, Japan

P-J-3　障害者歯科実習における歯科衛生士学生の意識調査―不安要因についての検討―

【緒言】近年，障害者歯科医療の需要が増加し，専門的な技術や
知識が求められ，地域歯科医院や施設においても疾患特性の理解
や適切な対応が必要とされている．そこで当センターでは臨床実
習（以下，実習）が卒後活かされるよう学生指導を行っている．
今回，当センターで実習する学生を対象に，実習の前後で障害者
歯科に対する意識やイメージがどのように変化したのか意識調査
を行ったので報告する．

【対象者及び方法】令和元年度に，当センターで障害者歯科実習
を行った学生 21 名を対象に，実習前後に障害者歯科に関する意
識調査を行い，無記名選択方式と自由記載にて回答を求めた．倫
理的配慮に関しては書面にて同意を得た（倫理審査委員会承認番
号　20004）．

【結果】「障害のある人々に歯科保健指導や予防処置を行ってみた
いと思いますか」に対しては「そう思う」「少し思う」と回答し

た学生が実習前後で 67％から 86％となった．実習後「障害者歯
科で学んだことを活かしたいと思いましたか」については「そう
思う」「少し思う」が 100％であった．実習後の自由記載から障
害者への具体的な対応の意見が多くみられた．実習前後において
障害者歯科に対する意識に変化がみられた．

【考察】障害者に対するイメージとして最も多かったものは社会
生活の困難性であり，またコミュニケーションを図ることが全て
の疾患で困難であると感じていることがわかった．我々も学生の
サポートをしながら意思疎通がより円滑に図れるよう改善してい
くことが今後の課題の一つである．実習を通し障害者歯科に対す
るイメージ，歯科衛生士業務の多様性への理解に変化がみられ，
実習経験を活かしたいという意思が明確化された．これらのこと
から実習により学生の障害者歯科に対する意識，関心が深まった
ことが示唆された．

○一尾 智郁1）・松岡 陽子1）・毛利 志乃1）・筑田 純子1）・太田 康子1）・南川 亜紀1）・春日 美智子1）・川合 祐衣1）・大久保 久美子1）・
田中 玲子1）・柘植 信哉1，2）・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
A study of before and after clinical training on the awareness of the special needs dentistry for dental hygiene students
○ICHIO CHIKA，Yokkaichi Medical Dental Center, Mie, Japan

P-J-2　歯科衛生士学生に対する障害者歯科臨床実習前後の意識調査
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【緒言】当センターでは，連携がとれる協力医の育成を目的とし
て 2003 年に「沖縄県障害者歯科地域協力医研修会」を開始して
17 年が経過した．今回その変遷と今後の方向性について考察し
たので報告する．

【研修の内訳】研修対象者：当歯科医師会会員およびそのスタッ
フ．年間 9 名．申し込み順．但し，僻地離島地区からは 1 名ずつ
優先．研修医の責務：所定の研修（6 回）と臨床実習 （5 回）を
受講する．研修終了者：当県障害者歯科地域協力医として登録．

【経緯】2003 年から 2016 年はベーシックコース開催．17 年から
はアドバンスコースとし，6 回の講演会を自由に聴講出来るシス
テムに移行した．協力医から 17 人の認定医が誕生している．

【結果】1．研修医は 15 年間で 132 人であった．2．参加人数：設
定人数の上限を満たしたのは 8 年であった．3．研修医の内訳：
勤務医が年々増加傾向になり 2015 年は 8 人中 7 人と最も多かっ
た．4．地域別の研修医数：南部地区が 132 人中 51 人と最も多く

八重山地区が 8 人と最も少なかった．5．地域における協力医の
割合：現在の地域協力医登録歯科医院は 91 件である（閉院や勤
務医が退職した事による登録取り下げあり）．地域協力医の割合
は宮古地区が 68.18％で最も多く，南部地区が 14.29％で最も少な
かった．

【考察】参加人数の定員割れや勤務医の参加増の原因として，6
か月の研修期間，且つ自医院を閉めての実習参加等があるが，勤
務医の代理参加は障害者歯科が必要とされている事が窺える．登
録歯科医院の割合が僻地離島地区に多かった事は，僻地離島地区
における障害者歯科の必要性，また離島地域においては研修参加
への補助金支給があったためと考えられる．認定医が 17 名誕生
した事は評価出来るが，研修参加した勤務医が地域協力医になり
得たかが把握出来ていないのが現状であり，今後の検討課題だと
思われる．

