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はじめに

この度，日常業務の概要を書くようにとのご指示
を歯科学報編集部よりいただきました。筆者は「千
葉県こども病院」開院以来小児や障害児の診療に従
事しています。小児専門病院という多少特殊な診療
環境でどのようなことを行っているか紹介させてい
ただきます。

千葉県こども病院の沿革

昭和６３年１０月千葉市緑区に８５の病床数，１７１人の
職員数の県立病院として開院し，現在は２２年経過し
２０３床，３６０人余の職員数の千葉県における小児医療
の中心的存在となっています。JR外房線鎌取駅が
最寄り駅です。二次医療機関のため医療機関から紹
介のあった患者さんのみ受け付けています。原則と
して１５歳までが患者さんの対象です（図１）。

診療科は内科系（小児科系）と外科系に別れていま
す。内科系は内分泌科，感染症科，アレルギー科，

代謝科，循環器科，血液・腫瘍科，精神科，神経
科，腎臓科，新生児・未熟児科，小児救急総合診療
科，〈遺伝科〉に分かれ，外科系は小児外科，整形
外科，脳神経外科，形成外科，眼科，耳鼻咽喉科，
泌尿器科，歯科，心臓血管外科，麻酔科，集中治療
科，病理科と２４科に分かれています。

筆者の経歴

私は昭和５０年東歯大を卒業し，千葉大学口腔外科
学教室（通称：歯口科）に入局しました。掘越達朗教
授（故）に口腔外科を学び，秋からは麻酔学講座の米
沢利英教授（故），飯島一彦講師のもとで１年間全身
麻酔を研修し，多くの全身麻酔をかける機会を得ま
した。その後，薬理学講座の村山 智教授のもとで
基礎的研究の指導を受け，掘越教授のご退任後は佐
藤研一教授（故）の指導を受け「Pentazocine-diaze-
pam併用投与による鎮痛鎮静効果の基礎的，臨床
的研究」で学位を取得させていただきました。さら
に日本口腔外科学会専門医，指導医を取得しまし
た。こども病院に赴任する前は日大松戸歯学部に通
い障害者歯科学講座の上原 進教授（東京歯科大学
卒）に障害者歯科についてご指導を受けました。昭
和５０年代は歯口科では口唇口蓋裂児を数多く扱って
いましたが，小児や障害者の歯科治療は行っていま
せんでした。「口腔外科を専門にしていた人間が何
故こども病院？」との疑問があったと思います。
こども病院赴任後は障害者歯科学会，日本小児歯

科学会で色々学ばせていただきました。また日歯大
小児歯科の大出先生（故）のお勧めで日本小児歯科学
会認定医（専門医）を取得しました。当時神奈川こど
も医療センターには東京歯科大学の先輩である池田

東京歯科大学創立１２０周年記念記事
「継承と発展」―各界の卒業生に聞く―
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図１ 千葉県こども病院全景

３０７

― ２１ ―



正一先生が活躍しておられました。同センターの歯
科に伴場せつゑ先生，久保寺友子先生が勤務されて
いました。両先生は私と同じ軟庭部に所属していた
関係で池田先生を紹介していただき，ご指導を受け
る機会を得ました。神奈川こども医療センターの歯
科は全身疾患を有する数多くの患者さんの治療にあ
たっておられましたので，論文や学会発表などから
も勉強させて頂きました。
当科でも種々の疾患を持つ患者さんの治療にあ

たってきたため，歯科麻酔学講座の一戸達也教授が
ご推挙下さり，現在は障害者歯科学会の代議員をさ
せていただいています。

診療スケジュール

日々の診療スケジュールを示します。
月～金曜日の午前，午後全て診療です。月曜日は

１２～１３時に昼食を食べながらのNSTミーティン
グ，NST病棟回診，NST対象患者の報告書作成，
外来診療です。NSTについて後で概略を記しま
す。火曜日の午後は隔週手術室での全身麻酔手術，
歯科治療です。水曜日の午後は外来で局所麻酔手術
を行っています。水曜日は助手が１名増えますので
患児の抑制が必要な場合はこの日に集中させていま
す。入院患者の診察依頼は外来診療後病棟を訪れ治
療スケジュールを決めています。

患者状況

３８００名の初診時の年齢分布を集計すると１歳児が
最も多く，就学前の小児は６０％を占めます（図２）。
年間新患数は約２００名，再来患者数は１９００名前後で
ほぼ一定しています。

