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ォa          s

沖縄県歯科巡回診療は沖縄塵のへき地及び無歯科医地

区住民の歯科医廃の確保と歯科衛生思想の啓蒙を図るこ

とを目的とし,固(厚生省)の援助を受けて沖縄県が実施

し,当該町村の全面的な協力により成り立っているもの

で昭和36年から実施され東京歯科大学,東京医科歯科大

学, E]本大学歯学乱　日本歯科大学,大阪歯科大学,大

阪大学歯学部,愛知学院大学歯学部,九州歯科大学の8

大学が分担し診療に当り多くの実績をあげてきた｡ 1)2)3)
4)5)

平成元年7月末現在の調査では無歯科医地区は20地区

11市町村あるが,歯科巡回診療は効率的な歯科医廃を確

保するとのことで原則として500人以上の地区を対象に

実施されているo環在対象となっている地区は①涯名喜

村渡名喜島, ②座間味村座間味島･阿嘉島･慶留間島,

③竹富町波照間島, ④竹富町中浜島, ⑤涯嘉敷村産嘉敷

島, ⑥粟酎寸粟Eg島の5町村8地区であるO以上の地区

に対して現在では年6回巡回診廃が行われており,平成

2年度は第5回(復帰後通算110回目)が東京歯科大学の

派遣となった｡

そこで今回われわれ診療丑が行った診療内容を報吾

し,塊在の状況と今後のご参考に供したいと思う｡

診療実施地区,診療IBIの構成および診療期間

今回(平成2年度第5回)の診療実施地区は,図1に示

すごとく那覇の西方32.1kmの北緯26.11度･東経

127.21度に位置した船舶にて約70分を要する周囲19. 6

kmの渡嘉敷村涯嘉敷島で,診療班構成入貢は,固(厚

生省)より派遣された指導教授1名,歯科医師3名,歯

渡素敵｣.'蝣

図1沖縄本島と涯嘉敷島との位置関係

科衛生士2名,歯科技工士1名(歯科技工士については

派遣可能な大学のみ)と沖縄県環境保健部医務課より派

遣された歯科衛生士2名(交代剃),歯科技工士1名の計

10名であり,診療斯間は,平成3年1月16日より平成3

年2月14日で,診療実日数は210間であった.なお,産

嘉敷島は過去,本学をはじめ何回となく派遣が行われた

ところである｡

仮設診療所として島の中央公民館が準備され,そこに

沖縄県所有の移動式チェアー3台を設置し,器材･薬品

等は,チェア-近くの机にならべた｡また,歯科用Ⅹ線

写桑撮影装置は,片隅に配置し,技工部門は,簡単な囲

いを施したコーナーを作りそこに技工用器材･器具を配

置した状況の中で歯科診療を行った｡

図2に診痘配置図,図3,図4に診療風景の一部を示す.

成　　　　　績

1.治療患者数および処置内容について

診療に訪れた患者は,新患者数207名(小児74名,一般

く乳幼児を含む) 133名),延患者数696名(小児210名,

一般486名)で,受診率は,小児100%,一般22%で全体

としては30.7%であった｡

処置総数は図5に示すように1672件であり,その内訳

は,保存的処置920件(55%),外科的処置172件(10.3

%),補轟的処置343件(20.5%),投薬88件(5.3%) ,そ

の他149件(8.9%)であったo次にこれらの処置内容を

-括表示すれば表1の通りであるoまた,保存的処置,

修復処置,外科的処置,補音的処置の内訳をそれぞれ示

せば図6の通りである｡

全体の治療の中で乳幼児に対しての診療は,永久歯の

萌出障害となっている乳歯あるいは残根状態にある乳歯

の抜歯,蘭蝕歯への錬成充壊,初期斬触歯へのフッ化ジ

アミン娘の塗布,フッ素塗布が主な内容であった.小児

に対しての診療は,永久歯の商蝕症第2度までの歯牙

は,将来的な面を考慮し極力インレー修復を行った｡小

児永久歯の抜歯処置はなく,抜髄処置もわずかであっ

た｡ 20歳代の成年者,あるいは30-50歳代の中高年齢者

に対しての診療は,抜歯後の補額処置,充壌物や捕枝物

が脱落しそのまま放置した症例･顧蝕歯のインレ-,ア

ンレ-,クラウン,架工義歯による修復,抜髄処置,抜

歯処置,歯石除去　歯みがき指導が主な内容であった｡

60-　歳代の患者に対しての診療は,有床義歯の修理･

リベースならびに新製義歯の装着･調整が主な内容で

あった.図7,図8に製作物の一例を示す｡今回の巡回

診療には,本学より歯科技工士が参加していたので,イ
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図2　診療配　図

図4　診療風景

ンレ　ー45,クラウン20,架工義歯7,有床義歯12と比較

的多くの技工物を作製することができた｡
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図5　科E]別診療の内訳
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表1　処置内容

2.小･中学産能の離蝕権患状態について

衝蝕確患者率は,小学生77.4%　中学生95.2%(平均



山之内,他:平成2年度沖縄県歯科巡回診療の実績報吾

II¥%&

有床義歯
ニ義歯

2% )

= = /// EU a^ a iESI
12 3 .5%

.