○真喜屋 睦子1）・石川 末子1）・垣花 賢1）・木村 智弘1）・米須 敦子1）・湖城 秀久1）・友寄 清喜1）・松島 一夫1）・松川 隆也1）・中根 の
ぞみ2）・伊波 徹3）・波平 真樹4）・新谷 晃代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）のぞみ歯科クリニック，3）伊波歯科医院，4）下地中央歯科医院
Present situation and prospect of the person with a disability dental  practice in our center (1st report)：Transition of 17 
years for regional cooperation  physician workshop
○MAKIYA MUTSUKO，Okinawa Dental Association, Okinawa Oral Health Care Center, Okinawa, Japan

P-J-5　当センターにおける障害者歯科医療の現状と展望（第一報）―17 年間の地域協力医研修会の変遷から―

【目的】障害者歯科医療の需要は近年増している．障害のある人
の増加，年齢分布の変化や，多様な障害への対応といった対象の
変化のみならず，歯科医療の内容も疾患医療から保健医療へ，そ
してリハビリテーション等まで臨床活動は拡大していることか
ら，必然的に障害のある人と関わる機会は増え，障害者歯科に関
与する医療従事者の増加が望まれている．そのようなニーズに応
えるための有効なアプローチを検討するため，障害者歯科診療に
たずさわる人の背景・パーソナリティを把握する目的でアンケー
トを行ったので報告する．

【対象と方法】関西障害者歯科臨床研究会第 11 回研究集会（2019
年）の参加者を対象とし，計 12 項目について無記名で回答を得
た．アンケート用紙は集会当日受付時に配布し会場出口のアン
ケートボックスで回収した．

【結果】全回答者が 204 名（歯科医師 73 名，歯科衛生士 123 名，

その他 8 名）で，回答率は 68％であった．学生時に障害者歯科
に関する教育を受けたことがあったのは 121 名（59％）で，障害
者歯科にたずさわる前に，障害のある人に関わる支援活動やボラ
ンティア活動に従事したことがあったのは 61 名（30％）であっ
た．また，家族に障害のある人がいるのは 36 名（18％）であっ
た．

【考察】対象者が限定されているものの，現在障害者歯科医療に
関わる医療従事者は障害のある人に関する教育や密接なかかわり
を持っている人も多く含まれることが示唆された．

【結論】障害者歯科従事者を増やすため，より教育・啓発及び交
流の機会を持つ必要があると考えられた．

（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　承認番号　R2-E13）

○鬼頭 昭吉1）・村上 旬平1）・米倉 裕希子2）・稲原 美苗3）・新家 一輝4）・高橋 綾5）・竹中 菜苗6）・藤代 千晶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）関西福祉大学教育学部，3）神戸大学人間発達環境学研究科，4）名古屋大学医学系研究科，
5）大阪大学 CO デザインセンター，6）大阪大学キャンパスライフ健康支援センター
Questionnaire for dental workers in special care dentistry about the experience of education related to special care dentistry 
and interaction with persons with disabilities
○KITO AKIYOSHI，Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

P-J-4　障害者歯科従事者に対する障害者に関わる教育や経験についてのアンケート
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【目的】軽度知的能力障害者（以下：軽度 MR）への教育・福祉
サービスは，H17 年の障害者自立支援法施行により普及が進んで
いる．一方で，現在高齢の軽度 MR の多くは，発達に合った教
育や援助を受けないまま，健常者の中で社会生活を送ってきてお
り，親の死後，自立が求められる局面で生活上の問題が明らかに
なることがある．今回，脳梗塞発症後，介護サービスの受給を開
始した軽度 MR 患者に介入し，職種の枠を超えた生活支援の重
要性を経験したので報告する．尚，発表に際し書面にて患者の同
意を得ている．

【症例】患者：60 歳代男性．障害：軽度 MR，脳梗塞による高次
脳機能障害．生活：独居，生活保護，部屋は汚染されていた．
サービス：週 3 回通所，週 4 回ヘルパーを利用している．認知機
能：読み書き・理解力に難あり，自己管理能力不足（衛生・金銭
管理など），内向的，慣れると会話可能である．口腔所見：残根
多数，歯磨き習慣無く，清掃は極めて不良，臼歯部咬合は無く，

食形態に制限があった．
【経過】初診 15 か月後：訪問診療と並行し，DH による居宅療養
管理指導を開始した．乱雑・汚染された環境下，衛生・健康に対
する認識や習慣が養われていない状況での口腔衛生指導は無意味
と判断した．生活に視野を広げ，知的レベルや内向的な性格に合
わせた意思疎通により，周囲に伝えられず我慢しているニーズを
把握，DH で解決困難なことは他職種へつなげた．「よくなった．
自分の希望に近づいた」という実感の積み重ねにより DH の指導
へも少しずつ興味を示し，改善への変化がみられるようになっ
た．

