
令和４年度 第３回 在宅歯科医療推進に関する研修会 
（在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会） 
（WEBオンデマンド配信）次第 

【配信先 URL】https://vdg.jp/cda8029/?c=90015 
 

 

 

                                 日時︓令和４年１０月１３日（木） 
        場所︓オンデマンド配信 

                        司会︓8029・健康寿命延伸委員会 
１．開     会    
２．挨     拶    
３．講     演（質疑応答含む） 

① 「在宅訪問歯科診療の実際 ~自院でのほんとの１件目～ 」             

講師︓小柴  麻理子 先生（８０２９・健康寿命延伸委員会副委員長） 

② 「在宅歯科診療の保険請求について」                            

講師︓細井 毅 先生（８０２９・健康寿命延伸委員会幹事） 

                         休 憩（５分）                           

③ 「エビデンスに基づく一般歯科診療における院内感染対策」               

    講師︓萩野 高司 先生（８０２９・健康寿命延伸委員会委員） 

                         休 憩（５分）                           

④ 「認知症を含む高齢者の心身の特性と歯科治療、全身疾患と注意すべき薬剤、 

高齢者の粘膜疾患とその重症化予防対策」~認知症・高齢者・癌と口腔癌~   

講師︓野村 武史 先生（東京歯科大学市川総合病院 歯科・口腔外科部長） 

４．質 疑 応 答  
５．謝 辞  
６．閉 会  
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在宅歯科診療の保険請求について

令和４年１０月１３日
８０２９・健康寿命延伸委員会 細井 毅



• 歯科訪問診療保険請求ハンドブック

一般社団法人 千葉県歯科医師会
8029・健 康寿命延伸委員会

令和 4年度改訂版

8029PR キャラクター

「もぐじい」



令和４年度は医療保険改定です。
同一の建物に居住する患者数
１人

歯科訪問診療１
２人以上９人以下
歯科訪問診療２

１０人以上
歯科訪問診療３

患者1人につき

診療に要した時間

20分以上 １100点 361点 185点
20分未満 880点 253点 111点

当該患者の容体が急変し
、やむを得ず治療を中止
した場合又は当該患者
の状態により20分以上
の診療が困難である場
合1,100点算定

当該患者の容体が急変し
、やむを得ず治療を中止
した場合 361点算定

・「院内感染防止対策に関する施設基準（初診料の注1 又は注2に規定する施設基準）」の届出がない場合は
各訪問診療料から－10 点（歯援診を辞退した医療機関も同様）

・歯科診療特別対応加算に準ずる状態又は、要介護３以上に準じる状態等により、２０分以上の診療が困難である
場合においては、診療時間が２０分未満であっても「歯科訪問診療１」を算定して差し支えない。



歯科訪問診療補助加算
同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合

改定前

1人目
訪補助

+50（歯援診１・２・か強診）
+30（上記以外）

2人目

訪補助
+50（歯援診１・２・か強診）
+30（上記以外）

改定後

1人目
訪補助

+115（歯援診１・２・か強診）
+90 （上記以外）

2人目

訪補助
+50（歯援診１・２・か強診）
+30（上記以外）



歯科訪問診療料に係る加算

通信画像情報活用加算（ICT 加算）…………  30 点（月１回）
・在宅療養支援歯科診療所１、在宅療養支援歯科診療所２、

地域歯科診療支援病院歯科初診料のいずれかの施設基準が必要。

・ 歯科訪問診療１及び２への加算。
・過去2月以内に訪問歯科衛生指導料を算定した患者が対象。
・訪問歯科衛生指導料を算定する日（歯科訪問診療料を算定する日は除く）に、歯科衛生士等がリ
アルタイムで口腔内のビデオ画像を撮影、そのビデオ画像により歯科医師がリアルタイムに患者の
口腔内を観察し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定する。
患者1人につき月1回の算定。
・観察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用は療養の給付と直接関係ないサービス等の費用と
して別途徴収できる。
・居宅療養管理指導（歯科衛生士等が行う場合） を実施時に口腔内を観察した場合も同様に算定で
きる。

・観察の内容・観察を行った日等の要点をカルテに記載する。
・摘要欄記載：歯科医師が口腔内を観察した際の訪問歯科衛生指導料、（介護予防）居宅療養管理
指導費（歯科衛生士等が行う場合）を算定した年月日を記載する。

