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第８回日本未病システム学会近畿地方会の開催にあたって
�

第８回日本未病システム学会近畿地方会　会長　　　
洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　副部長　　

杉　　 典 　子　

　この度、平成 28 年７月 30 日（土）、洛和会京都厚生学校におきまして、第８回日本未病システ
ム学会近畿地方会を開催させていただくこととなりました。この機会を与えていただきました方々
に深く感謝申し上げます。
　未病とは、健康と病気の間のことを指します。未病の状態をいかに病気に移行させないか、健康
な状態に戻すかを科学するのが日本未病システム学会です。
　平均寿命が世界一となった現在、今後は生活習慣病を予防し、健康寿命をいかに延ばしていくか
が重要となり、本学会が果たすべき役割は非常に大きく、注目を集める学会であると考えています。
昨年度の大会では、「食」をテーマとし、各職域から「未病」と「食」について意見・情報交換を
行いました。その中で、「食」を考える上で、「口の健康」の重要性が示唆されました。口腔機能を
高め、口腔感染症を予防することは健康寿命を延ばすうえで、非常に重要なテーマです。そこで、
今年度の近畿地方会でのメインテーマを【口の健康は生活習慣病を未病に防ぐ】とさせていただく
ことになりました。
　シンポジウムでは、メインテーマに合わせて、【チーム医療における口腔管理】というテーマで、
他職種の立場から口腔管理の重要性を議論できればと考えております。
　また、基調講演では、生活習慣病の代表である【糖尿病と歯周病】をテーマにご講演をお願いし
ております。さらに、ランチョンセミナーでは、糖尿病と歯周病の関係性を通して、【これからの
医科歯科連携】というテーマで連携に注目したご講演をしていただきます。
　生活習慣病を未病に防ぐために、口腔管理が必要であることなどを各専門領域の先生方やコメ
ディカル、コデンタルの方々とともに、検討し、我が国の医療の発展に寄与することを目指したい
と考えております。そして、「未病歯科」としての分野確立の助走になればと願います。
　また、12 月 17 日が「未病の日」として日本未病システム学会で認定されました。「未病」は、
日本では江戸時代に貝原益軒が 84 歳にして著した「養生訓」に登場しています。12 月 17 日は、
この貝原益軒の誕生日となります。
　日本未病システム学会では、「未病」に関する啓発運動の一環として、12 月 17 日を「未病の日」
と設定し、未病の国民的啓発運動を展開していきたいと考えております。
　何卒宜しくお願い申し上げます。
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学会参加者へのご案内

１．参加受付
受付場所：洛和会京都厚生学校　１階 正面玄関内
受付時間：９：00 ～ 15：25
受付方法：  記帳台に設置してある「参加申込用紙」に必要事項をご記入のうえ、受付でお申し

込みください。
ランチョンセミナー：  ランチョンセミナーに参加される方は整理券を配布いたしますので、受　

付でお申し付けください。  
★整理券には限りがございますのでご了承ください

　日本未病システム学会のホームページで「参加申込用紙」をダウンロードできます。事前に
参加申込用紙に必要事項を記入いただきますと、当日の受付が円滑に行えますのでぜひご利用
ください。
　日本未病システム学会ホームページ　
　URL　http://www.j-mibyou.or.jp/chihoukai.htm

２．参加費

参加費
一般 2,000 円

学生※   500 円
※学生の方は学生証の提示をお願いいたします。

３．参加証
　参加証（領収書 兼 参加証明書）は所属氏名をご記入のうえ、学会開催中はご着用ください。

４．新入会・年会費受付（日本未病システム学会）
　新入会ならびに年会費をお支払いの方は、受付にお申し付けください。
会費

金額
一般年会費 8,000 円
年次会費 3,000 円

学生会員※ 3,000 円
※学生の方は学生証の提示をお願いいたします。

５．ランチョンセミナー
開催時間：12：00 ～ 12：55
お弁当配布場所：４階 洛和ホール内（整理券と引き換え）
配布時間：11：45 ～ 12：00
※お弁当がなくなり次第配布は終了いたしますので、ご容赦ください。

６．参加者サービス・ご案内
ドリンクサービス：１階展示企業ブースに設置しております。
企業展示ブース：協賛企業さまによる商品や機器の展示を行っております。
　　　　　　　：歯磨剤サンプルを無料で配布いたします。
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７．未病医学認定医、未病専門指導師認定更新のための「単位登録票」の交付について
　受付に設置しております「単位登録受付」へ「単位登録票引換券」をご提出ください。認定
資格更新のための「単位登録票」を交付いたします。
　「単位登録票」は２枚綴りで複写になっています。
　記入後に２枚目を「単位登録受付」へご提出ください。

８．第８回日本未病システム学会近畿地方会における各種単位の交付について
　本大会では、下記の研修単位が取得できます。
○日本歯科衛生士会生涯研修制度　特別研修（１単位）

　当学会の参加証が証明書となります。更新時までお手元に保管してください。
○日本歯科医師会生涯研修

　参加当日、単位受付に設置された IC カードリーダに日歯生涯研修事業 IC カードをタッ
チしてください。

○日本糖尿病協会歯科医師療養指導士更新認定
　参加当日、単位受付で受講票をお渡しします。氏名、所属医療機関、連絡先、登録医証
番号を記入し、更新時までお手元に保管してください。

○日本糖尿病療養指導士認定更新（１単位）
　参加当日、単位受付で参加証をお渡しします。
　但し、実質研修期間は３時間 15 分（ランチョンセミナー、一般講演のうち糖尿病関連
のもの２題、基調講演Ⅰ・Ⅱ）となります。

○京都府糖尿病療養指導士認定更新（２単位）
　参加当日、単位受付で参加証をお渡しします。
　但し、実質研修期間は３時間 15 分（ランチョンセミナー、一般講演のうち糖尿病関連
のもの２題、基調講演Ⅰ・Ⅱ）となります。

９．発報者の皆様へ
＜利益相反（COI）について＞
　研究に関する発表・講演を行う場合、筆頭発表者および講演者の皆様に発表演題に関する利
益相反状態の開示を行っていただきます。開示方法につきまして、下記の記載例をご参照いた
だき、発表用のタイトルスライドに加えてください。なお、利益相反の有無にかかわらず、す
べての発表者に開示いただく必要がございますので、よろしくお願い申し上げます。

《COI 開示記載例（口頭発表）》
開示すべき COI 状態がない場合 開示すべき COI 状態がある場合
（スライド作成例・口演タイトルスライド）

　　（演題名）

●●●●による▲▲▲に治療効果が
あった■■■■の一例

●●大学●●学部▲▲研究科　　■■　■■
●●大学●●学部▲▲研究科　　★★　★★

　　　　　 日本未病システム学会 COI開示 　　　　　

本演題発表に関連して、開示すべきCOI状態にある企業等はありません

筆頭著者氏名：●●　●●

（スライド作成例・口演タイトルスライド）

　　（演題名）

●●●●による▲▲▲に治療効果が
あった■■■■の一例

●●大学●●学部▲▲研究科　　■■　■■
●●大学●●学部▲▲研究科　　★★　★★

　　　　　 日本未病システム学会 COI開示 　　　　　
本演題発表に関連して、開示すべきCOI状態にある企業等は以下の通りです。

①顧問：　　　　　　⑥受託研究・共同研究費：
②株保有・利益：　　⑦奨学金・寄付金：
③特許使用料：　　　⑧寄付金講座所属：
④講演料：　　　　　⑨贈答品などの報酬：
⑤原稿料：　　　　　

筆頭著者氏名：●●　●●
　　①〜⑨において該当するものを開示　

※開示スライドは、１枚目のスライド（タイトルスライド）に記載してください
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巡回バスのご案内

午前便

山科駅（発） 洛和会音羽病院（発）
８：３０ 　８：４０
８：５０ 　９：００
９：１０ 　９：２０
９：３０ 　９：４０
９：５０ １０：００

午後便

洛和会音羽病院（発）

１６：３０　配車 １６：４０頃
定員になり次第発車

１７：３０　終了 随時ピストン
所要時間約20分

※ 交通事情により時間が変動することがありますので
ご容赦ください。

四 宮 京阪京都線

JR東海道本線

洛和会
音羽病院

京都東インター

名
神
高
速
道
路

I.C.