【考察】本人の知的レベルを把握し，ニーズや興味を捉えた生活
支援が最終的に歯科領域の改善にもつながったと考える．

【結論】在宅診療では多職種の一員として，職種の枠を超え，生
活を支援する視点が重要である．

○加藤 真莉1）・飯島 裕之1，2）・福井 智子1）・河村 木里子1）・中山 裕子1）

1）杉並区歯科保健医療センター，2）一般社団法人東京都杉並区歯科医師会
Home care management guidance by dental hygienists for people with mild intellectual disabilities with cerebral infarction
○KATO MARI，Suginami Dental Health Center, Tokyo, Japan

P-K-1　�軽度知的能力障害を伴う脳梗塞後遺症患者に対し歯科衛生士による居宅療養管理指導を通じて生活支援を行った
症例

【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 2013 年度から実施している．
2019 年度で 7 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）自閉症の専門家のアドバイスによる症例検討，4）救急蘇生の
実習．岡山大学医歯薬学倫理委員会（承認番号 1948）．

【結果および考察】トレセミ後に実施したアンケートは 2013～
2019 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「自院で対応の難しい障害者の診療をおこなっ
ている」「今後積極的に障害者歯科を行いたい」との回答が増加
傾向になった．2018 年度から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，トレセミを実施した．7 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1，2）・下野 賢吾1，5）・森 貴幸1）・野島 靖子1）・山本 昌直2）・森 慎吾2）・上村 勝人2）・玉川 秀樹2）・福岡 隆治2）・船曵 洋
司2）・西木戸 博史2）・小見山 信2）・伊藤 政之3）・柴田 恵子4）・戸田 貴美子4）

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，5）土屋歯科医院
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 7
○EGUSA MASAHIKO，Center for the Special Needs Dentistry at Okayama University Hospital, Okayama, Japan

P-J-6　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�7
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【目的】障害者のある人の口腔の健康を達成するため，家族支援
は重要である．今回，歯科医療場面での障害のある人と家族の
QOL 向上支援を目指した，学際チームによる親支援プログラム
の実践について報告する．

【方法】親支援のための「親育ち学級」および心理カウンセリン
グからなる支援プログラムを構築した．親育ち学級は 2020 年 6
月から翌 2 月までに 1 回 2 時間，計 8 回開催し，障害者歯科，臨
床哲学，社会福祉，小児看護，臨床心理などの専門家による講義
と哲学対話を実施した．講義のテーマは，参加者の悩みを加味し
ながら「障害と生きづらさ」「障害と家族のケア」「歯のケア」

「行動への対応」「利用できる福祉サービス」「きょうだい支援」
に決定した．哲学対話では参加者と専門家が同じ立場，目線で参
加することを主眼とした．また診療現場で週に一度，臨床心理士
による患者および保護者への心理カウンセリング，生活相談を実
施した．

【結果】親育ち学級には障害のある小中学生をもつ母親 4 名が参
加し，途中の脱落者はいなかった．当事者やきょうだいの参加も
あった．参加者の悩みに沿う情報を提供しながら，参加者全員で
互いの経験や想いを言語化し共有する場となった．心理カウンセ
リングは，通院中の患者および保護者 10 名以上に対し単回また
は複数回行われた．また診療室での聞き取りにより患者や保護者
の心理や生活状態に関する情報が引き出され，支援ニーズを把握
につながった．

【考察】障害者歯科における家族支援の方法の一つとして，歯科
医療現場において，さまざまな専門家が連携しながらチームとし
て支援することの有用性が示唆された．

【結論】歯科医療現場は学際チームによる家族支援の場として機
能する．

（大阪大学大学院歯学研究科および歯学部附属病院倫理委員会　
承認番号　R1-E13）

○村上 旬平1）・米倉 裕希子2）・高橋 綾3）・稲原 美苗4）・新家 一輝5）・竹中 菜苗6）・森崎 志麻1）・鬼頭 昭吉1）・藤代 千晶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）関西福祉大学教育学部，3）大阪大学 CO デザインセンター，4）神戸大学大学院人間科学
研究科，5）名古屋大学大学院医学系研究科，6）大阪大学キャンパスライフ健康支援センター
Parental support by an interdisciplinary team in special care dentistry
○MURAKAMI JUMPEI，Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

P-K-3　障害者歯科における学際的チームによる親支援の実践

【緒言】わが国では，高齢化が進むなか，在宅で介護を受ける高
齢者が増加している．一方，身体機能などが低下した高齢者を介
護する際に，主介護者への介護負担増加は，在宅療養を継続する
にあたり重要な負の因子となる．今回，歯科治療が認知症患者の
介護負担軽減に寄与するのではと考え，予備研究を行った．な
お，本報告に関して患者家族から書面による同意を得た．