令和４年度は医療保険改定です。（新設）



令和４年歯度科診訪療問報診酬療改料定にで係変る更加が算ある要点

口腔細菌定量検査 ………130 点（要施設基準）

口腔内細菌定量分析装置が必要
対象病名は口腔バイオフィルム感染症

・訪問診療の患者、または特別対応加算の患者が対象。
・月に 2 回までの算定、1月以内の再検査は 50/100で算定
・P基本検査、P精密検査、P部検と同月算定は不可

令和４年度は医療保険改定です。（新設）



在宅総合医療管理加算
（在歯総医） …………………50点

• 以下の主病において、別の医科の保険医療機関より歯科治療にお
ける総合的医療管理必要であるとして文書による診療情報の提供
を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場
合50点を加算する。

• 別の医科の保険医療機関から歯科治療における総合的医療管理が
必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたもの
に対し必要な管理及び療養上の指導等を行った場合に加算する。

• 糖尿病、骨吸収抑制薬投与中、感染性心内膜炎のハイリスク患者、
関節リウマチ、血液凝固阻止剤投与中、HIV感染症の患者
施設基準がなくなり、すべての医療機関が算定可能。



令和3年度は介護保険改定されました。
居宅療養管理指導が改定されました。
1人の場合
歯科医師による居宅療養管理指導：５１６単位
歯科衛生士による居宅療養管理指導：３６１単位
２人～９人の場合
歯科医師による居宅療養管理指導：４８６単位
歯科衛生士による居宅療養管理指導：３２５単位
１０人以上の場合
歯科医師による居宅療養管理指導：４４０単位
歯科衛生士による居宅療養管理指導：２９４単位

※要支援の場合は単位に変わりは無く要介護と同じ
単位ですが、表記が予防居宅療養管理指導となり
サービスコードも変更になります。



県歯歯科医師会のホームページより

ここを選んで個々の
ＩＤ・パスワードを入力して下さい。



ここを選択



ここの部分を
クリックして
いくと訪問診
療に必要な書
類や参考資料
があります。
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歯科訪問診療を行うにあたって
知っておくべきこと



訪問診療を行うにあたり知っておきたいこと
・対象患者は通院困難な患者（寝たきり状態の患者のみならず、

心身の状態等が医学的に見て問題のあるものも含む）
・訪問診療に行くことが出来る範囲は自院から１６Km以内
・患者が介護認定を受けているか事前に確認
・自宅または居宅系施設へ訪問診療は、介護認定されている場合は

原則、介護保険請求が優先。その場合ケアマネージャー並びに
利用者若しくはその家族へ居宅療養管理指導の情報提供が必要

・介護認定されていても施設への訪問診療の場合は介護保険請求は
ありません。医療保険のみ。

・介護サービスには支給限度額があるが、居宅療養管理指導は
限度額対象外となる。



介護保険認定
あり

医療保険＋介護保険
（居宅療養管理指導）

介護保険認定
なし

医療保険のみ

自宅
介護保険認定ありなしに

関係なく
介護保険請求は出せません。

医療保険のみ！

施設
訪問先、介護保険の有無による保険請求について



•初めて訪問診療を行うに当たり、先ずは

歯科訪問診療料の注13 に係る届出

（様式21 の３の２）を

提出する必要があります。

これを出さない場合は初診料、再診料の算定になってしまいます。



• 歯科訪問診療を実施する場合は、「歯科訪問診療
料の注13 に係る届出（様式21 の３の２）」を忘
れずに届け出て下さい。

• 「歯科訪問診療料の注13 に係る届出」をして
いない医療機関が、訪問診療を実施した場合は、
初再診の点数（初診：264 点、再診：56 点）

• C000 歯科訪問診療料

• 1 歯科訪問診療1 1,100 点

• 2 歯科訪問診療2 361 点

• 3 歯科訪問診療3 185 点

• 注13 ：
1 から３までについて、在宅療養支援歯科診療所１
又は在宅療養支援歯科診療所２以外の診療所であっ
て、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないも
のにおいては、次に掲げる点数により算定する。
• イ初診時 264 点
• ロ再診時 56 点