洛和会音羽リハビリ
テーション病院

洛和会音羽リハビリ
テーション病院

洛和会京都厚生学校

外
来
棟

巡回バスのりば
洛和会
音羽病院

ガスト

鶴喜そば

スーパー
スマイル

洛和会京都厚生学校

洛和会京都厚生学校　〒607-8064 京都市山科区音羽八ノ坪53-１

山　科

山

　科

京阪山科

ホテルブライトンシティ
京都山科

JR東海道本線

京阪京津線

山科駅前ロータリー

旧三条通

三条通

◀至京都 至大津▶

地
下
鉄
東
西
線

外
環
状
線

大丸山科店
（ラクトB棟）
地下市営駐車場
（有料）

巡回バスのりば

山科駅
巡回バスのりば

会場周辺地図

※会場へお越しの際は公共交通機関をご利用ください。
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大会役員・準備委員

大 会 長 杉 　 典 子

準備委員長 村 田 恵 美

準 備 委 員 井 關 博 喜 岩 城 千 歌

越 後 和 代 菊 元 力 也

岸 　 裕 二 小 島 優 子

小 西 宏 樹 佐々木　孝　尚

佐々木　由　美 玉 田 美 香

戸 野 直 樹 馬 場 　 梓

三 浦 　 誠 宮 田 洋 平

宗 清 正 晃 持 田 博 行

森 野 涼 子 矢 野 孝 幸

山　部　こころ 米 澤 舞 香

（五十音順）

相 談 役 花 田 浩 之 今　井　裕一郎
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プログラム

メインテーマ【口の健康は生活習慣病を未病に防ぐ】

 9：30 ～ 9：35 開会挨拶 洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　副部長　杉　　典子

 9：35 ～ 11：45 シンポジウム　テーマ【チーム医療における口腔管理】
 　「京都九条病院における医科歯科連携による口腔ケアの 15年間の取り組み」
 　　講師：医師　　　　京都九条病院　栄養サポートチーム
 　　　　　　　　　　　外科・消化器外科部長　　　　　　　北川　一智
 　「ヘルスプロモーションとしての口腔管理」
 　　講師：歯科医師　　市立池田病院　
 　　　　　　　　　　　歯科口腔外科、口腔ケアセンター　主任部長　大西　徹郎
 　「医療的ケアを必要とする在宅患者への口腔ケアの取り組み」
 　　講師：歯科衛生士　京都府歯科衛生士会　副会長　吉本　美枝
 　「クリティカル領域における口腔ケアの重要性を伝えるために」
 　　講師：看護師　　　社会医療法人愛仁会高槻病院　救急センター　主任
 　　　　　　　　　　　救急看護認定看護師　　　　　　　　　　　　　　　高西　弘美
 　「栄養管理と口腔ケア－NST活動を通じて－」
 　　講師：管理栄養士　神戸市立医療センター西市民病院　栄養管理室　有岡　靖隆
 総合討論（11：15 ～ 11：45）
 　　座長：神戸常盤大学短期大学部　口腔保健学科　教授　足立　了平

12：00 ～ 12：55 ランチョンセミナー【これからの医科歯科連携】
 「糖尿病診療における医科歯科連携～求められるこれからのチーム医療」
 　　講師：洛和会音羽病院　糖尿病・内分泌・生活習慣病センター　センター長 土居健太郎
 　　座長：洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　副部長　 杉　　典子

13：10 ～ 14：10 一般演題（口演）
 ７分発表　３分討論　×　６題
 　　座長：神奈川歯科大学　口腔機能修復学講座　歯科矯正学　教授　河田　俊嗣

14：10 ～ 14：25 休憩

14：25 ～ 15：25 テーマ【糖尿病と歯周病】
 基調講演Ⅰ　「最適な２型糖尿病治療を目指して」
 　　講師：京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・代謝内科学　教授　　福井　道明
 　　座長：洛和会音羽病院　糖尿病・内分泌・生活習慣病センター　センター長　土居健太郎
15：25 ～ 16：25 基調講演Ⅱ　「歯周病から糖尿病を考える」
 　　講師：神戸常盤大学短期大学部　歯科口腔保健学科　学科長　野村　慶雄
 　　座長：洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　副部長　　　杉　　典子

16：25 ～ 16：30 閉会挨拶 神奈川歯科大学　口腔機能修復学講座　歯科矯正学　教授　　　　　　
  日本未病システム学会理事（歯科部門）　河田　俊嗣
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フロアー図

洛和会京都厚生学校　構内
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参加者は１階で受け付けをしてください。

受　付

WC
Ａ
Ｔ
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講堂
洛和ホール

廊下
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タ
ー

講演会場

WC WC

お手洗いは
WC

各階エレベーターの側、
WC

１、４階エレベーターの側をご利用ください。

１階

４階
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　　　　  チーム医療における口腔管理  　　　　

9：35〜11：15

講師　　京都九条病院　栄養サポートチーム　外科・消化器外科部長　
� 医師　　北川　一智
「京都九条病院における医科歯科連携による口腔ケアの�
15年間の取り組み」

講師　　市立池田病院　歯科口腔外科、口腔ケアセンター　主任部長
� 　歯科医師　　大西　徹郎
「ヘルスプロモーションとしての口腔管理」

講師　　京都府歯科衛生士会　副会長� 歯科衛生士　　吉本　美枝
「医療的ケアを必要とする在宅患者への口腔ケアの取り組み」

講師　　社会医療法人愛仁会高槻病院　救急センター　主任　　　　　　　
� 救急看護認定看護師　　高西　弘美
「クリティカル領域における口腔ケアの重要性を伝えるために」

講師　　神戸市立医療センター西市民病院　栄養管理室� 管理栄養士　　有岡　靖隆
「栄養管理と口腔ケア―NST活動を通じて―」

11：15〜11：45

総合討論

座長　　神戸常盤大学短期大学部　口腔保健学科　教授　　足立　了平

シ ン ポ ジ ウ ム
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座長

足立了平先生　ご略歴 �

略歴

昭和53（1978）年　大阪歯科大学卒業、同大学歯科麻酔学講座 臨床研修員

昭和54（1979）年　鳥取県立中央病院歯科口腔外科 医員

昭和56（1981）年　神戸市立中央市民病院歯科 医員

平成１（1989）年　神戸市立西市民病院歯科 副医長

平成14（2002）年　神戸市立西市民病院歯科口腔外科部長

平成20（2008）年　神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科　教授（現在に至る）

平成20（2010）年　ときわ病院歯科口腔外科　部長（兼任、現在に至る）
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京都九条病院における医科歯科連携による口腔ケアの�
15年間の取り組み

京都九条病院　栄養サポートチーム　外科・消化器外科部長　医師

北川　一智
京都九条病院　栄養サポートチーム１）、徳地歯科・南歯科医師会２）

高安　郁代１）、友澤　明徳１）、安藤　良平１）、
桒名　綾子１）、阪田悠芙子１）、國永　智昭１）、
前田あかね１）、和田　智仁２）、徳地　正純２）

【目的】高齢化の進む中、病院における口腔ケ
アは非常に重要である。平成 28 年度の診療報
酬改正に於いては歯科医師が NST 回診に参加
することでの加点や、周術期口腔機能管理料の
引き上げが行なわれた。しかし歯科を標榜して
いない病院において専門的な口腔ケアを行うこ
とは困難で導入している施設は少ない。当院は
歯科を標榜していない 207 床の急性期病院であ
るが地域の歯科医師会の往診機関である南口腔
ケアセンターと連携して口腔ケアを行ってき
た。これらの取組みについて報告する。

【方法と結果】当院は 2000 年より南口腔ケアセ
ンターに義歯調整や歯科治療を依頼してきた。
2000 年から 2005 年に胃瘻造設患者の周術期口
腔ケアを 46 例依頼した。2007 年に NST が設
置された後は、摂食嚥下障害の患者や、がん終
末期の患者の口腔ケアも依頼。2012 年からの
消化器癌に対する周術期口腔ケアを３年間で約
200 例依頼した。2014 年からは整形外科疾患に
も周術期口腔ケアを依頼している。周術期口腔

ケアにより術後合併症は減少。術後在院日数は
短縮した。さらに 2014 年からは摂食嚥下チー
ムが発足し訪問歯科医師、衛生士と協力して口
腔ケアを行うことで院内の誤嚥性肺炎の発生が
低率となっている。

【考察及び結論】医科歯科連携による口腔ケア
の取り組みは、合併症や在院日数の改善が得ら
れ、医療費の削減に有効である。しかし歯科を
縹渺している病院は全病院の 23％にすぎない。
歯科のない病院においても、地域の歯科医師会
と連携することで摂食嚥下障害、がん終末期、
全身麻酔の周術期において有効な口腔ケアを行
うことが可能であると考えられた。また歯科
チームと常に交流することで通常の看護業務と
しての口腔ケアも進歩する。さらに南口腔ケア
センターは往診機関であり、病院に入院する前
や退院した後も継続して地域で口腔ケアを行う
ことができることも非常に有用であると考えら
れた。

北川一智先生　ご略歴 �
きたかわ　かずとも
大阪府　昭和42年生
京都九条病院、消化器外科部長、臨床栄養部部長
学位　2001年取得　京都府立医大、消化器外科学教室
経歴