【方法】大阪歯科大学附属病院障がい者歯科を受診した認知症患
者 4 名（男性 2 名，女性 2 名）のそれぞれの主介護者を対象とし
た．主介護者に対して，初診時と歯科治療終了時の介護負担度
を，Zarit 介護負担尺度日本語版を用いて計測した．また，食事
に関する事項として，食形態と食事時間，喫食率を聴取した．さ
らに，口腔ケアのしやすさを 4 段階のスケールにて聴取した．

【結果】2 名は歯科治療後に介護負担度の軽減を認めたが，その

他 2 名の介護負担度は逆に増加した．食形態，食事時間，喫食率
の改善は 1 症例に認められ，口腔ケアのしやすさの改善は 4 症例
全てに認められた．

【考察】本発表で対象とした 4 症例のうち，歯科治療の前後で介
護負担度が増加した 2 症例については，治療期間中に要介護度が
増加したことが影響したと考えられる．介護負担度の軽減が認め
られた 2 症例のうち，食事に関する事項と口腔ケアのしやすさの
両方に改善を認めた症例において介護負担度の軽減は著明であっ
た．もう一方の症例は口腔ケアのしやすさにのみ改善が見られた
が，介護負担度の軽減はわずかであった．以上のことから，歯科
治療により咀嚼能率を向上させることと口腔内を清掃しやすいよ
うに整えることの両方を満たすことが，介護負担軽減に貢献する
可能性があると考えられる．

○田中 佑人・吉松 英樹・岩山 和史・小野 圭昭
大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
The effect of dental treatment on healthcare giving burden：4 cases of patients with neurocognitive disorder
○TANAKA YUTO，Department of Special Care Dentistry, Osaka Dental University Hospital, Osaka, Japan

P-K-2　歯科治療前後の認知症患者の介護負担度について
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【緒言】本学会災害対策委員会では，障害のある人が，大災害時
に口腔保健上の不利益を最小限にするための方策に資することを
目的にアンケート調査を行い，障がい者団体が，大災害時の歯科
保健医療に対してどのように考えているのかを把握，検討した．

【対象および方法】当事者と繋がる 4 団体の都道府県・政令指定
都市等の地方障がい者団体を対象とし，災害時の歯科保健医療に
関するアンケートを実施した．

【結果】回答は，全国手をつなぐ育成会連合会 40 団体，日本自閉
症協会 31 団体，全国重症心身障害児（者）を守る会 27 団体，全
国肢体不自由児者父母の会連合会 47 団体，合計 145 団体から得
られた．「災害対策マニュアルがある」のは 11.7％で，「災害時に
医療機関との協力体制がある」のは 15.2％であった．53％が「地
域歯科医療機関とのつながりがある」と回答したが，「災害時の
歯科保健・医療について話し合うことがある」のは 19％，「災害

時の歯科保健・医療に関する研修会が開催されたことがある」の
は 10％に過ぎなかった．災害時の会員の歯や口のことでの心配
事では「環境の変化の中で口腔ケアができるか」81％が，災害時
に必要な歯科情報では「歯科応急処置を受けられる場所の情報」
88％が，災害時に必要と思われる歯科支援では「避難所等への口
腔ケア支援」83％が，そして，災害時に歯や口のことで困ったと
きに相談先は「かかりつけ歯科医」67％が，それぞれ最も多かっ
た．

【考察】地方障がい者団体は，歯科医療機関との繋がりは半数程
度認められたが，災害時の体制や歯科保健・医療についての意識
は十分ではなかった．平時の繋がりを発展させ，災害時の心配事
や要望に対応できるよう地域単位での支援を推進していく必要が
ある．
日本障害者歯科学会倫理審査委員会承認番号 19016．

○服部 清・河瀬 聡一朗・秋山 茂久・足立 了平・猪狩 和子・久保山 裕子・大黒 英貴・中久木 康一・宮下 直也
一般社団法人日本障害者歯科学会災害対策委員会
Survey on disability group’s attitudes toward oral health during a large-scale disaster
○HATTORI KIYOSHI，Committee for Disaster Countermeasures, Japanese Society for Disability and Oral Health

P-K-5　大災害時の歯科保健医療に関する障害者団体の意識調査

【緒言】障害者歯科センターは，幼少期から継続して受診する患
者が多い．その家族は，日々の生活の上で，各患者に望外のサ
ポートが重要となっている．今回我々は，患者家族に対して，ど
のような支援が必要で協力ができるのかを検討するため，アン
ケートを実施したので報告する．

