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

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

Title
歯科大学病院小児歯科における障害者歯科診療の実態調

査

Author(s) 門屋, 真理; 氏家, 真由子; 藥師寺, 仁

Journal 歯科学報, 104(3): 297-302

URL http://hdl.handle.net/10130/795

Right



抄録：２００２年４月から２００３年３月までの間に東京歯

科大学千葉病院小児歯科に来院した障害者３歳から

３１歳までの１２６名を対象に，歯科治療の実態調査を

目的に行った。２００２年に来院した延べ患者数に占め

る延べ障害者患者数の割合は２．９％であった。障害

の種類別にみると，精神遅滞が最も多く（３８．９％），

次いで自閉症が（１５．１％），脳性麻痺が（６．３％）で

あった。年齢分布では，１０～１２歳（１９．８％）が最も多

く，次いで７～９歳（１８．３％），４～６歳（１１．９％）で

あった。幼児期後半から学童期の小児が約半数を占

めていた。対応法としては，１１２名（８８．９％）は一般

対応法で行われていた。

残りの１４名（１１．１％）については，抑制下で行って

いた。１９９３年と比較すると，レストレイナーを使用

した抑制下での処置は減少していた。処置内容につ

いては歯冠修復が１５３例（４１．２％）と最も多く，次い

で予防処置が９１例（２４．５％）であった。この結果

は，１９９３年と比較すると予防処置の増加が認められ

た。

緒 言

近年，開業歯科医や地域歯科医師会が運営する障

害者歯科診療所において障害者に対する歯科診療が

積極的に行われるようになった１～３）。それに伴い，

歯科大学病院における障害者の診療にも変化がある

ものと考えられる。そこで，障害者に対する歯科診

療の詳細を把握することを目的に，平成１４年度に東

京歯科大学千葉病院小児歯科を受診した障害児（者）

（以下障害者とする。）を対象に，障害の種類と歯科

処置の実態について調査するとともに，平成５年度

に本講座の志村ら４）が行った調査結果と比較・検討

した。

対象および方法

対象は，平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日

までの１年間に本学千葉病院小児歯科に来院し，当

科単独で患者の歯科治療を行った障害者１２６名であ

る。重度の障害があるため歯科麻酔科医に全身管理

を依頼した患者は，調査対象から除外した。調査

は，診療録を基に，障害の種類，調査期間における

初回来院時の年齢，来院経緯，通院期間，歯科治療

時の対応法，処置内容の６項目について行った。障

害者の分類は，上原５）が提唱している歯科的にみた

心身障害の分類に準じ，精神遅滞，脳性麻痺，自閉

症，てんかん，脳性麻痺を除く肢体不自由，感覚器

障害，言語障害を伴う口蓋裂，先天性心疾患，血液

疾患，その他の疾患の１０種類に分類した（表１）。
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表１ 障害の分類

Ⅰ 精神遅滞
Ⅱ 脳性麻痺
Ⅲ 自閉症
Ⅳ てんかん
Ⅴ 脳性麻痺を除く肢体不自由
Ⅵ 感覚器障害
Ⅶ 口蓋裂に伴う言語障害
Ⅷ 先天性心疾患
Ⅸ 血液疾患
Ⅹ その他