平成５年３月　京都府立医大卒業
平成５年４月　京都府立医大、消化器外科入局、研修医
平成７年４月　松下記念病院外科

平成９年４月　京都府立医大、消化器外科、修練医 
平成12年４月　京都九条病院外科・消化器外科
平成20年４月　京都九条病院外科・消化器外科部長
平成27年５月　京都九条病院臨床栄養部部長（併任）
学会

日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医 
日本救急医学会専門医 
日本静脈経腸栄養学会評議委員

　シンポジウム　
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　口は単なる消化管の入り口というだけはな
く、呼吸機能や会話などの非常に重要な意味を
持つ臓器であるが、近年では口腔内を良好な状
態に保つことが全身の健康管理に大きな意味を
持つことが明らかにされてきた。口腔と全身疾
患の関連において、以前よりよく知られている
ものは誤嚥性肺炎であるが、その他にも糖尿病、
血栓形成に伴う虚血性心疾患等の循環器疾患、
早産や骨粗鬆症など多岐にわたる病変との直接
的な関連が示唆されている。
　一方で口腔環境は ADL の低下などの様々な
要因により影響を受けることが多い。その例と
して適切な食事を摂ることにより口腔内の細菌
数は減少し口腔環境は良好に保つことができる
が、長期間絶食が続くような場合には口腔内の
細菌数は数倍に増加し、様々な病変を誘発する
リスクになると考えられている。当院のような
急性期病院においても罹患する急性疾患による
口腔環境の相違などが明らかになってきた。

　一般に口腔ケア、口腔管理とは歯科のみなら
ず、医科、看護、介護などの多数の職種が関わ
るものである。言い換えれば多職種によるチー
ムアプローチにて口腔環境を適切に保つことは
ヘルスプロモーションに直結すると思われる。
　様々な問題点を抱えている患者や要介護者に
対する歯科的なアプローチとしては歯科治療、
専門的口腔管理により、歯と口腔の健康を保ち、
口腔内細菌数をコントロールすることが中心で
あるが、多数の歯の欠損に対しては義歯による
適切な欠損補綴処置を行うことは単に咀嚼機能
を回復するだけではなく、嚥下機能を維持し、
栄養状態の改善に寄与することにより、サルコ
ペニア、フレイルサイクルの遮断に有用である
と考えられる。
　今回のシンポジウムではヘルスプロモーショ
ンを目的とした、チームで行う新たな歯科医療
についてのご提案をしたいと思います。

大西徹郎先生　ご略歴 �
おおにし　てつお
略歴

昭和59年　広島大学歯学部卒
同年　　　大阪大学歯学部第二口腔外科入局
昭和62年　大阪厚生年金病院麻酔科研修（半年間）
平成元年　大手前病院歯科医員
平成３年　大阪大学歯学部第二口腔外科に帰学
平成６年　市立池田病院歯科医長
平成10年　同　歯科、歯科口腔外科部長
平成16年　同　口腔ケアセンター長　兼任
平成20年　同　歯科、口腔外科主任部長となり現在に至る

学位、学会活動など
平成２年　大阪大学歯学博士
平成４年　（社）日本口腔外科学会専門医
平成10年　同　指導医
平成13年　同　評議員
平成19年　第38回（社）日本口腔外科学会近畿地方会会長
平成20年　日本口腔ケア学会評議員
平成24年　がん治療認定医（歯科口腔外科）
平成26年　第７回日本口腔ケア協会学術大会大会長
所属学会

日本口腔外科学会、日本口腔科学会、日本口腔ケア学会、
日本顎関節学会、日本癌治療学会など

　シンポジウム　

ヘルスプロモーションとしての口腔管理
市立池田病院　歯科口腔外科、口腔ケアセンター�
主任部長　歯科医師

� 大西　徹郎



13

　近年、要介護高齢者だけではなく乳幼児から
若年者においても医療的ケアを必要とする患者
が自宅に戻られるケースが増えてきた。
　在宅医療において多職種連携が重要であるこ
とは高齢者と小児で同様であるが、小児の場合
その実践は容易ではない。成人の在宅医療で
コーディネーターの役割をになうケアマネー
ジャーにあたる職種が存在しないことがネック
になっており今後の課題である。また、小児の
在宅医療では医療、福祉、行政だけでなく成長
に伴い教育の分野も大きく関わってくる。しか
し、現状では医療的ケアを要する児が支援学校
にスムーズに通える体制は十分に確立している
とは言いがたい。
　そういった介護保険制度から外れてしまう若
年層においては、様々な職種がチームとなって
患者とその家族を支援する必要がある。
　慢性期を対象とする高齢者とは違い、小児に
おいては発育発達という変化が伴い、また神経
難病等の進行性疾患においてはその病状の変化
への対応が必要となる。
　小児在宅訪問診療に関わる医師、歯科医師は

まだ少ない。しかし歯科医師と訪問看護ステー
ションと連携が取れたことで、在宅小児患者へ
の口腔のケアの取り組みが継続的に行えるよう
になった。歯科領域については、摂食嚥下、歯
の萌出、交換期の管理、虫歯の予防について保
護者の口腔のケアに関する心配ごとに寄り添
い、安全に配慮した管理が求められる。
　また、難病の患者においても、安全な経口摂
取、自身での口腔のケアのしやすさ、介護者が
行う口腔のケアについての指導などが歯科専門
職に求められている。
　その患者にかかわる様々な職種が、それぞれ
の立場で専門性を発揮し、支援していくことが
望まれている。
　今回は、

永久歯の萌出に伴う交換期における管理を
行えた症例
成長に伴い経口摂取を希望する家族の望み
に対応できた症例
多職種がチームとしてかかわることで、難
病患者が希望する生活を送れている症例

について報告する。

吉本美枝先生　ご略歴 �
昭和63年  大阪産業大学付属歯科衛生士学院専

門学校
 （現　なにわ歯科衛生専門学校）卒業
昭和63年～平成６年 株式会社松風　勤務
平成元年～現在  京都市乳幼児歯科健診・京都市成人

妊婦歯科健診　嘱託勤務

平成21年～現在  開業歯科医師と連携し、訪問口腔ケ
アに従事

学会・認定など
摂食嚥下リハビリテーション学会
日本歯科衛生士会　認定歯科衛生士
（在宅療養指導・口腔機能管理）
京都府糖尿病療養指導士

医療的ケアを必要とする在宅患者への口腔ケアの取り組み
京都府歯科衛生士会　副会長　歯科衛生士

� 吉本　美枝

　シンポジウム　
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　現在、日本の救急搬送件数は年々増加傾向に
あり、そのうち高齢の傷病者搬送が約 75％と、
高齢化社会を反映しています。また、2025 年
には、さらなる高齢化が予測されており、当院
においても、急性期医療施設としての対策を課
題としています。
　当院救急外来は、年間約 6400 件の救急搬送
と、8400 件のウォークイン患者を受け入れて
いますが、その多くは高齢者であり、突然の発
症により人工気道の挿入や、意識障害による嚥
下・咳嗽反射機能低下から、誤嚥性肺炎・ハイ
リスク患者が非常に多い現状があります。
　私は、H17 年に救急看護認定看護師となり、
誤嚥性肺炎患者の早期呼吸状態改善を目的に、

「救急外来から始める口腔ケアや呼吸理学療法
活動」を行ってきました。その結果、患者の呼
吸困難症状が軽減するとともに、酸素投与量の
早期減量と SpO2 や血液ガスデータが改善した
状態で、安全に入院することができています。

また、入院患者においては、「口腔ケア院内ラ
ウンド」行っており、その依頼件数は年間 100
件を超え、現在も増加傾向にあります。クリティ
カルケアを必要とする患者は、生命や治療を優
先するため、経口摂取が困難な場合が多いうえ
に、治療上高流量の酸素投与や、人工呼吸器・
BiPAP などの呼吸補助機器を装着することに
より、口腔内細菌数増加のリスクが高い状況に
あります。そのため、早期からの口腔ケアは、
誤嚥性肺炎の予防・治療・予後に対して、看護
師が関わることができる最も重要なケアと考え
ます。また、救急外来で口腔ケアを行っても、
そのケアが入院後も継続されなければ意味があ
りません。そのためには、院内全体への教育体
制の確立が重要であると考え、今年度より「院
内教育コース」を開設しました。
　今回は、当院での口腔ケア活動内容や、教育
体制のご紹介をさせていただきます。