【対象および方法】令和 2 年 1 月の診療日 23 日間に，当センター
を受診した患者家族 242 名を対象とした．調査項目は，家庭での
歯磨き，口腔内の心配事，療育や将来への悩みなど 25 項目とし，
その中の 5 項目は選択によるスコア化を採用した．また回答者の
年代別，地域別で比較検討した．結果は対応表を保有しない匿名
化処理を行い，個人が特定できないよう配慮した．

【結果】回答者は母親が 196 名（81.0％），年齢は 40 歳代が 78 名
（32.2％）で最も多かった．家庭での歯磨き担当は，20～30 歳代
では父親が 41.4％，40～60 歳代では 20％台で関与していたが，

70～80 歳代では 0％だった．母親の関与も 20～30 歳代で 75.6％
だったが年齢が高くなると割合は低かった．患者の将来への悩み
では，20～30 歳代（スコア 2.89）に比べ 70～80 歳代（スコア
3.31）が高かった．地域別では，南部 149 名（62.1％），中北部
91 名（37.9％）だった．中北部では，療育での悩み（スコア
2.75），将来についての悩み（スコア 3.07）がともに低く，日常
の歯磨きへの悩みはスコア 2.92 で高かった．

【考察】家庭での歯磨き支援は，年代で変化がみられ，場合に
よっては社会福祉サービスの利用を促すなどの助言が必要に思わ
れた．また，保護者の年齢層によって悩みが強くなる傾向があ
り，地域差は項目によって異なった．我々は，それらを考慮した
上での支援が必要であると考えられた．
本発表を行うにあたり，当法人倫理委員会の承認を得ている（承
認番号 19022 番）．

○水野 和子・長嶺 和希・寺元 平・砂川 英樹・勝連 義之・真喜屋 睦子・上地 智博・長嶺 忍・喜屋武 望・真境名 勉
沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター
Thinking about family support from dentistry for the disabled
○MIZUNO KAZUKO，Okinawa Dental Association Okinawa Oral Health Care Center, Okinawa, Japan

P-K-4　障害者歯科から家族支援を考える
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【緒言】近年，診察および診療をリアルタイムで行うオンライン
診療が検討されており，新型コロナウィルス感染症拡大に伴い，
その活用がより注目されている．今回，D to P with D（訪問し
ている歯科医師を介したオンライン診療）の形態で，口腔管理と
同時にオンラインによる摂食指導を行ったので報告する．なお，
報告にあたり保護者から書面による同意を得ている．

【症例】患者は 1 歳 7 か月の男児，原疾患は脳形成不全性水頭症
である．母親からの主訴は，経口からの水分摂取をすすめたいと
のことであり，在宅の小児科主治医より訪問歯科診療の依頼が
あった．初診時の摂取食形態は離乳中期食，摂食嚥下機能段階は
おしつぶし機能獲得期であった．水分のみ経鼻経管を使用してい
た．水分摂取時の口唇閉鎖不全を認めた．乳歯は上下 C～C まで
萌出していた．

【経過】2019 年 X 月，訪問歯科診療を開始した．月 1 回程度の頻

度で摂食指導，フッ素塗布を含む口腔管理を開始した．2020 年
月 6 の再診時には新型コロナウィルス感染症拡大防止のため，口
腔管理担当医のみ訪問し，摂食指導医はオンライン診療を行うこ
ととした．訪問した歯科医は口腔診査とフッ素塗布を行い，オン
ラインでは外部観察評価から母親に対し訓練方法の指導や食形態
の助言をした．

【考察】新型コロナウィルス感染症拡大予防のため D to P with 
D の形態でのオンライン診療を行った．訪問担当医が，事前にオ
ンライン診療で使用するデバイスの説明，セッティングを行った
ことで，スムーズに診療を行うことが可能であった．オンライン
診療は，遠隔地および専門医が不足している地域で活用されてき
た．今回の感染症拡大に伴って，訪問人数を考慮し感染リスクの
低減を図ったことは，有用であると考えられた．

○佐藤 志穂1）・田村 文誉1，2）・五十嵐 公美1，2）・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
A case of doctor to patient with doctor for a dysphagic child with the pandemic of COVID-19
○SATO SHIHO，The Nippon Dental University, Tama Oral Rehabilitation Clinic, Tokyo, Japan

P-L-2　�新型コロナウィルス感染症拡大に伴い障がい児に対して D�to�P�with�D（Doctor�to�Patient�with�Doctor）を行っ
た一例

【緒言】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は世界中で感
染拡大が認められている．当センターは，一般の診療所において
診療困難で特別な配慮を要する方々を対象としており，緊急時の
院内感染防止対策には柔軟な対応が必要であったので報告する．
本報告では個人情報の取り扱いはない．