紹介元は最近は院外がやや多い傾向です。院内か
らは図に示す様な診療科からの頻度が高く対応困難
な基礎疾患を有しています。歯科医院からはトレー
ニングをしても治療ができない，保健センターから
は舌小帯，上唇小帯異常，小児科医院からは腫瘍，
外傷，炎症など外科的疾患の紹介が多くみられます
（図３）。

患者さんの住所は千葉市，市原市が大半を占めま
すが，松戸市，柏市，浦安市といった東京に隣接す
る地区，外房地区，東京都，茨城県からも通院され
る方もおられます。

初診時疾患別分類

初診時の診断を疾患別に大別すると図のように
種々の疾患が見られます。う蝕や，交換期障害など
の歯牙疾患，上唇小帯，舌小帯の異常で約半数を占
めますが，嚢胞，腫瘍，炎症，外傷など外科的疾患
も多く見られます。（図４）。

図３ 患者来院経路

図２ 年齢別患者分布
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基礎疾患

基礎疾患を有している患者さんは７０％位に達しま
す。千葉大歯口科では見たこともない疾患が多く，
常に勉強しないと対応に苦慮します。合併症のない
方は主に保健センター，歯科医院から紹介された患
者さんです（図５）。

他科との連携

テニスを通じて
東歯大には軟式庭球で全日本選手権，アジア大会

団体戦，個人戦優勝歴のある中尾和三先生が化学の
講師としておられました。先生のご指導で軟庭部は
歯学体連勝の黄金期でした。私は下手でしたが卒業
後，武田慎午先生，笠原克彦先生，成川元章先生と
のペアーで全日本歯科医師ソフトテニス大会で４回
優勝させていただきました。当時補綴学講座の腰原
好教授（テニス部部長）が部報に書かれた「継続は

力なり」という言葉を心に留めています。これはス
ポーツに限らず本業についてもいえることです。こ
ども病院の医師は軟庭部のOBが多く，テニスを通
じて各科との良好な連携がとれています。若いOB
の先生方も自分の趣味やスポーツなどを継続してい
くと良いことがあると思います。
血液腫瘍科との連携
血液腫瘍科は小児がんの化学療法，骨髄移植等を

昭和６３年の開院当初より行っていました。治療に関
連した口腔の問題があるため治療前，中，後のス
テージ別の歯科的な管理法を１９９１年に小児歯科学雑
誌に発表しました。その後多数の患者さんを診させ
ていただき，治療開始年齢，治療法と歯の形成障害
の関係が明らかなってきました。
なのはな会（小児がん患者家族の会）での講演内容

を会の方がテープから起こし，プレゼンの図表もき
れいに造り直し，A４版３２頁におよぶカラー印刷の
冊子を作成されました。これは今後治療を要する患
者さんに役にたつものと確信しており今後も患者さ
んのために頑張らなければと思っています。
出血性素因をもつ患者さんの口腔出血は止血のた

めには凝固因子を補充する必要が多々ありますが，
軟部組織からの出血では積極的に縫合し，歯の脱落
や歯槽部の出血では局所圧迫の装置を症例ごとに工
夫し凝固因子補充なし，または補充因子量の軽減を
図ってきました。これは因子補充による抗体産生，
未知の感染症の予防，貴重な因子製剤使用量の軽減
を考慮したもので成果をあげています。これらに関
することも多数学会報告や論文を書くことができま
した。

図４ 初診時疾患別分類

図５ 基礎疾患分類
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神経科との連携
てんかんの患者さんは発作で転倒し舌，口唇，頬

の裂傷，歯槽骨骨折などを生じることがあります。
このような外傷では縫合や整復固定を積極的に行っ
てきました。近年，医療も進み筋ジストロフィーの
ため人工呼吸器を使った在宅管理の患者さんも増加
しています。バギーに人工呼吸器を搭載しての移動
となります。バギーごと入れる歯科医療施設はあま
りないため３０歳を超えた方も継続して来院されてい
ます。
循環器科との連携
先天性心疾患では重度のチアノーゼを伴い処置の

ため号泣するとアノキシックスペルという重篤な状
態になり得ます。号泣する場合は日常の口腔清掃は
困難です。従ってこれらの患者さんの管理は容易で
はありません。
先天性心疾患では多くの小児は抗凝固療法を受け