高西弘美先生　ご略歴 �
略歴

1996年　近畿大学高等看護学校卒業
1996年　大阪府三島救命救急センターICU勤務

2002年　藍野学院短期大学非常勤助手
2003年　社会医療愛仁会高槻病院救急センター勤務
　　　　現在に至る
2005年　日本看護協会救急看護認定看護師　取得

クリティカル領域における口腔ケアの重要性を� �
伝えるために

社会医療法人愛仁会高槻病院　救急センター　主任�
救急看護認定看護師

� 高西　弘美

　シンポジウム　
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　栄養は生命の源であり生きていくために、健
康を維持していくために必須です。栄養を取る
ために食物を口から食べるということは最も自
然で、その食物を受け入れる口腔をきれいに保
つことは普通のことで、これほど大切だと私は
当初わかっていませんでした。
　近年、サルコペニアによる筋力低下により、
摂食嚥下障害で入院する高齢者が増加していま
す。嚥下筋力の回復、嚥下障害の改善は摂食機
能療法と栄養療法の両輪のフル稼働が重要な鍵
を握っており、我々は口腔ケアも嚥下訓練の１
つとして率先して実践することを進めていま
す。
　大抵の体力の落ちた高齢者では口腔汚染から
誤嚥性肺炎となり栄養状態を悪化させていきま
す。そして、入院し絶食を続ける医師が多いこ
とが栄養管理上大きな問題となっています。や
はりこの場合も口腔ケアを行った上でゼリーな
ど嚥下調整食を摂取し、補助栄養で十分な栄養
を確保し嚥下訓練を継続することが、早期回復
につながると言われています。経口摂取のみな

らず、人工呼吸器管理患者においても十分な
栄養を経鼻経管で注入を継続するために VAP

（人工呼吸関連肺炎）予防の口腔ケアは必須で
す。治療中誤嚥性肺炎を起こしてしまえばより
重篤な状態となってしまい、そのような状態に
なれば患者のダメージは大きく、回復にもまた
時間がかかることになってしまいます。そのよ
うなことがないように歯科衛生士さんが口腔ケ
アを担当し、その他多職種が関わるチーム医療
NST を私たちは行っています。
　当院の NST は摂食嚥下チームを内包した形
で運営しています。摂食嚥下障害と栄養管理は
一心同体ということで 2000 年に立ち上げまし
た。今流行りのリハビリテーション栄養と同じ
考えを先取りした感じです。しかし、当初は言
語聴覚士がおらず、歯科衛生士も関われず、こ
れらの役割をどうやって担うのか他職種で考え
苦労したものです。今、この存在がどれほどチー
ム医療に大きな貢献をされているのか、あらた
めて実感しています。

有岡靖隆先生　ご略歴 �
略歴

1987年３月　甲子園大学栄養学部栄養学科卒業
1987年４月　神戸市立中央市民病院　栄養科入職
1991年４月　神戸市立西市民病院　栄養科
1996年４月　  神戸市立医療センター中央市民病院　  

栄養管理室

1999年４月　  神戸市立医療センター西市民病院　  
栄養管理室

2007年４月　  神戸市立医療センター中央市民病院　  
栄養管理室

2011年４月　  地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立
医療センター西市民病院栄養管理室

栄養管理と口腔ケア―NST活動を通じて―
神戸市立医療センター西市民病院　栄養管理室�
管理栄養士

� 有岡　靖隆

　シンポジウム　
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　　　　　  これからの医科歯科連携  　　　　　
「糖尿病診療における医科歯科連携
� ～求められるこれからのチーム医療～」

12：00〜12：55

講師
洛和会音羽病院　糖尿病・内分泌・生活習慣病センター　センター長

� 　　土居健太郎

座長
洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　副部長　　� 杉　　典子

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー
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座長

杉　典子先生　ご略歴 �

平成９年　九州歯科大学卒業
職歴

平成９年　岡山大学歯周病態学講座研修医、医員
平成15年　香川県国立療養所大島青松園　厚生技官歯科医師
平成16年　広島県里仁会　興生総合病院　歯科医長
平成20年　洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　医長
平成24年　洛和会音羽病院　総合歯科　副部長
平成27年　洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　副部長（現職）
資格

日本歯周病学会認定歯周病専門医/指導医
日本歯科保存学会認定歯科保存治療専門医
博士（歯学）
歯科医師臨床研修指導医
ICD（Infection Control Doctor）
京都府糖尿病療養指導士
がん患者歯科医療連携登録歯科医
所属学会

日本歯周病学会 日本歯科保存学会
日本糖尿病学会 日本口腔感染症学会
日本口腔インプラント学会 日本未病システム学会
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　歯周病は糖尿病と密接な関連性があり、糖尿
病の「第６の合併症」と表現される。このこと
は日本においても糖尿病患者における歯周病の
重症度が高いことが示されており、またメタ解
析の結果でも同様の見解が得られている。そし
て糖尿病に対する治療、および歯周病に対する
治療はそれぞれ双方向的に影響を及ぼすことよ
り、糖尿病診療において医科歯科連携は不可欠
であり、糖尿病のチーム医療の中で歯科医療の
重要性がクローズアップされている。
　現在、糖尿病の診療において、患者を中心に
多職種によるチーム医療とシームレスな病診連
携の体制を構築し、治療が途切れることなく継
続できることが理想的と考えられる。一方、各
地域での医療資源の充足度は異なるため、チー
ム医療と病診連携の体制は、それぞれの地域の
状況に応じて構築する必要がある。
　当院では、糖尿病のチーム医療に関わるメン
バーには、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、
管理栄養士、理学療法士、臨床検査技師、歯科
衛生士が加わり、多方面からのサポート体制を
整えている。糖尿病の治療の基本である食事療
法や運動療法は管理栄養士、理学療法士がそれ
ぞれ専門的に患者への指導を行ない、薬物療法
においては、薬剤師による服薬指導で服薬遵守
状況を確認するとともに、インスリン治療を
行っている症例では、インスリンの自己注射や
自己血糖測定の手技の確認などを行っている。

　同様に当院では糖尿病治療のために入院する
全患者に対して、当初から歯科医師、歯科衛生
士が関わり、歯周病や義歯の状態を評価した上
で、口腔ケアをすることでより適切な管理が維
持できるような体制をとっている。また、退院
後、糖尿病診療に関しては安定していれば、地
域の医科診療所と連携して治療を継続し、また、
口腔ケアに関しては地域の歯科診療所と連携す
ることで、管理を継続しやすいよう工夫し、よ
り良い QOL を目指している。医師と歯科医師
は一般的に交流が少ないことが多く、連携しに
くいことが多いため、当院では週に１回、歯科
医師と歯科衛生士が糖尿病のカンファレンス・
回診に参加し、診療に必要な情報を共有してい
くことでスムーズな連携が可能となっている。
また、地域の歯科医師会とも Face to Face の
交流する場を持つことで関係を強化している。
　現在、当院で行っている医科歯科連携を紹介し、
今後のチーム医療のあり方について文献を交え
て考察するとともに、現在注目されているマイ
クロバイオームなどの研究から予想される糖尿
病診療における口腔ケアの重要性を紹介する。
　また、高齢患者が増える中、糖尿病以外で入
院している患者でも歯科医師と連携すること
で、治療効果が高くなる症例があることより、
当院では今年度から新たに NST 回診にも歯科
医師が加わり、口腔ケアを始めており、その現
状も併せて報告したい。

講師／洛和会音羽病院　糖尿病・内分泌・生活習慣病センター�

　　　センター長� 土居健太郎

　ランチョンセミナー　
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土居健太郎先生　ご略歴 �

略歴
1991年３月　京都大学医学部卒業
1991年６月　京都大学医学部附属病院内科
1992年６月　関西電力病院内科
1994年４月　京都大学大学院医学研究科博士課程
1997年４月　日本学術振興会特別研究員
2000年３月　国立循環器病センター研究所生化学部
2002年９月　  国立循環器病センター　内科　動脈硬化代謝部門
2004年５月　洛和会音羽病院代謝内分泌科　副部長
2005年４月　洛和会音羽病院代謝内分泌科　部長
2007年６月　京都大学医学部非常勤講師
2010年３月　京都大学医学部臨床准教授
2013年４月　京都大学医学部臨床教授
2014年４月　洛和会音羽病院
　　　　　　  糖尿病・内分泌・生活習慣病センター　センター長　糖尿病内科　部長（科名変更・兼務）
　　　　　　同志社女子大学大学院非常勤講師
表彰

日本動脈硬化学会　第６回学術奨励賞　
日本臨床分子医学会　第５回学術奨励賞　
所属学会

日本内科学会（認定内科医、指導医、総合内科専門医、近畿支部評議員）
日本糖尿病学会（専門医、指導医、評議員）
日本内分泌学会（専門医、指導医、評議員）
日本心血管内分泌代謝学会（評議員）
日本動脈硬化学会、日本循環器学会、日本肥満学会、
米国糖尿病学会
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基 調 講 演