【方法】厚生労働省の行動指針と各学会の提言を元に COVID-19
への基本対応策を診療医長が作成した．実施した内容は，「高頻
度接触部位，器材・機器などはアルコール消毒（清拭・噴霧）を
行う．適切な換気を行う．患者にマスクの装着，最少人数での来
院をお願いする．エアロゾル発生を伴うような処置には口腔外バ
キュームを併用する．また，行政からの指示により COVID-19
感染対策のため通常診療を規制する場合は，易感染性患者の予約
は延期とする．定期健診，治療途中だが緊急性のない処置等は延
期し，投薬と予約変更で対応する．」等である．現場での障害者

への対応で，基本対応策では対応できなかったことを記録した．
【結果】マスクの装着ができない患者がいた．付き添い人数が多
く，人との距離感が保てない場合があった．職員が見ないところ
であちこちを触れる可能性が高い患者がいた．体動があり口腔外
バキュームの併用が困難な場合があった．患者自身の疼痛の訴え
が曖昧で歯科治療の緊急性の判断が困難なことがあった．

【考察】障害者は予測不可能な行動をするため付添者が多くなり
やすいことが考えられた．あちこち触れる患者は行動監視が困難
で，付添者から申告してもらう必要があると考えられた．マスク
の装着や小人数での来院など行動指針自体が守れない患者が多
く，現場は臨機応変な対応を必要とした．今後も起こり得る非常
時に備え，障害特性に合わせた対応策を準備することが大切と考
えられた．

○藤崎 史帆1）・道満 朝美1）・荻田 雄紀1）・成清 綾1）・柴田 真生1）・西村 ななみ1）・杉村 智行1）・安井 仁司1）・秋山 茂久1，2）

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
Preventive measures against nosocomial infection of new coronavirus infectious disease (COVID-19) in our dental center
○FUJISAKI SHIHO，Kobe Dental Center, Kobe, Japan

P-L-1　当センターにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の院内感染防止対策
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【緒言】当院では在宅や施設で生活されている障害者や高齢者に
対して訪問歯科診療（以下，訪問）を行っている．今年に入り新
型感染症の影響で，一部の施設で訪問が中断となる事例が生じ
た．過去の報告より，専門的な口腔健康管理による高齢者の口腔
衛生環境の改善や感染症リスクの低下など報告されている．その
ため，訪問の長期中断は，誤嚥性肺炎リスクの増加や摂食嚥下機
能の低下を招き，患者の健康状態を悪化させることが予想され
る．そこで，障害者や高齢者の健康を守るために，オンライン相
談・診療（以下，オンライン）による口腔健康管理の取り組みを
試みたので報告する．

【対象と方法】当院が訪問をしている施設 5 件，在宅 6 件に対し
て，LINE を用いたオンラインの提案を行った．その後，利用し
た感想や利用時に苦慮した内容についてアンケートを実施した．
本研究内容は当院倫理委員会の承認を得ている（第 2020001N

号）．
【結果】オンラインの実施は，5 件であった．施設では，LINE を
使える環境がなく，利用が難しいケースが多かった．1 件のみ電
話による相談を行ったが，職員からの口頭による報告だけでは状
況確認が難しかった．在宅では，家族に LINE の使える方がお
り，ビデオ通話が行えた．実際にオンラインを受けた感想は，口
腔内の状態を撮影するのが難しい，医療と繋がれることへの安心
感が大きい，今後も利用したいなどであった．

【考察】今回の新型感染症が収束したとしても，今後も定期的に
新興感染症による人の接触を避ける必要がでてくると考えられ
る．今回，ビデオ通話ができない環境では，口腔状況についての
情報共有が困難であった．オンライン環境の整備や利用方法の指
導も訪問時の指導内容の一つとして考える必要性が感じられた．

○樋山 めぐみ・沖原 朱美・中本 陽子・船木 泰佑・風呂 沙由里・嶋田 光矩・高橋 優太朗・久保 尚也・前川 友紀・西中村 亮・村
田 尚道・岡本 佳明

医療法人社団湧泉会ひまわり歯科
Efforts to introduce online medical care for the age of emerging infectious disease
○HIYAMA MEGUMI，Medical Corporation Yusenkai Himawari Dental Clinic

P-L-4　ウィズコロナ時代に向けてのオンライン診療導入への取り組み

【はじめに】障がい児・者は知覚過敏等よりマスクを装着するこ
とが難しい者もいる上に，COVID-19 に罹患した場合，免疫力
の低下から重症化する危険性がある者もいる．当診療所では多く
の障がい児・者を受け入れていることより，感染症に対しても慎
重に対応をしていく必要がある．そこで COVID-19 に対する当
診療所の取り組みについて報告をする．