総 数

343 件

1

修

41

/
/

その他

1.4 %

図6　各処置の内訳

図7　作製した鋳造物

3.4%),末処置離蝕率(D率)は,小学生66.5%　中学

生41%(平均53.5%),喪失歯率(M率)は,小学生0% ･

中学生0.5%(平均0.3%),処置歯率(F率)は,小学生

33.5%　中学生58.5%(平均3.2%), DMF歯率は,小

学^20%　中学｣31.3% (平均24.5%) , DMF指数は

小学生3.3　中学生i.7(平均4.9)で,図9に示すごとく

DM F指数は,昭和62年度厚庄省歯科疾患実態調査の全

-　72

冠(クラウン)
20(5.3%)

図8　作製した新義歯(左)と40年間使用した

旧義歯(右)

画平均と比較して上回る結果を示したoなお,男子と女

子との比較では,男子の方が口腔内状態は良好であっ

た｡

3.歯科衛生指導について

歯科衛生指導は,阿波連中学校生徒および父兄,乳幼

児の父母,涯嘉敷小中学校生徒,一般島民に対して計4

回行ったoそれぞれの歯科衛塗指導において熱心に講演
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を聴き,歯みがき指導を受け,賛問も多く口腔衛生意識

の高いことを示した｡

%

1カ月という短新聞で口腔内全体にわたる治療を行う

ことは容易でなく,診療丑としては与えられた診療環境

の中で全量が最善の努力を尽くしたっもりだが,必ずし

もすべてに満足できる内容ではなかった｡特に治療後の

経過,補産物のメインテナンスなどはもう少し診療親間

があれば一層内容を高めることができたものと思われ

た｡このことは現在の診療器臭一式を持ち回るシステム

ではなく,恒久的な歯科診療施設を設け,そこに魂在の

派遣人員を1-2カ月ごとに1名ずつ分けて送るような

システムの採用も一考ではないかと患われたo

今回の巡E]診療で感じたことは,涯嘉敷島に関して

は,これまでの巡回診療の実績により島民の口腔内はか

なり改善されており,抜歯が主な治療内容であったとい

う過去の状況は一掃され,ごく一般的な歯周治療,倭

復,補轟などの歯科診療を必要とする状況であったoそ

のため,今回われわれ診療ま酎ま,診療実績の数ばかりで

なく内容的により高いレベルのものを目標とし,その意

味で本学の歯科技工士の参加は意義が大であった｡

稿を終えるにあたり,今回の派遣に際し,深いご理解をいた
だいた大学をはじめ種々ご協力を賜った沖穐県及び関係各機関

の皆様に御礼を申し上げると同時に1カ月間にわたりわれわれ

を常に暖かく迎えて下さった涯嘉敷島の皆様に心から感謝致し

ます｡

円il銅

また, 1カ月問診廃をご-賭させていただいた嘉暢宗成氏･

宮良千枝子氏･伊波恵子氏に御礼申し上げます｡
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Report.

The Okinawa itinerant dental care program was established to provide service to remote

places and places not served by dentists and to enlighten people about the importance of dental

hygiene. At present, therapy tours are conducted six times yearly. The Tokyo Dental College

participated in the fifth tour of fiscal 1990.

The team consisted of one directing professor, three dentists, four hygienists and two den-

tal technicians. The region served was Tokashiki Island, and the tour was conducted from

January 16 to February 14, 1991.

The total number of patients registered was 696 : 207 new patients and 489 return patients.

Therapy provided : 45 metal inlays, 20 full cast crowns, 199 plastic and amalgam fillings, 105

root canal treatments, 44 instances of scaling, 7 combination crown and bridge installations,

12 denture plates, 59 instances of denture rebasing and repair and 84 extractions.

Impressions of the program ;

1. As a result of previous itinerant dental treatment programs, islanders'oral health

conditions have improved greatly.

2. Routine therapy consisted in treatment for periodontitis and root canal conditions and

restorations and prostheses.This marks a dramatic shift from the situation that prevailed in

the past, when extractions were more common than any other kind of treatment.
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