２９７
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結 果

１．障害の種類別患者数

平成１４年度に小児歯科に来院した障害者は，１２６

名であった。また，本調査期間内におけるこれらの

患者の一人平均来院回数は４．３回であり，延べ来院

患者数は５３６名で，１年間の延べ来院患者総数に対

する割合は２．９％であった（表２）。

障害の種類別にみると，精神遅滞が４９名（３８．９％）

と最も多く，次いで自閉症が１９名（１５．１％），脳性麻

痺が８名（６．３％）であった。心室中隔欠損症，心房

中隔欠損症などの先天性心疾患が６名，口蓋裂に伴

う言語障害が６名，感覚器障害としては聴覚障害が

２名であった。残る２６名は，ネフローゼ症候群，喘

息あるいは種々な症候群患者であった。また，血液

疾患は認められなかった（図１）。

２．年齢別患者数

来院患者１２６名の年齢は，３歳から３１歳と幅広い

年齢層にわたっており，年齢分布をみると１０～１２歳

が２５名（１９．８％）と最も多く，次いで７～９歳が２３名

（１８．３％），４～６歳および１３～１５歳がそれぞれ１５名

（１１．９％）であった（図２）。

３．通院期間

１６歳以上の調査対象患者４２名について，初診から

本調査終了時すなわち平成１５年３月３１日までの通院

期間を調査したところ，１１～１５年の者が１７名（４０．５

％）と最も多く，次いで１６～２０年が１４名（３３．３％），

５～１０年が６名（１４．３％）であった（図３）。

４．来院経緯

当科への来院経緯では，直接来院が４２名（３３．３％）

と最も多く，次いで開業歯科医からの紹介が３６名

（２８．６％），患者からの紹介が１５名（１２．０％）であった

（図４）。

開業歯科医から紹介された３６名について，その障

害の種類を調査したところ，約６割が精神遅滞で

あった（図５）。

５．歯科診療時の対応法

歯科治療時の対応法として，１１２名（８８．９％）は障

害のない患者と同様の対応法により処置が行われて

おり，残る１４名（１１．１％）は，抑制下での治療が行わ

れていた（図６）。抑制治療を行った１４名の障害の種

類は，精神遅滞，自閉症であった。この１４名につい

て，来院日毎の抑制法の種類を調査した結果，齲蝕

治療に際しては，すべての患者で開口保持のため開

口器またはバイトブロックが使用されており，１４名

中８名は，レストレイナー�が使用されていた。し

かし，定期健診時における口腔内の診察や口腔内の

清掃に際しては，障害のない患者と同様の対応法で

診療が行われていた。

６．処置内容

処置内容は，形成修復９４例（２５．３％），金属イン

レー３８例（１０．２％），既製金属冠２１例（５．７％）などの

歯冠修復が最も多く１５３例（４１．２％）であった。次い

で小窩裂溝�塞が５２例（１４．０％），刷掃指導および

表２ 延べ来院患者数

本調査※ 平成５年度調査２）

来院障害者数 １２６名 ２２４名

延べ来院障害者数 ５３６名 １，０５１名
延べ来院患者総数 １８，３６６名 ２６，０３７名
延べ来院患者数に占める割合 ２．９％ ４．０％

※調査期間：平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日

その他の疾患
２６名（２０．６％）

先天性心疾患
６名（４．８％）

精神遅滞
４９名（３８．９％）口蓋裂に伴う

言語障害
６名（４．８％）

感覚器障害
２名（１．６％）

脳性麻痺を除く
肢体不自由
３名（２．４％）

てんかん
７名（５．６％）

脳性麻痺
８名（６．３％）

自閉症
１９名（１５．１％）

図１ 障害の種類別障害者 図２ 年齢分布
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PMTC（professional mechanical tooth cleaning）が