　　　　　　   糖 尿 病 と 歯 周 病  　　　　　　

14：25〜15：25

講師
京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・代謝内科学　教授

� 　　福井　道明
「最適な２型糖尿病治療を目指して」

座長
洛和会音羽病院　糖尿病・内分泌・生活習慣病センター　センター長

� 　　土居健太郎

講演Ⅰ
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　糖尿病は歯周病の主要なリスク因子であり，
糖尿病と歯周病は双方向に悪影響を及ぼしあっ
ていることが明らかになっており、厳格な血糖
管理が望まれます。
　糖尿病治療の基本は食事療法と運動療法で
す。日本糖尿病学会が推奨する食品交換表にも
とづく最適な食事療法とは、糖尿病治療の原則
である個人のライフスタイルを尊重しながら、
適正なエネルギー量で、栄養バランスがよく、
規則正しい食事を実践し、糖尿病合併症の発症
または進展の抑制をはかれる食事であり、炭水
化物の摂取比率は 50-60％としています。
　低炭水化物食が糖尿病食事療法の一つのオプ
ションとして提案されています。低炭水化物食
の利点としては、体重減少効果があることと、
食後高血糖（血糖変動）や中性脂肪を低下させ
ることです。また内臓脂肪を減少させ、インス
リン抵抗性を改善することも報告されています
が、合併症に対する長期的な効果を考えること
が重要です。低炭水化物食によるたんぱく質摂
取過多は糖尿病腎症を進行させ、脂質摂取過多

（特に飽和脂肪酸）は動脈硬化を進行させ、筋
肉異化はサルコペニアを来たす可能性もありま
す。また死亡率の上昇も報告されています。
　以上、低炭水化物食の有効性と危険性を考え
たうえで、実施することが望まれます。その際
は食物繊維・ビタミン・ミネラルが不足しない
よう野菜を十分に摂取する、また炭水化物・脂
質・たんぱく質の質も考慮した食事療法を実施

する必要があります。食後高血糖を改善する方
法としてよく噛んでゆっくり食べる、野菜を先
に摂取する、グライセミックインデックスの低
い食物を摂取することなどが推奨されます。
　２型糖尿病の薬物療法は病態に応じた治療を
選択する必要があります。DPP4 阻害薬は低血
糖のリスクが低く多面的な作用があり広く使用
されています。選択の基準としては用法・用量、
腎障害の患者さんへの安全性、また結合様式に
よる効果の違いなどです。１日１回投与の薬剤
では高い服薬アドヒアランスを維持することが
出来ます。潜在的に腎機能が低下している高齢
者に対しても使用できる薬剤が望まれます。ま
た DPP4 との結合力が強いことが活性型 GLP-
１濃度を上昇させ、血糖変動をより少なくし、
血管障害を抑制することに繋がる可能性があり
ます。SGLT2 阻害薬は低炭水化物食と類似点
が多いが、高たんぱく質・高脂質食になること
はなく、肥満症例で食事療法が遵守できない（特
に炭水化物過剰摂取）患者さんに有効と思わ
れます。SGLT2 阻害薬１剤で血糖のみならず、
血圧、脂質、尿酸値も改善し、心血管イベント
抑制を抑制してくれる可能性があります。しか
し、副作用として脱水による脳梗塞、心筋梗塞、
また尿路・性器感染症、皮疹、併用薬によって
は重症低血糖にも注意が必要です。いずれの薬
物療法を行う場合も食事・運動療法を継続して
行うことが重要です。

最適な２型糖尿病治療を目指して
講師／京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・代謝内科学　教授�

� 福井　道明

講演Ⅰ

　基 調 講 演　
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福井道明先生　ご略歴 �
ふくい　みちあき　　昭和39年生まれ
平成２年　　　京都府立医科大学卒業
平成10年　　　京都府立医科大学大学院卒業
　　　　　　　  学位論文：抗GAD抗体陽性NIDDMの臨床的多様性
平成10年　　　綾部市立病院内科医長
平成12年　　　大阪鉄道病院内科医長
平成16年　　　  京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌機能制御学助手
平成21年　　　  京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学講師、医局長
平成26年　　　  京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学准教授
平成27年８月　  京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学教授

京都府立医科大学附属病院栄養管理部部長、地域医療連携室室長（兼任）
現在に至る

（平成22年　 　  米国マサチューセッツ大学医学部客員教授（兼任））
日本内科学会 認定内科医、指導医
日本糖尿病学会 専門医、指導医、評議員
日本内分泌学会 専門医、指導医、評議員
日本抗加齢医学会 評議員
日本 Men’s Health 医学会 評議員
日本病態栄養学会 専門医、評議員
研究：性ホルモンの代謝に及ぼす影響について
臨床：  糖尿病患者約500名: 糖尿病患者における男性ホルモン、家庭血圧に関する研究、食事療法の普及（食品

交換表）
 

2011年 エストロゲンによる肝保護作用 BBRC
2012年 酸性尿はCKDのリスクになる Kid Blood Press Res
2012年 メタボリック症候群ではセロトニンが高値 Diabetes Care
2013年 アンドロゲンの低下は脂肪肝を惹起する Metabolism
2013年 血圧変動と糖尿病腎症 Diabetes Care
2013年 血圧の左右差と腎症 Atherosclerosis
2014年 ビリルビンと腎症 Atherosclerosis
2015年 酸性食品とメタボリック症候群 JDI

 
平成16年度（第16回）京都府立医科大学関係病院等協議会医学研究奨励賞
平成21年度（第１回）抗加齢研究奨励賞
Current Diabetes Review: Editorial Board from 2004
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基 調 講 演

　　　　　　   糖 尿 病 と 歯 周 病  　　　　　　

15：25〜16：25

講師
神戸常盤大学短期大学部　歯科口腔保健学科　学科長

� 　　野村　慶雄
「歯周病から糖尿病を考える」

座長
洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　副部長� 杉　　典子

講演Ⅱ
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　我が国においては、罹患部位数に個人差はあ
るが、成人の約 80％が歯周病に罹患している。
低年齢層では歯周病罹患率は低下傾向を示す反
面、高齢者では歯の残存歯数が増加したことに
伴い、歯周病罹患率は上昇傾向にある。歯周病
は、口腔内の常在菌の嫌気性細菌を主体とする
複数の細菌による感染症である。歯周病は比較
的症状が軽微なものであり、知らず知らずに進
行し重度に進行して気づく場合が多い。歯周病
の発症や進行には喫煙やストレスなど環境要因
の影響を受ける以上に、生体側の要因の一つで
ある全身疾患とりわけ糖尿病の影響を受けるこ
とは周知のことである。高齢者では糖尿病など
生活習慣病罹患者が多く、これからの国民の健
康を考えるうえで、これら生活習慣病とりわけ
糖尿病と歯周病の関りを無視することはできな
い。糖尿病患者の歯周病罹患率は健常者同様約
80％であるが、その歯周病は健常者と比較し重
度に進行している。歯周病が糖尿病の影響を受
ける機序は、免疫機能の低下に加え、高血糖の
影響で歯周組織の破壊が促進され一方修復が遅
延することである。
　歯周病の糖尿病への関りについては、1990
年代に研究が始まった。すなわち、糖尿病患者
に歯周病治療を行うことにともない、血糖コ

ントロール状態（HbA1c）が改善することが、
介入研究から明らかになった。歯周病の炎症局
所では、生体防御に伴う過程で生体防御細胞か
らインスリン抵抗性に関る TNF- αなど様々な
サイトカインが産生される。糖尿病患者に歯周
病治療を行うことで、持続した炎症が改善され
ることから、歯周組織局所からの TNF- αが減
少し、そのことが血糖コントロール状態に影響
することが分かってきた。加えて糖尿病患者の
歯周病治療を行うことで咀嚼機能が改善され、
本来の食習慣を取り戻すことができ、このこと
も血糖コントロール状態に影響していると考え
られる。また、歯周病治療にともない歯周病原
細菌が減少し、その結果肝臓での CRP 産生が
減少し、このことが糖尿病の合併症の本態であ
る動脈硬化の進行や予防にも関わることが明ら
かになってきた。
　歯周病と糖尿病は相互に関わりを持つことか
ら、糖尿病患者の糖尿病治療をすることに加え
歯周病治療をすることは、両疾患にとって更な
る治療効果が期待できると考える。そのために
は医科と歯科のそれぞれの専門家が、患者情報
等の共有化にとどまらず、密に連携しそれぞれ
の治療を進めていく必要がある。

　基 調 講 演　

歯周病から糖尿病を考える
講師／神戸常盤大学短期大学部　歯科口腔保健学科　学科長�

　　　� 野村　慶雄

講演Ⅱ
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野村慶雄先生　ご略歴 �
のむら　よしお
学歴・職歴：