ここを選択



歯科訪問診療移行加算（訪移行） ……………………100点/日

• 当該保険医療機関の最後の外来（複数回受診）から3 年以内訪問
診療開始をした患者において、歯科訪問診療１を算定した場合に

加算する。なお、この際在宅歯科診療推進加算は算定できない。

• イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療…………………１５０点

• ロ イ以外の場合 ……………………………………………１００点

訪問時間が20分未満の場合は算定不可。



訪問診療に行ったらするべきこと

歯科訪問診療料を算定
する場合は、右のような
計画書を作成するか、
計画の要点を診療録に
記載する必要があります。



※提供文書の控えはカルテに
添付するなどして

必ず保管しておきましょう！

歯科疾患在宅療養管理料を
算定した場合はこのような
用紙を添付、提供するか、
その内容をカルテ記載して
ください。



訪問診療に行ったらするべきこと（介護認定患者）

介護認定を受けている患者の
自宅、居宅系施設での指導管
理は、原則介護保険が優先と
なります。
処置等は医療保険、指導管理
は介護保険となります。居宅療
養管理指導の算定においては、
ケアマネジャーへの情報提供
が必要です。



歯科訪問診療２、歯科訪問診療３を算定した場合

施設などに訪問し、
２人以上診療をしたら、
このような用紙に必要事項を
記載して、ケアマネージャー等
に文書提供する。
この控えを必ず採っておくこと。



歯科衛生士が２０分以上指導を行なった場合に算定訪問診療時間と重ならないように！

訪問歯科衛生指導料



訪問歯科衛生指導料（訪衛指）
歯科訪問診療料を算定した日から１月以内において、歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が、療養上必要な実地指導（患者の口腔内での清掃または有床義
歯の清掃に係る実地指導）を行った場合に月４回に限り算定する。

・歯科医師により状態が安定していると判断された場合には２月以内に

歯科衛生士単独で行くことができます。

1 単一建物診療患者が１人の場合 ……………………………………………360点

2 単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合 …………………………328点

3 １及び２以外の場合 ……………………………………………………………3００点

• １人の患者に対して１対１で20分以上実施した場合に算定する。

• ※ 機械的歯面清掃処置との併算定はできません。

• ※ 自宅等では介護保険（歯科衛生士による居宅療養管理指導）が優先。



在宅等療養患者専門的口腔衛生処置（在口衛）
130点（月1回）

① 歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った場合に、月１回に限り算定する。

② 訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できません。

③ 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、

機械的歯面清掃処置は、別に算定できません。

④ 訪衛指は訪問診療料の時間に含まれませんが、在宅等療養患者専門的口腔

衛生処置は訪問診療の時間に含まれます。

⑤ 歯科衛生士単独での訪問では算定できません。

⑥ 非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できません。



歯科衛生士による居宅
療養管理指導実施記録

介護保険改定により新しくなった用紙は
デーエスにて販売されますので、お問い合わせください。

歯科衛生士による居宅療養管理指導に係る
スクリーニング・アセスメント・管理指導計画



カルテ・レセプトで記載するべきこと



歯科訪問診療のカルテ記載例（介護保険分）

①保険者番号 ②被保険者番号 ③認定有効期間 ④要介護区分

〈１号用紙の記載について〉

医療保険と介護保険の
診療録を併記する場合、
1号用紙【備考欄】に、

介護保険の患者情報を
記載する。

①保険者番号

②被保険者番号

③介護認定有効期間

④要介護区分



歯科訪問診療のカルテ記載例（介護保険分）
〈２号用紙へ介護保険の記載について〉

居宅療養管理指導 ５１６単位

歯科衛生士等居宅療養管理指導

１回目 ３６１単位

医療保険の診療録に
併記する場合、

介護保険の部分は下
線を引く、枠で囲むな
ど明確に区分できるよ
うにしておく。

介護保険部分の点数
欄は斜線を引く。

SC（Ｊ）

訪補助（１）（同一建物居住者以外）

DH千葉 市子

７〜〜７
1,100

７２＋３６×２

90

細井 毅 細
井

本日合計 1,334 ￥０



保険請求で気を付けるべき摘要欄記載について



保険請求で気を付けるべき摘要欄記載について



居宅療養管理指導の保険請求（介護保険）



算定事例



症例１
主訴：上の入れ歯が合わない、入れ歯の下が痛い
患者の状態：介護度4・認知症で寝たきり・居宅（自宅）
２年前まで当院通院
口腔内所見：義歯不適、残根に鋭縁あり、残根部に炎症あり
持参物：基本セット、電機エンジン、適合試験材、咬合紙、
テッシュコンディショナー、即時重合レジン又はリベース剤、投薬、
※歯科衛生士同行
診断結果：上顎義歯不適、53 37 Ｃ４、Ｐ２（残根部に炎症あり）
処置：上顎義歯の調整、残根削合