２１例（５．７％），フッ化物歯面塗布が１８例（４．９％）であ

り，これら予防処置全体では９１例（２４．６％）であっ

た。また，歯内療法が４５例（１２．１％），咬合誘導処置

が３８例（１０．２％），抜歯が３６例（９．７％）であった（表

３）。

考 察

１．障害の種類別患者数

平成１４年度の１年間に，当科に来院した延べ患者

総数に対する障害者の割合は，２．９％であった。志

村ら４）の調査では４．０％であり，本調査のほうが低い

結果であった。このことは，歯科麻酔科における全

身麻酔下あるいは静脈鎮静下の処置の増加や地域歯

科医師会が運営する障害児歯科診療施設の増加など

が当科単独で治療を行った患者数減少の一因となっ

ていることが考えられる。しかし，大幅に減少して

いないことから，障害者に対する歯科診療の担い手

として，当科の果す役割は少なくないものと思われ

た。

表３ 内容別処置例数

歯
冠
修
復

形成修復 ９４（２５．３）
金属インレー ３８（１０．２） １５３（４１．２）
既製金属冠 ２１（５．７）

歯
内
療
法

生活歯髄切断 ６（１．６）
麻酔抜髄 １（０．３） ４５（１２．１）
感染根管治療 ３８（１０．２）

予
防
処
置

小窩裂溝�塞 ５２（１４．０）
刷掃指導および PMTC ２１（５．７） ９１（２４．６）
フッ化物歯面塗布 １８（４．９）

抜 歯 ３６（ ９．７）

咬 合 誘 導 ３８（１０．２）

そ の 他 ８（ ２．２）

処 置 総 数 ３７１（１００．０）

例数（％）

１‐５年
４名（９．５％）

２１年以上
１名（２．４％）

直接来院
４２名（３３．３％）

開業歯科医から
３６名（２８．６％）

６‐１０年
６名（１４．３％）

１６‐２０年
１４名（３３．３％）

患者から
１５名（１２．０％）

他の歯科大学病院から
３名（２．４％）

医科病院から
８名（６．３％）

当病院他科から
１１名（８．７％）

１１‐１５年
１７名（４０．５％）

障害者施設から
１１名（８．７％）

図３ １６歳以上の障害者の通院期間 図４ 来院経緯

その他
９名（２５％） 歯科衛生士や

付添の介護者
による抑制
＋開口器
６名（４．８％）

先天性心疾患
１名（２．８％）

抑制下
１４名

（１１．１％）
精神遅滞

２１名（５８．３％）
感覚器障害
１名（２．８％）

レストレイナー�

＋開口器
８名（６．３％）

脳性麻痺
１名（２．８％） 一般的対応

１１２名（８８．９％）自閉症
３名（８．３％）

図６ 歯科的対応法
図５ 開業歯科医からの紹介患者

歯科学報 Vol．１０４，No．３（２００４） ２９９
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障害の種類では，精神遅滞が最も多く，次いで自