ています。これらの患者さんの歯の交換期，う蝕症
４度で抜歯が必要な時は抗凝固剤を継続したまま抜
歯を行っています。その中断により凝固能が亢進し
塞栓形成の恐れがあります。局所止血法をしっかり
行うことで術後出血に困ったことはありません。今
では循環器学会，日本口腔外科学会では抜歯では抗
凝固剤を継続して行う指針が出されていますが，当
科では２０年以上前よりこれを行ってきました。
感染症科との連携
歯性感染症で眼窩周囲，頬部，顎下部などの著明

な腫脹をきたした幼児が時々紹介されます。当科に
紹介された場合は直接対応し，感染科に紹介された
場合は対診を求められ一緒に診療にあたります。多
くは抗菌剤で消炎させ，その後原因歯の処置を行っ
てきました。時には膿瘍切開が必要で１週間位入院
が必要な場合もあります。千葉大歯口科で成人の膿
瘍，蜂窩織炎の切開，消炎療法を経験してきたこと
が役にたっています。
形成外科，新生児科との連携
ここ数年は新生児科，形成外科とのチームアプ

ローチでNAM（Nasoalveolar molding plate）という
口蓋床を早期に装着しています。これは唇顎口蓋裂
児の哺乳を助ける効果以外に名前のごとく鼻と歯槽
部を形作る装置です。これを使用すると広く破裂し
ている歯槽部は短い期間で狭小化し，拡がった破裂

側の扁平な鼻孔は nasal stent で持ち上げ，形態を
より正常化させることができます。そのため５か月
頃行う初回の口唇形成術時には左右対象の鼻の形態
が得られご家族には感謝されています。
麻酔科との連携
当科では全身麻酔下での治療は２泊３日で行って

います。多数歯の治療，通院圏が遠い，合併疾患が
あることなどのため術後も１日管理する方針です。
麻酔科との連携も良好で開院以来麻酔トラブルはな
く遂行できています。千葉大麻酔科での研修が患者
さんの周術期の管理に役にたっています。
NST活動（多職種との連携）
当院は２００６年にNST（nutrition support team）を

立ち上げ，外科医，小児科医，歯科医，管理栄養
士，検査技師，薬剤師，看護師，理学療法士，事務
職等３０余名で活動しています。私も日本静脈経腸栄
養学会の認定NST医の資格を取得しました。入院
患者すべてを対象に入院時と２週間毎に体重変化等
のパラメータから栄養状態を評価します。体重減少
など問題のある場合は必要エネルギー量，摂取エネ
ルギー量，タンパク質量，脂質量の計算，栄養補給
ルートの適否などを評価し報告書を作成します。ま
た担当医から栄養の問題で依頼を受ければその改善
の提案をします。
この活動の一環で摂食嚥下の問題にも関わりを持

つようなり，唾液の嚥下すらできない著しい障害に
陥っていた患者さんの嚥下機能を回復できた症例も
経験しています。私にとっては栄養や代謝，種々の
病態の勉強，摂食嚥下機能の評価，対応，改善など
は２００６年以降の新たな取り組みです。
診療環境の工夫と改善
１－６歳の乳幼児が多いため患児の不安を除去し，
コミュニケーションのきっかけをつかむことは診察
に入る前に重要なことです。このため歯科衛生士，
助手は乳幼児が良く知っているキャラクターの絵を
作り，ドアや壁に所狭しと貼ってくれています。ま
た季節に応じた折り紙も貼付けています。おもちゃ
も種々揃え，種々のキャラクター画像をスライド
ショーで見せます。このようにしてコ・メディカル
の協力が診療をうまく支えてくれています。上顎骨
膜炎だった３歳児は手袋をして兄を患者に見立て，
綿花の変わりにティッシュで口の中を拭き歯科治療
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のまねをしているとの微笑ましい光景を聞きまし
た。こんなことを聞くとホッとします。

最後に

当科で行ってきた特徴的なこと，最近取り組みを
始めたことなどを書かせていただきました。東京歯
科大で学べたこと，軟庭部の先輩，後輩に恵まれた

こと，口腔外科，麻酔科，薬理などで指導を受けら
れたこと，小児歯科学会，障害者歯科学会では他大
学の多くの先生方に励まされてきたこと，こども病
院の医師との連携が保てていること，などで２１年間
を恙無く過ごすことができました。東京歯科大学の
卒業生であることを誇りにし，微力ながら今後も病
める患児の役に立ちたいと思っています。
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