【経緯】2020 年 1 月 16 日に厚労省が COVID-19 感染者を発表し
て以降，国内感染者が増加した．宮城県においても 2 月 29 日に
感染者が確認された．4 月 16 日に日本国政府より全国に緊急事
態宣言が発令された．当診療所では 4 月 23 日に「新型コロナウ
イルスに対する緊急対策検討会議」を開催し，スタッフ間での情
報共有を行い，継続した診療に当たった．

【対応】「新型コロナウイルスに対する緊急対策検討会議」時には
以下の情報共有をおこなった．1．独自のフェーズ設定．フェー

ズ 1 は当診療所の近隣に感染者がいない状況．対応としては
フェーズ 2 以降に備えるための準備をしながら通常診療．フェー
ズ 2 は当診療所の近隣に感染者が 1 人発生した状況．エアロゾル
が発生する診療，観血処置の制限．フェーズ 3 は行政からの指導
やスタッフが出勤できなくなった場合とし，診療中止．2．予約
の入れ方として，エアロゾルが発生する処置や観血処置をする日
を限定する．3．問診の取り方．4．スタッフに対する感染症予防
について．であった．

【結果および考察】当診療所周辺で感染者が出た場合に，スタッ
フ間で情報共有を行ったことで，COVID-19 に対する備えがで
きたと考えられる．自然災害対策も必要であるが，今後，患者や
関係者，スタッフを感染症から守るための対策も各医療機関で練
る必要があると考えられる．

○三宅 宏之1）・鈴木 徹1）・木村 文洋1）・山本 寿則1）・前川 理人1）・阿部 恵理1）・齋藤 菜緒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）石巻歯科医師会石巻障がい児・者歯科診療所，2）いしのまき訪問歯科クリニック
Measures of this clinic for COVID-19
○MIYAKE HIROYUKI，Ishinomaki Dental Association Clinic for People with Special Need, Miyagi Japan

P-L-3　COVID-19に対する当診療所の対策
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【目的】新型コロナウィルス（COVID-19）の感染拡大予防とし
て訪問診療の中断を余儀なくされる事となった．東京都の緊急宣
言解除に合わせ訪問診療再開するにあたり，高齢者施設に入所中
の患者における歯科介入中断の影響について知る事を目的とし
た．

【対象】当クリニックでは，東京都内の某従来型介護老人福祉施
設において，施設側から診療依頼のある入所者に対し，歯科治
療・口腔衛生管理・摂食嚥下機能評価を行ってきた．本年 1 月か
ら 3 月末まで歯科的介入を行った患者は 65 人，のべ 104 人で，
既往としては全ての対象者が認知症を有していた．蔓延する
COVID-19 の感染拡大予防として，本年 4 月以降 5 月末までの
訪問診療中断期間中に対象患者に及ぼされた影響について報告す
る．なお，本研究は日本歯科大学附属病院臨床倫理委員会の承認
を得て行われた（NDUH-RINRI2020-4G）．

【結果】6 月より訪問診療を開始した．診療再開時に施設側から

の訴えでは，中断期間中対象患者に義歯破損が 1 例，補綴物の脱
離が 2 例，義歯の痛みによる装着困難が 2 例，歯周炎の増悪によ
る歯の動揺が 5 例生じていた．また，新たな歯科介入の依頼とし
て，義歯の痛み・歯冠破折の訴えがある患者を含めて口腔内検診
の依頼が 8 例あった．

【結論】歯科介入中断の影響として歯周病の進行による歯の動揺
が最も多くみられた．対象者は認知症を有し，自発的に歯科的不
具合を訴えられない者も多いと考えられる．口腔衛生管理などの
際に担当職員が症状に気付いた場合歯科への診療依頼に繋がった
事を考慮すると，症状に気付かれなかった齲蝕や義歯不適合を起
こしている対象者も相当数いると思われる．歯科介入を中断した
ことで対象者に生じた変化から，定期的な歯科介入を行う事が，
施設入所者の口腔内環境を保持する事に大きく貢献していること
が示された．

○仲澤 裕次郎1，2）・西澤 加代子1，2）・冨岡 孝成1，2）・駒形 悠佳1，2）・田村 文誉1，2）・菊谷 武1，2，3）

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 effect of the discontinuation of visiting medical care as infection prevention for COVID-19
○NAKAZAWA YUJIRO，Division of Rehabilitation for Speech and Swallowing Disorders, The Nippon Dental University School of 

Life Dentistry at Tokyo, Dental Hospital, Tokyo, Japan

P-L-6　COVID-19の感染予防を目的とした訪問診療中断が高齢者施設入所中の患者に与える影響

【緒言】COVID-19 感染拡大により小児在宅歯科医療においても
対応が必要となった．在宅療養を行う重症心身障害児に対するオ
ンライン診療（以下オンライン）の実態を報告することを目的と
した．