昭和46年３月　　大阪大学歯学部卒業
昭和51年４月　　大阪大学歯学部助手（口腔治療学講座）
昭和57年３月　　兵庫医科大学講師（歯科口腔外科学講座）
昭和58年４月　　岡山大学歯学部助教授（歯科保存学第二講座）
平成４年４月　　サンスター株式会社オーラルケア事業本部部長
　　　　　　　　サンスター歯科保健振興財団専務理事
　　　　　　　　附属千里歯科診療所所長
平成13年４月　　大阪大学歯学部臨床教授
平成15年４月　　サンスター株式会社研究開発部部長
平成20年４月　　神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科学科長・教授
　　　　　　　　神戸常盤大学口腔保健研究センターセンター長
　　　　　　　　現在に至る
所属学会：

日本歯周病学会
日本糖尿病学会
日本病態栄養学会
日本未病システム学会　評議員
日本保健医療行動科学会
日本歯科医学教育学会
日本歯科衛生教育学会
日本老年歯科医学会
日本介護福祉学会
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13：10〜13：20

「未病の観点からみた不正咬合者における�
フェイシャルプロポーションの検討」
� 神奈川歯科大学口腔統合医療学講座　歯科矯正学分野　　　　　　�

� 岩田　敏男、小泉　　創、大塚　剛郎、河田　俊嗣
13：20〜13：30

「不正咬合を予防する〜子育ち10ヶ条・幼児・学童期編〜」
� 子どもの咬合を考える会
� 大阪発達総合療育センター　南大阪小児リハビリテーション病院　歯科　　中村由貴子
� 森本歯科クリニック　京都市　　森本　容子
� 中村歯科医院　神戸市　　中村　睦子
13：30〜13：40

「当院職員食堂利用者に健康管理に関するアンケートを実施して」�
（野菜摂取状況等）
　　　　　　　　　　　　　　　　洛和会音羽病院　栄養管理部�
� 佐々木由美、大西かおり、宮平　千鶴�
� 村上　遥香、岩城　千歌、玉田　美香
13：40〜13：50

「洛和ホームライフ御所北における口腔ケアの取り組み」
　　　洛和ホームライフ御所北　　�
� 金森　由延、飯田　弘枝、李田　一樹、大本　隆弘、能坂　恭司
13：50〜14：00

「当院における医科歯科連携による未病リテラシー向上の取り組み」
� 社会医療法人里仁会興生総合病院　歯科・歯科口腔外科　　向井麻理子
�社会医療法人里仁会興生総合病院　歯科・歯科口腔外科、岡山大学病院　歯周科　　佐藤　公麿
� 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　歯周病態学分野　　高柴　正悟
14：00〜14：10

「歯周病をもつ２型糖尿病患者に対して歯周病ケア教育を行った１症例」
� 神戸常磐大学保健科学部看護学科・元神戸市立医療センター西市民病院看護部　西原　詩子
� 兵庫県立総合衛生学院歯科衛生学科・元神戸市立医療センター西市民病院看護部　田鍋　　望
� 神戸市立医療センター西市民病院　歯科口腔外科　西田　哲也

座長　　神奈川歯科大学　口腔機能修復学講座　歯科矯正学　教授　　河田　俊嗣

一 般 演 題
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座長

河田俊嗣先生　ご略歴 �
最終学歴

平成３年　愛知学院大学歯学部卒業

平成７年　広島大学大学院歯修了　博士（歯学）

職歴

平成７年　広島大学助手歯学部（歯科矯正学）

平成12年　広島大学病院講師（矯正歯科）

平成18年　広島大学大学院　歯科矯正学　准教授

平成25年　神奈川歯科大学　口腔機能修復学講座　歯科矯正学　教授

日本未病システム学会理事（歯科部門）
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【目的】
　不正咬合の障害には咀嚼や発音等の機能的障
害に加え、心理的障害も挙げられている。実際、
矯正歯科治療を希望する患者は歯列の改善に加
え、顔貌の改善により心理的、社会的に満足で
きる状態を求めている場合が多い。しかし、矯
正歯科臨床において、顔貌に対する審美的評価
を充分に行なっているとは言い難い。
　そこで我々は、尾崎、河田らが報告した正貌
分析を用い、不正咬合者の分布を確認する事と
した。また、通常矯正診断に用いている側面頭
部エックス線規格写真の計測値（セファロ計測
値）との関連を調べることで骨格および歯系の
前後的位置の正貌への影響を検討することとし
た。

【資料・方法】
　神奈川歯科大学附属病院矯正歯科に来院した
成人患者（18 歳以上の男女）のうち最近のも
のから連続して遡った 120 症例の正貌顔面写真
を用いた。各々の写真に対し、瞳孔−鼻下点間

（Ｂ）と鼻下点−オトガイ間（Ｃ）距離比、頭
頂−瞳孔間（Ｆ）と瞳孔−オトガイ間（Ｇ）距
離比、鼻下点−口裂（Ｄ）と口裂−オトガイ間

（Ｅ）距離比の垂直的比率および顎顔面頭蓋部
の縦／横比を算出し、各比率の分布と中央値、
最大値および中央値を求めた。さらに、これら
比率と側面頭部エックス線規格写真計測値（セ
ファロ計測値）との相関を求めた。

【結果】
１．Ｂ／Ｃは中央値 0.73、95％信頼区間 0.02、

最大 1.09、最小 0.54 であった。
２．Ｆ／Ｇは中央値 0.94、95％信頼区間 0.01、

最大 1.18、最小 0.79 であった。

３．Ｄ／Ｅは中央値 0.54、95％信頼区間 0.01、
最大 0.78、最小 0.40 であった。

４．Ｂ／Ｃとセファロ計測値との相関では、顔
面角（ｒ＝−0.34）、咬合平面角（ｒ＝0.27）、
U-1 to FH（ｒ＝−0.28）に有意な相関を認め
たものの、いずれも弱い相関であった。

５．Ｆ／Ｇとセファロ計測値との相関では、
FMA（ｒ＝−0.27）、Y-axis（ｒ＝−0.26）に
有意な相関を認めたものの、いずれも弱い相
関であった。

６．Ｄ／Ｅとセファロ計測値との相関では、
ANB（ｒ＝0.49）、顔面角（ｒ＝−0.35）、上顎
突出度（ｒ＝0.37）、A-B 平面角（ｒ＝−0.41）、
上下顎前歯歯軸角（ｒ＝−0.32）、L1 to Occlusal 
plane angle（ｒ＝0.38）、IMPA（ｒ＝0.35）、
U-1 to AP plane（ｒ＝0.26）、SNB（ｒ＝−0.31）
に有意な相関が認められた。

【結論】
　日本人成人不正咬合者の正貌軟組織は上顔面
に対し下顔面の長いものが多く、特に下顔面高
は上下顎骨の前後的位置にも影響を受ける可能
性が示唆された。下顔面高は審美的評価に強く
影響するものと思われ、矯正歯科治療は上下顔
面高の前後的、垂直的バランスに配慮した治療
計画を立案することが重要と考えられた。

未病の観点からみた不正咬合者における�
フェイシャルプロポーションの検討

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座　歯科矯正学分野

� 岩田　敏男、小泉　　創、大塚　剛郎、河田　俊嗣

　一 般 演 題　
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　子どもの咬合を考える会は、子どもの咬合や
歯列に異常をきたす原因を知り、出来るだけ早
期に最適な対応をして、子どもの健全な咬合育
成を促すことを目的に設立されました。設立か
ら 20 年、咬合育成に関わる諸問題を幅広く学
習しながら日常臨床に応用し、研鑽を重ねて参
りました。この度その集大成として、乳歯列が
完成する３才頃から永久歯列に移行する 12 才
頃までの幼児・学童期に、不正咬合を予防す
るために日常生活において留意すべき事項を、

「不正咬合を予防する子育ち 10 ヶ条」という形
でまとめました。「子育て」ではなく「子育ち」
としたのは、子どもたちがその発達年齢に応じ
た理解力でもって、自覚的・自発的に不正咬合
を予防してほしいと願うからです。以下にその
10 ヶ条を記載します。
第１条　口を閉じて鼻で呼吸します。

口呼吸は上気道の炎症を惹起し、健康を害す
る上、上顎歯列狭窄・上顎前突等の原因にな
ります。鼻疾患は放置せず、鼻呼吸が可能に
なるように治療することも重要です。

第２条　舌はいつも上顎につけます。
舌の位置・動きは上顎の形態的発育に大きく
影響します。舌がしっかりと口蓋に接触する
ことで上顎骨が側方に成長し、広く浅い口蓋、
つまり広い口腔内が獲得されます。舌の先を
上顎前歯の口蓋側歯肉（スポット）に軽く接
触させ、舌全体が口蓋に接触していることで、
上気道も拡がります。

