
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
歯科医師が関わるチーム医療・多職種連携 １．医科歯科

連携による教育・臨床・研究

Author(s) 野村, 武史; 西田, 次郎; 髙野, 伸夫

Journal 歯科学報, 116(1): 11-13

URL http://hdl.handle.net/10130/3944

Right



―――― カラーアトラス ――――

歯科医師が関わるチーム医療・多職種連携
１．医科歯科連携による教育・臨床・研究

の むら たけ し

野 村 武 史１），
にし だ じ ろう

西 田 次 郎２），
たか の のぶ お

髙 野 伸 夫３）

１）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
２）東京歯科大学内科学講座
３）東京歯科大学口腔がんセンター



カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

超高齢社会に突入し，社会構造が急激に変化して
いる。これに対応するため，医療の分野では，地域
包括ケアシステムの推進が平成２５年厚生労働省の指
針で示された（図１）。これは地域における各ライフ
ステージの高齢者が，円滑で切れ目のない医療を提
供するために考案された，世界でも類を見ないわが
国独自の社会システムである。このように地域医療
の充実を図るために，本学市川総合病院でも東葛南
部医療圏における包括医療の実現に向けて，医師主
導の形で整備を進めている。市川総合病院に設置さ
れた歯科・口腔外科においては，こうした激変する
医療に対応するため，全身と口腔との関係を臨床，
研究，教育の観点から進めてきた１）。今後さらに歯
科医学が発展するためには，今まで先人の構築して
きた優れたデンタルテクノロジーを，いかに包括医
療の中で有効活用するかが重要な課題となる。この
ためには，臨床，研究，教育のすべてにおいて多職
種との連携を図っていかなければならない。
歯科医学教育においては，超高齢社会に伴う全身

疾患の教育の重要性が問われて久しく，総合病院を
持つ東京歯科大学では，以前より医科歯科連携によ
る卒前，卒後教育を実践してきた。最近では，歯科
教育モデル・コア・カリキュラムの中でシミュレー
タ教育の重要性が叫ばれ２），平成２７年度より，市川
総合病院内にスキルスラボが設置された。現在本学
卒前臨床実習においてシミュレータ教育が開始され
全身のアセスメント，技術訓練の場として一定の学
習効果を挙げている（図２）。また卒後研修では，毎
年医科研修生と歯科研修生の合同研修として４月
に，神奈川県の秦野にあるテルモメディカルプラ
ネックスにて合宿形式による全身の基本的技能の習
得を目的としたシミュレータ実習を行っている。さ
らに医科歯科合同による症例検討会を通して，医師
と歯科医師による口腔と全身についての勉強会を開
催している（図３）。
臨床においては，現在市川総合病院歯科・口腔外

科内に医科歯科連携を踏まえた専門外来を開設して
おり，各診療科と連携を図りながら患者の診断と治
療に当たっている。例えば耳鼻咽喉科と歯科・口腔
外科共同による閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）
患者の診断と治療，全身疾患に随伴する口腔乾燥症
の治療，慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者に対する歯
周病治療などである。また近年多様な粘膜疾患に対
応するため，皮膚科と合同で難治性粘膜外来を設置
し，複雑な全身・口腔疾患の病態の解明を進めてい
る。近年のトピックスとしては，日本口腔内科学会
主導で国内初の口腔扁平苔癬の診断・治療ガイドラ
インがまもなく完成すること，IgG４関連疾患の病
態が明らかになったこと３）などが挙げられる（図４）。

また隣接する口腔がんセンターでは，口腔がん患
者の治療を円滑に遂行するために多くの職種，チー
ムが関わり，密接な連携を行っている。この集学的
な治療の実践は，他の口腔外科関連施設とは異な
る，口腔がんセンターの大きな特徴となっている

（図５）。
最後に研究においては，医科と歯科の橋渡し研究

を中心に，全身の病態と口腔疾患の関係について共
同研究を行っている。現在行っている主な研究テー
マは，①分子生物学的検索を応用した唾液による
COPD の診断精度向上に関する研究，②口腔乾燥
患者に特異的な唾液中ストレスマーカーの検索，③
非病原性抗体 Px４４と治療分子 TRAIL を用いたド
ラッグデリバリーシステムの開発，などである。こ
れらの中で③について紹介する。近年口腔扁平上皮
癌においてデスモグレイン３（Dsg３）の高発現が報
告され，口腔癌のバイオマーカーとして利用する試
みがなされている４）。我々は天疱瘡患者からクロー
ニングされた，非病原性の抗 Dsg３抗体 Px４４に着
目し，標的組織である口腔癌へのドラッグデリバ
リーシステムを開発することを目指した。治療に用
いる癌抑制分子には，選択的にアポトーシスを誘導
し，正常組織に対して毒性を持たないとされている
TRAIL を選択し，非病原性抗 Dsg３抗体 Px４４と癌
抑制分子 TRAIL を結合した融合タンパク Px４４
TRAIL を作製し，現在研究を進めている（図６）。
この TR 研究は，平成２７年第６０回日本口腔外科学会
総会・学術大会において優秀口演賞を受賞した。
このように本シリーズでは，医科歯科連携をテー

マに，多職種医療，チーム医療の実践，また最新の
研究テーマとその取り組みについて全１０回にわたり
紹介していく予定である。
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図２ 卒前シミュレータ実習（全身の基本的技能の習得）

東京歯科大学市川総合病院口腔がんセンターホームページより

病理診断（臨床検査科）、画像診断および放射線治療（放
射線科）、再建治療（形成外科）、周術期の口腔機能管理
（歯科・口腔外科）、摂食嚥下の機能評価・訓練（リハビ
リテーション科）、栄養指導（栄養サポートチーム）、分
子標的薬（セツキシマブ）による化学療法（皮膚科）、緩和
医療（緩和ケア科）、地域支援・医療連携（医療ソーシャ
ルワーカー）

図５ 口腔がん治療におけるチーム医療・多職種連携 図６ 非病原性抗体 Px４４と治療分子 TRAIL を用いたドラッグデ
リバリーシステムの開発

テルモメディカルプラネックス
にて合同合宿

症例検討会

図３ 医科歯科合同の卒後研修（医療手技の実践，実習）

厚生労働省「第１回都市部の高齢化対策に関する検討会
（平成２５年５月２０日）より引用

図１ 地域包括ケアシステム

両側顎下腺の無痛性腫脹 IgG４形質細胞の浸潤

血中の免疫グロブリン IgG４値が上昇し、全身の臓器に形質細
胞が浸潤し機能障害をきたす原因不明の疾患。最初の報告はド
ライアイ、口腔乾燥症状のない涙腺・唾液腺の腫脹として、１８９２
年にヨーロッパのMikulicz が発見し、以後長い間Mikulicz 病
と言われてきた。２００１年に自己免疫性膵炎患者の血液で IgG４
成分が増加していることが本邦で発見され、その事がきっかけ
で様々な臓器に IgG４が浸潤することが分かり、IgG４関連疾
患と呼称された。日本では約２６，０００人の患者が罹患している。

図４ 新しい疾患の概念（IgG４関連疾患）