【対象と方法】COVID-19 感染拡大下において，従来訪問歯科診
療を実施していた患者のうち，期間中にオンライン診療に切り替
えた 12 歳未満の重症心身障害児 8 名を対象とした．診療録より，
診療形態，診療内容，などを調査した．データは匿名化されてい
る情報を用いた．

【結果】対象者の初診時平均年齢は 1.5±1.6 歳であり，7 名は呼
吸管理と栄養管理を行っている．訪問時の診療内容は 8 名とも摂
食指導であり，2 名は口腔衛生管理も行っていた．オンラインは
4 月 3 名，5 月 5 名に実施し，全例で摂食指導を行なった．対象
者の摂食機能獲得不全段階は経口摂取準備不全 4 名，捕食機能獲
得不全が 3 名，すりつぶし機能獲得不全が 1 名であった．オンラ

インでの摂食指導内容は直接訓練 3 名，間接訓練が 4 名であり，
指導時間は平均 30.5 分であった．オンラインでの指導の希望理
由は，感染症の不安，オンラインの環境整備などが挙げられた．

【考察とまとめ】当該時期は COVID-19 感染拡大により従来の在
宅歯科医療の継続が困難となり，厚生労働省から情報通信機器を
用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いが発出された．診療内
容は摂食指導が中心であった．また，診療時間は従来より大幅に
短縮となった．小児在宅歯科医療における摂食指導においてオン
ライン診療の導入が可能であった．今後さらなる検討を行い，小
児在宅歯科医療においてオンライン診療を併用での効果を明らか
にしていく予定である．
本 研 究 は 日 本 歯 科 大 学 生 命 歯 学 部 倫 理 審 査 委 員 会

（NDU-T2017-35）の承認を得た．文部科学研究費補助金研究基
盤 C（課題番号 18K09893）によって行われた．

○町田 麗子1）・古屋 裕康2）・高橋 賢晃1）・児玉 実穂1）・元開 早絵1）・永島 圭悟2，3）・塩原 裕一朗1）・田村 文誉2）・菊谷 武2，3）

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
Feeding therapy with telerehabilitation on home dental care for children under COVID-19 pandemic
○MACHIDA REIKO，Division of Rehabilitation for Speech and Swallowing Disorders, The Nippon Dental University, Dental 

Hospital, Tokyo, Japan

P-L-5　COVID-19感染拡大に伴い小児在宅診療患者に対して実施したオンラインによる小児摂食指導
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【緒言】2020 年初頭より，世界中で COVID-19 の感染が拡大し，
歯科医療にも大きな影響をもたらした．小児在宅歯科医療も同様
であり，必要な医療を在宅療養児に届けるのが困難な事態となっ
た．そこで在宅療養児に訪問診療を行っている歯科医師，歯科衛
生士を対象に，その間の状況について情報収集を行い，若干の知
見を得たので報告する．

【対象と方法】小児在宅歯科医療研究会のメンバーを対象に情報
提供を求め，19 名から 99 件の回答が得られた．調査時期は 2020
年 4 月である．

【結果】訪問診療を行っている回答者は 14 名，行っていない後方
支援機関の回答者は 5 名であった．感染拡大中の小児在宅歯科医
療の実施について，訪問を行っている回答者からは，何らかの形
で訪問を制限しているという回答が 9 件，患者の希望がある限り
これまで通り訪問しているという回答が 11 件であった．訪問を
行っていない回答者においては，外来診療を何らかの形で制限し

ているという回答が 11 件，患者側からの希望がある限り診療を
続けている，が 2 件であった．
患者保護者からの困ったことの相談として，生活リズムが乱れ，
保護者の負担が多くなっていることが挙げられた．感染拡大時の
課題として，訪問者側が患者宅にウイルスを持ち込まないことの
他に，今の時期だからこそ，重症化予防のための診療が必要なの
に行えないことがもどかしい，という意見がみられた．

【考察とまとめ】回答者のそれぞれの医療機関や診療の状況によ
り，感染拡大防止への対応は異なると考えられる．現状では感染
リスクと診療しないことのリスクの考え方の整理ができておら
ず，それが現場の混乱に拍車をかけていると思われる．今後，感
染の第 2 波，第 3 波が確実に来ると予測されており，小児在宅歯
科医療における感染防止に関するガイドラインの早急な作成が必
要と考えられた．

○田村 文誉1，2）

1）小児在宅歯科医療研究会，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
The proposition of home dentistry for children under the infection spread of COVID-19
○TAMURA FUMIYO，The Society of Home Dentistry for Cildren with Special Needs, Tokyo, Japan

P-L-7　COVID-19感染拡大下における小児在宅歯科医療の課題
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