第３条　食事は口を閉じて一口ずつ、左右でバ
ランスよくしっかり噛みます。

咀嚼運動が咀嚼筋と、筋が付着している顎骨

の発育を促します。その時に足底が接地して
いることも左右均等な咀嚼運動を促す点で重
要です。

第４条　飲みこむときも口唇を閉じ、舌は上顎
にそわせます。

舌が口蓋に接触している正常嚥下では、舌筋
の圧が上下顎歯列の外側への発育を促しま
す。舌位の不正は開咬を生じます。

第５条　頬杖、あご杖をするのはやめます。
頬杖・あご杖により不適切な外力が顎骨にか
かり、歯列の非対称な変形や下顎の偏位・交
叉咬合を来します。

第６条　指吸い、爪噛みはやめます。
指吸いや爪咬みにより開咬・上顎前突・下顎
の側方偏位といった不正咬合が生じます。

第７条　口唇を噛む、巻き込むことはやめます。
下唇を噛んだり巻き込んだりすることで下顎
前歯の傾斜や後退、上顎前突を惹起します。

第８条　背筋を伸ばして、姿勢をよくします。
頸部が前傾していると開口しがちになり、且
つ頬杖を誘発します。

第９条　寝る時は仰向けで寝ます。
腹臥位・側臥位での就寝は頭部の重力が顎骨・
歯列に加わり、顎発育・歯列に影響を及ぼし
ます。

第 10 条　舌や口唇や顔全体の筋肉のトレーニ
ングをします。

口腔周囲筋の筋バランスが歯列の発育・形態
を左右します。

　不正咬合の予防が子どもたちの健康な育ちの
一助となり、この 10 ヶ条が子どもたちの健康観を
育てる指針になるよう、今後も努めて参ります。

不正咬合を予防する～子育ち10ヶ条 幼児・学童期編～
� 子どもの咬合を考える会
� 大阪発達総合療育センター　南大阪小児リハビリテーション病院　歯科　　中村由貴子
� 森本歯科クリニック　京都市　　森本　容子
� 中村歯科医院　神戸市　　中村　睦子
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（背景）生活習慣病を始めとした様々な疾患を
未然に防ぐには、食生活への配慮が欠かせない
ことは周知の通りである。現在、健康日本 21（第
２次）では、成人１人１日当たり 350ｇの野菜
を摂取することが推奨されているが、様々な理
由から実践が困難な場合が多い。
　当院の職員食堂では職員の健康管理を目標
に、サラダバーが設置されており、野菜の摂取
を奨めている。

（目的）今回は職員食堂の利用者に対し、野菜
の摂取及び自身の健康管理についてのアンケー
ト調査を実施し、職員食堂の意義について検討
したので報告する。

（方法）アンケートは職員食堂で料理を受け取
る際に配布、退室時にボックスに入れてもらう
形式で実施した。

（結果）「厚生労働省が推奨する健康日本 21（第
２次）では、１日に 350ｇの野菜を食べること
が薦められていますがご存知でしたか？」とい
う問いに対して、半数弱の職員が「知っている」
と回答した。しかし、「ご自身は普段の食事で
１日に野菜 350ｇを摂取できていますか？」と
の問いに対しては、「できている」と答えた職
員は 10％以下と少なく、サラダバーの設置さ
れた職員食堂を利用することができる環境にあ
るにも関わらず野菜を 350ｇ摂取することの難
しさが改めて明らかになった。
　食べ方や食習慣で気をつけている事として、
最も回答が多かったのが「主食・主菜・副菜を
組み合わせた食事を摂るようにする。」で、過
剰摂取にならないように注意しているものとし
て最も回答が多かったのは「菓子類」であった。

（考察及び今後の展望）職員食堂は現在、委託
方式で、外部のセントラルキッチンで調理した
ものを当日に院内に運搬し、再加熱した上で提
供する方式を取っている。献立は基本的には外
部のセントラルキッチンの栄養士が立案する
が、病院側の管理栄養士も内容の確認を行なっ
ている。
　病院の職員は不規則勤務や様々なストレスに
打ち勝つ体力を維持する必要がある。
　今回のアンケート結果を踏まえ、病院の職員
食堂の献立は、野菜を含めた様々な食品、各栄
養素をバランスよく補給できるものである必要
性を改めて考えさせられた。
　また見た目の満足感、衛生面への配慮、その
他患者様へ対応する職業人としてふさわしい食
事であることが要求される。
　職員自身の健康が、患者の健康回復にも大き
な役割をもっていることを自覚して、職員食堂
の運営・管理に携わってゆきたいと考える。
　病気を未然に防ぐためには、野菜など歯ごた
えのあるものをしっかり噛んで栄養補給をし、
健康を維持することが重要で、そのためには口

（歯）の健康も必要である。
　今後も病院の患者だけでなく、職員の健康管
理にも配慮できる栄養管理部でありたい。

当院職員食堂利用者に健康管理に関するアンケートを実施して�
（野菜摂取状況等）

洛和会音羽病院　栄養管理部�

� ○佐々木由美、大西かおり、宮平　千鶴�
� 村上　遥香、岩城　千歌、玉田　美香
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　H25 年 12 月開設して以来当施設の課題は、
ある程度自立した利用者への口腔ケアの介入で
あった。歯科衛生士による口腔ケアを利用する
方もいるが、その報告書には歯垢や食物残渣・
舌苔などの指摘が繰り返されていた。そこで現
状の把握を行い、看護師が入居者の口腔内を
チェックした所、全体の 68％の人に介入の必
要性や介入方法の改善が必要であることが判明
した。
　そこで感染委員会を中心に御所北の課題と改
善に向けての取り組み方法を検討した。まずは
５項目を中心に取り組みを行うことにした。①
個別の手順書を作り職員のケアの統一を図る。
②リーダー板に口腔ケアの項目を作り確実な介
入を行う。③口腔ケアの声かけの成功例と失敗
例を職員間で情報共有しスムーズな介入に繋げ
る。④「口腔ケア強化月間」として、利用者に
取り組みを促し、自立した方への介入を行い、
利用者の歯磨きに対する意識を高める。⑤勉強
会を行い、職員の知識や意識を向上させる。
　この取り組みを行った結果、全入居者の
94％まで職員が介入できるようになり、歯科衛
生士の報告書からも改善していることが分かっ
た。さらに口腔ケアの重要性を再認識でき、介
入が難しい自立度の高い利用者や歯科衛生士任
せになっていた利用者にも介入が可能となっ
た。義歯の保管状況や歯ブラシの状態確認も行
い、より細やかな口腔ケアの実施が出来るよう
になってきた。
　この取り組みの開始から約半年後の現在の状
況は、取り組み開始時同様に歯科衛生士の口腔
ケアへの指摘はあるものの数は少なく、口腔ケ
アへの意識は高い状態を維持できていると思わ

れる。
　介入の難しい入居者へのアプローチも毎回は
難しいもののアセスメントなどを活用すること
で本人のやりやすい時間や場所を考えて介入・
実施ができるようになってきている。その過程
と今後の課題を検証した結果を報告する。

洛和ホームライフ御所北における口腔ケアの取り組み
洛和ホームライフ御所北�

� ○金森　由延、飯田　弘枝、李田　一樹
� 大本　隆弘、能坂　恭司　　　　　　
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【緒言】
　近年、歯周病と様々な疾患との関連が報告さ
れており、エビデンスの蓄積とともに、歯周医
学（Periodontal Medicine）という概念が台頭
してきた。歯周病治療により発症や増悪を抑制
する可能性のあるものとして、糖尿病、血管障
害、早産・低体重児出産、誤嚥性肺炎、関節リ
ウマチ、菌血症、慢性腎疾患、非アルコール性
脂肪性肝炎、そしてアルツハイマー病などがあ
る。また、残存歯数が多いほど、義歯などによ
り口腔機能を回復するほど、認知症の発症が少
ないという報告もされており、口の健康から全
身の健康に寄与するという考えが急速に広まっ
てきている。口の健康を達成するためには、口
腔内へのアプローチのみでは不十分であり、
個々の患者に合わせ、生活習慣の改善も含めた
全人的な対応が必須である。つまり、口の健康
を達成することは、同時に生活習慣病を未然に
防ぐことにも通じる。このように、今後我々歯
科医療従事者が国民の健康に寄与できる範囲が
さらに拡がることに疑いの余地はない。今回、
当院における医科歯科連携による取り組みにつ
いて未病リテラシー向上の観点から報告する。