１．歯科訪問診療料の施設基準を届出しており、電機エンジンを持っ
ている場合
２．歯科訪問診療料の施設基準を届出しており、ポータブルユニット
を持っている場合



症例
１-1

１．歯科訪問診療料の施設基準を届出
電機エンジンを持っている場合
要介護4、認知症、居宅
傷病名７〜〜７ 義歯不適（残根上）

５３ ３７ Ｃ４、Ｐ２

点数

１０/１ 歯科訪問診療１（1３:１７〜1３:４０）
（治療に協力得られない）
歯科診療特別対応加算
残根削合（電機エンジンにて）
歯リハ1（困難）
投薬：ネオステリングリーン40ｍｌ×1本
院内処方または処方箋
訪補助 （同一建物１人のみ）
歯科訪問診療移行加算（訪移行）
歯科医師による居宅療養管理指導

歯科衛生士による居宅療養管理指導

1,100

175
18×4
124
22

42or68
９0

１００
516単位

3６１単位

※上のような技工用のエンジンがあれば、
義歯調整はもちろん、簡単な残根削合は可能

この症例のように投薬をした場合は、その診療所
の処方方法に準じて処方してください。
院内処方の場合は調剤料、薬情も算定して
下さい。（４２＋８＋１０）点

当該医療機関に外来受診が３年前以内なら歯
科訪問診療移行加算が算定できる。
最終外来受診年月日を摘要欄記載必要

☆訪問する前に患者の主訴から判断して持参す
る材料などを用意し、実際に訪問した際に違う
場合でもある程度対応できる物を持参しましょう。



症例
１-2

２．歯科訪問診療料の施設基準を届出
ポータブルユニットを持っている場合
要介護4、認知症、居宅
傷病名７〜〜７ 義歯不適（残根上）

５３ ３７ Ｃ４、Ｐ２（動揺度：２）

点数

６/10 歯科訪問診療１（14:41〜15:２３）
（治療に協力得られない）
歯科診療特別対応加算
スケーリング*
残根削合（５倍速エンジンにて）
歯リハ1（困難）
投薬：ネオステリングリーン40ｍｌ×1
院内処方または処方箋
訪補助 （同一建物１人のみ）
歯科訪問診療移行加算（訪移行）
歯科医師による居宅療養管理指導

歯科衛生士による居宅療養管理指導

1,100

１７５
72＋38×2

18×4
124

２
42or68

９0
１００

516単位

3６１単位

スケーリング*ですが、令和２年度の医療
保険改定において、在宅等の療養で歯科
診療特別対応加算、初診時歯科診療導入
加算されており歯周ポケット検査が困難な
場合、歯周病検査なしで歯周基本治療を
開始できます。その際、カルテ、レセプトに
測定できない旨を記載すること。
また、この場合から次の歯周治療に進む
場合は必ず歯周病検査を実施

歯周病検査が出来る場合は通常通り
歯周病検査から歯周基本治療を行なって
ください。



歯科診療特別対応加算
（特）…………………………………175点

著しく歯科診療が困難な患者（下記の状態等）に対して歯科訪問診療を行った場合
に歯科訪問診療料に加算する。
※歯科訪問診療において歯科診療特別対応加算の算定した場合、処置により加算割合
が変わりますので、手引書を参照してください。

イ 脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に

協力が得られない状態
ハ 重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ歯科

診療に際して家族等の援助を必要とする場合



症例２ 口腔細菌定量検査の算定例（要 施設基準）

主訴：口の中がすごく汚れており、入れ歯も汚れている。
患者の状態：介護認定を受けていない・脳性麻痺で寝たきり・居宅
（自宅）
口腔内所見：口腔清掃状態不良、口腔粘膜炎と多発性の口内炎あり、
義歯不適
持参物：基本セット、ポータブルユニット、適合試験材、咬合紙、
テッシュコンディショナー、即時重合レジン又はリベース剤、
口腔細菌定量分析装置、投薬 ※歯科衛生士同行
診断結果： ７～7口腔バイオフィルム感染症、上顎義歯不適、
処置：上顎義歯の調整・洗浄、口腔細菌定量検査、スケーリング



傷病名：７～ ～７ 口腔バイオフィルム感染症、
７～ ～７ 義歯不適
口腔ケアが難しく、歯や歯周ポケット、義歯にプラークが
著しく汚染されている。口腔粘膜炎や口内炎が多発
誤嚥性肺炎の兆候が見られる。