閉症，脳性麻痺であり，志村ら４）の調査，あるいは

他の歯科大学病院小児歯科における調査６～１０，１３，１４）報

告と比較し，顕著な差は認められなかった。一方，

障害の種類別患者数を志村ら４）の調査と比較する

と，精神遅滞，自閉症，脳性麻痺の占める割合が約

２割増加していた。これらの患者は，歯科治療時の

対応が困難な場合が多いため当科への紹介が多く，

来院障害者に占める割合が相対的に多くなったこと

によるものと考えられた。

２．来院時年齢

患者の年齢分布は，志村ら４）の調査結果とほぼ同

様で，４歳から１２歳の幼児期後半から学童期の小児

が約半数を占めており，０歳から３歳の幼児期前半

は４％と少数であった。これは，各歯科大学小児歯

科の来院障害児年齢分布の傾向８～１４）とほぼ一致して

いた。

さらに，当科における初診時年齢は１５歳以下であ

ることから，１６歳以上の調査対象障害者について，

初診から現在までの通院期間を調査した結果，１１年

を超す長期的な口腔管理を行っている障害者が約７５％

に及んでいた。このことから，保護者は専門的かつ

長期的な口腔管理を望んでいることが推測される。

また，宮崎ら１５）の報告にあるように，継続的な口腔

管理により口腔疾患の予防を行うことが重要である

と考えられる。

３．来院経緯

開業歯科医から紹介された３６名について，その障

害の種類を調査したところ，約６割が精神遅滞で

あった。このことから，開業歯科医が障害者に対す

る歯科治療に積極的に取組むようになってきたとは

いえ，障害の程度がより重度であれば，コ・デンタ

ルスタッフや設備などの問題もあり，開業歯科医で

の治療は，困難であることが窺がわれた。

４．歯科診療時の対応法

高橋ら１６）の報告，小岩井ら１７）の報告によると，歯

科治療に対する協力が困難な精神遅滞，脳性麻痺や

自閉症患者に対し抑制具を使用して治療を行って

も，定期健診時にはかなり歯科診療に順応してくる

としており，本調査からも同様の傾向が認められ

た。また，志村ら４）の調査と比較すると，レストレ

イナー�を使用した抑制下での処置は減少してい

た。この理由として，近年，当科では障害者であっ

ても歯科衛生士や患者の介護者の協力を得て処置中

の患者の体動を抑制し，レストレイナー�の使用を

極力回避しているためと考えられる。米津ら１８）の報

告にあるように対応法の選択にあたっては，患者個

人の持つ生理的および心理学的特徴を的確に評価

し，行動管理の方針を早期に立てることが重要であ

ると思われた。

５．処置内容

１回の来院では処置が完了しない金属インレー，

感染根管処治療，咬合誘導が高率に行われており，

調査対象障害者の処置内容と，障害のない患者の処

置内容とで異なる傾向は認められなかった。また，

志村ら４）の調査と比較し，本調査では予防処置の増

加が認められた。このことは，保護者の齲蝕や歯周

疾患の予防に対する意識の向上も考えられ，今後，

さらに増加していくことが予想された。

結 論

平成１４年度に本学千葉病院小児歯科に来院した障

害者１２６名を対象に，歯科治療の実態を調査した結

果，以下の結論を得た。

１．来院した障害者患者は１２６名であった。調査期

間内の延べ来院障害者数は５３６名であり，１年間の

延べ来院患者総数に対する割合は２．９％であった。

２．障害の種類別では，精神遅滞が４９名（３８．９％）と

最も多く，次いで自閉症が１９名（１５．１％），脳性麻痺

が８名（６．３％）であった。

３．来院時の年齢は，３歳から３１歳と幅広く，年齢分

布では１０～１２歳が２５名（１９．８％）と最も多く，次いで

７～９歳が２３名（１８．３％），４～６歳が１５名（１１．９％）

であった。

４．当科への来院経緯は，直接来院が４２名（３３．３％）

と最も多く，次いで開業歯科医からの紹介が３６名

（２８．６％），患者からの紹介が１５名（１２．０％）であっ

た。

５．診療時の対応法としては，１１２名（８８．９％）は障

害のない患者と同様の対応法により，１４名（１１．１％）

は齲蝕治療に際して抑制下に処置が行われていた。

６．処置内容は，歯冠修復が１５３例（４１．２％）と最も

多く，次いで予防処置が９１例（２４．６％）であった。

門屋，他：小児歯科における障害者診療の実態調査３００

― 20 ―



本論文の要旨は，第２７６回東京歯科大学学会総会（２００３年１０
月１９日，千葉市）において発表した。
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Dental treatment situations for disabled patients in pedodontic clinic of dental college

Mari KADOYA, Mayuko UJIIIE and Masashi YAKUSHIJI

Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College

（Chairperson：Prof. Masashi YAKUSHIJI）
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The purpose of this investigation was to clarify the actual situations of dental treatment for disabled pa-

tients at the pediatric dental clinic of the Tokyo Dental College Chiba Hospital in the one-year period between

April１，２００２and March３１，２００３．

Subjects investigated in this study were１２６disabled patients with an age range of３-３１years．

１）A total of１２６disabled patients received dental treatment，representing２．９％ of the total visits during

the study period．

２）Of the children examined，３８．９％ had been diagnosed with mental retardation，１５．１％ autism，and

６．３％ cerebral palsy．

３）The age of the patients ranged from３to３１years．The largest proportion of the patients（１９．８％）were

１０to１２years old，１８．３％ were７to８years old，and１１．９％４to６years old．The majority of the patients

were schoolchildren or pre-schoolchildren．

４）The behavioral management was routine management in the most of the disabled patients（１１２Chil-

dren，８８．９％）．A Restrainer� was required for the remaining１４chidren（１１．１％）．This percentage is

smaller than that in our previous study in１９９３．

５）The most prevalent type of treatment was restorative procedures（１５３cases，４１．２％），followed by car-

ies prevention（９１cases，２４．６％）．Compared with that in the previous study，the treatment of caries

prevention increased in this study． （The Shikwa Gakuho，１０４：２９７～３０２，２００４）
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