【対象および方法】
　当院における医科歯科連携の取り組みは、①
糖尿病患者に対する歯科検診および口腔保健指
導（糖尿病教育入院時の歯科検診、外来糖尿病
教室：年２回開催）、②全身麻酔下手術におけ
る気管内挿管時の歯の損傷と術後肺炎の防止を
目的とする全身麻酔下手術前歯科検診、③がん
周術期における口腔管理、④術後創部感染防止
を目的とする胃瘻造設前の専門的口腔ケア、⑤

脳血管障害後遺症患者の摂食・嚥下障害に対す
る摂食機能療法、⑥骨吸収抑制薬および血管新
生抑制薬服用患者に対する口腔管理、⑦妊婦歯
科検診および妊婦と家族に対する口腔保健指
導（妊婦歯科教室：月１回開催）、⑧整形外科
での人工関節置換術前の口腔内感染源除去、⑨
NST ラウンド（毎週１回）への参加、など多
岐にわたる。

【結果】
　2015 年４月から 2016 年３月における当院の
医科歯科連携の状況は、①糖尿病教育入院時の
歯科検診：25 名、外来糖尿病教室参加者数：
12 名、②全身麻酔下手術前歯科検診実施数：
559 件（実施率：78％）、③がん周術期におけ
る口腔管理：４件、④胃瘻造設前の専門的口腔
ケア実施数：28 件、⑤摂食機能療法実施数：
852 件、⑥骨吸収抑制薬および血管新生抑制薬
服用患者に対する口腔管理実施数：３件、⑦妊
婦歯科検診実施数：18 件、妊婦歯科教室受講
者数：52 名、⑧人工関節置換術前の口腔内感
染源除去実施数：20 件であった。

【考察および結論】
　口腔の健康を達成するためには、口腔衛生習
慣の改善のみならず自身の生活習慣を見直し、
健康に対する意識を高める必要がある。当院に
おける医科歯科連携の取り組みが、全身疾患の
悪化抑制と共に生活習慣病を未然に防ぐことの
一翼を担っていると考える。

当院における医科歯科連携による�
未病リテラシー向上の取り組み

� 社会医療法人里仁会興生総合病院　歯科・歯科口腔外科　　向井麻理子
�社会医療法人里仁会興生総合病院　歯科・歯科口腔外科、岡山大学病院　歯周科　　佐藤　公麿
� 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　歯周病態学分野　　高柴　正悟
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背景 / 目的
　糖尿病と歯周病は相互に関連があることが周
知されているが、糖尿病患者において、歯周病
や口腔機能の悪化が進み、血糖コントロールに
影響を及ぼす例は少なくない。患者に対しては、
糖尿病、歯周病の治療と併せて、歯周病ケアに
ついての教育や指導が重要である。そこで歯周
病を持つ２型糖尿病患者に、歯周病に対するセ
ルフケアを獲得することを目的に、歯科医師に
よる歯周治療と併せて、歯科衛生士と看護師に
よる教育を実施した。

方法
　対象者は、71 歳の男性、２型糖尿病にて内
服治療中であり、HbA1c6.6％であった。歯
周病の状態は、歯周ポケット４mm 以上が
100％、歯肉出血指数 66.6％、レントゲン所見
では明らかな骨吸収が認められた。歯科受診時
に歯科衛生士が、基本的な歯磨き方法の指導を
行った。糖尿病外来受診時に、看護師から、「糖
尿病と歯周病について」「食生活について」「歯
磨きのタイミングについて」「歯の観察方法」
を指導した。さらに、患者と共に歯周病のセル
フケア目標を立て、糖尿病外来受診毎に評価し
た。歯周組織の状態は３か月後と６か月後に評
価した。教育・指導内容とセルフケア目標は、
歯科医師、歯科衛生士と糖尿病内科医、看護師
で共有した。

結果
　６か月後、歯磨き回数の上昇、ブラッシング
技術の向上、食生活の変化など歯周病のセルフ

ケアが向上した。さらに、歯周病の状態は、歯
周ポケット４mm 以上が 90％、歯肉出血指数
24.2％、レントゲン所見では、少量の骨添加あ
り、かなりの改善が認められた。糖尿病の状態
を示す HbA1c は 6.4％に低下した。患者からは、

「口の中がこんなに綺麗になって、糖尿病も良
くなって、人生変わった」と感想が得られた。
また、歯科衛生士と看護師の間で、情報共有を
頻回に行うようになり、医科歯科連携に繋がっ
た。

考察
　糖尿病患者に対する歯周病ケア教育は、我が
国では、糖尿病チームによる集団指導や、歯科
外来で行われている報告があり、海外では、数
は少ないものの、糖尿病教育プログラム（CDC）
が行われている。今回２型糖尿病患者に歯周病
治療と併せて、歯周病のセルフケアを促す教育・
指導を実施した結果、歯周病のセルフケアが向
上し、さらに歯周病と糖尿病が改善した。また、
今回の取り組みは医科歯科連携に繋がった。我
が国では、内科主治医と歯科医師が連携するこ
とで、安定した血糖コントロールの中で歯周治
療を行うことができ、治療効果が認められた症
例報告や、歯科衛生士が糖尿病チームに所属し、
専門的な視点から糖尿病患者の歯周病ケアにつ
いて集団指導実施に取り組んでいるという報告
があり、医科歯科連携が糖尿病患者を介して高
まりつつある。これらのことから、今後は、医
科歯科連携による糖尿病患者に対する歯周病の
セルフケア教育プログラムの確立されることが
望まれる。

歯周病をもつ２型糖尿病患者に対して�
歯周病ケア教育を行った１症例

� 神戸常磐大学保健科学部看護学科・元神戸市立医療センター西市民病院看護部　　西原　詩子
� 兵庫県立総合衛生学院歯科衛生学科・元神戸市立医療センター西市民病院看護部　　田鍋　　望
� 神戸市立医療センター西市民病院　歯科口腔外科　　西田　哲也
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洛和会音羽リハビリテーション病院
〒607-8113　京都市山科区小山北溝町32-1
TEL 075（581）6221㈹

洛和会音羽記念病院
〒607-8116　京都市山科区小山鎮守町29-1
TEL 075（594）8010㈹

洛和会音羽病院
〒607-8062　京都市山科区音羽珍事町2
TEL 075（593）4111㈹

洛和会音羽病院 アイセンター 2016年
12月

洛和会丸太町病院
〒604-8401  京都市中京区七本松通丸太町上ル
TEL 075（801）0351㈹

開 設

186人
許可入院
患者数

548人
許可入院
患者数

150人
許可入院
患者数

133人
許可入院
患者数

救急 24時間365日対応 救命救急センター 24時間365日対応 透析を含む腎臓疾患専門病院

リハビリ／物忘れ外来

洛和会東寺南病院
〒601－8441　京都市南区西九条南田町１
TEL 075（672）7500㈹

46人
許可入院
患者数

地域の方に開かれた病院

らくわかい かんたん検索！！

完成イメージ

第８回 日本未病システム学会近畿地方会

洛和会ヘルスケアシステム
洛和会ヘルスケアシステムは、５つの病院と４つのクリニックからなる医療部門と、介護部門、さらに健診セン

ター、保育施設、関連会社などが連携・協力しながら、京都と滋賀、大阪、東京をカバーする「医療」「介護」「健
康・保育」「教育・研究」の総合ネットワークです。



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49

西日本営業所　〒604-0847 京都市中京区烏丸通り二条下る秋野々町513番地
 京都第一生命泉屋ビル8階 TEL:075-257-7255
東日本営業所　〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 TEL:03-3836-3691www.nissin-dental.jp



50



51



52

広告協賛企業　（掲載順）

田辺三菱製薬株式会社

洛和会音羽病院

サンスター株式会社

株式会社栄研

株式会社モリタ京都支店

MSD 株式会社

株式会社クリニコ

日本歯科薬品株式会社

イーエヌ大塚製薬㈱

株式会社筑波総合歯研

シダックスフードサービス株式会社

サノフィ株式会社

日本イーライリリー株式会社

ノボノルディスクファーマ

小野薬品工業㈱

リボン食品株式会社

大日本住友製薬㈱

株式会社ニッシン

株式会社 LSI メディエンス

㈱三和化学研究所

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

株式会社ツムラ京滋北陸支店

株式会社ファーストフーズ

キッセイ薬品工業㈱

和田精密歯研株式会社

武田薬品工業㈱

展示協賛企業　（順不同）

サンスター株式会社

㈱ガリバー

株式会社栄研

株式会社いわさき

日清医療食品

ティーアンドケー株式会社

和田精密歯研株式会社

アークレイ マーケティング株式会社

あっと株式会社

ドリンクコーナー

株式会社　明治

ランチョンセミナー

サンスター株式会社

後　援

京都糖尿病医会

京都府歯科医師会

京都府歯科衛生士会

京都府栄養士会

公益社団法人日本歯科衛生士会

洛和会音羽病院