点数

歯科訪問診療１（10:30〜10:52）
歯科診療特別対応加算（特）
歯科訪問診療補助加算（訪補助）
口腔細菌定量検査
（月２回まで・１ヶ月以内の２回目は50/100）
スケーリング
歯科疾患在宅療養管理料（歯在管）
歯科口腔リハビリテーション料１
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者）

1,100   
175
90

130

108＋５７×２
200
124
90

対象患者は在宅等において療養患者、歯科診療特別対応加算または初診時歯科診療導入加算
を算定している患者（ぜんそく等で頻繁に中断は除く）
口腔細菌定量検査を行なった場合、歯周病検査なしでスケーリングの算定が出来る
同月でのP基検、P精検、P部検の算定不可
※レセプト摘要欄に「口菌検」の記載必要



質問：１
初めて訪問に行くのですが、歯科訪問診療料の注１３に
規定する基準はいつまでに出すのですか？

答
訪問診療を開始する月の前月までに届け出てくださ
い。
その際、訪問診療の実績が０でも大丈夫です。
それによって歯科訪問診療料の算定ができます。



質問：２
訪問診療の際切削器具を忘れてしまいましたが、その場
合訪問診療は算定できますか？

答
切削器具を常時持参しないと訪問診療料は算定でき
ません。
切削器具はポータブルユニットやエンジン等を指し
ますが、必ずしも使用しないとしても携行する必要
はあります。
通知に、訪問診療を実施するに当たっては急性症状
の発症時等に即応できる環境の整備が必要なことか
ら訪問診療料は切削器具を常時携行した場合に算定
する。とあります。



質問：３
歯科医師による居宅療養管理指導と歯科衛生士による
居宅療養管理指導は同日に算定して良いのでしょうか？

答
同日に歯科医師と歯科衛生士による居宅療養管理指
導は算定できますが、時間重複があった場合は不可。
また算定には患者本人またはその家族、ケアマネ
ジャーへ情報提供文書が必要です。
歯科衛生士による居宅療養管理指導は歯科訪問診療
が行なわれていない月でも算定が出来ます。
実施日を介護給付明細書の摘要欄記載が必要です。



居宅で訪問診療をしていたのですが、実は介護認定さ
れている患者さんで介護請求が面倒で医療保険だけ請
求していたのですが、そのままではダメですか？

答
自宅または居宅系施設では介護保険が優先されるため、
介護認定患者は居宅療養管理指導を請求してください。
居宅療養管理指導を請求せずに医療保険の歯科疾患在宅
療養管理料（歯在管）を請求していた場合、遡って歯科
疾患在宅療養管理料を返還することになります。そう
なっても遡って居宅療養管理指導の請求は出来ません。
そうならないためにも今月からで構いませんので、変更
して介護保険請求をしてください。

質問４



質問：５
訪問口腔リハと居宅療養管理指導の同時算定はできま
すか？

答
同一月に居宅療養管理指導費を算定している場合、
在宅患者訪問口腔リハビリテーション管理料は算定
できません。
なお、歯科衛生士等居宅療養管理指導費は算定可能
です。



ご清聴ありがとうございました。



院内予防感染防止対策と
偶発症に対する緊急時の対応、

医療事故対策等の医療安全対策について

令和4年度 在宅歯科医療推進に関する研修会

８０２９・健康寿命延伸委員会 萩野高司



院内予防感染防止対策と偶発症に対する緊急時の
対応

医療事故対策等の医療安全対策について

新興感染症における院内感染対策



院内感染とは

•病院で接種された(植え付けられた)微生物によって

惹起される感染症を院内感染(病院感染)という。



①一般歯科診療室における院内感染対策

院内感染が生じる状況とは

1. 歯科治療に伴って生じる交叉感染

・消毒が不十分な器械、器具の使用

・医療従事者の手指衛生の不十分

・切削時の血液

・唾液の飛沫

・汚染されたグローブでの環境への接触 など

2.診療室での流行性疾患の蔓延

どのようなことで院内感染
が起こってしまうかを
スタッフ全員で共有する
ことが重要！



院内感染が生じる状況の例



感染予防の三原則

1.病原体の除去（標準予防策の適応）

2.感染経路（標準予防策の適用）の遮断

3.感染性宿主（ワクチン接種）の抵抗力増強

感染の３因子



病原体の除去、感染経路遮断に有効

標準予防策
（スタンダードプリコーション）

『すべての患者は未同定であり、感染の可能性のあるものとして取り扱い、

針刺し事故の防止や血液曝露に対する 対策を講じようとする』考え方であ

り、すべての患者の体液、排泄物、血液、病理組織、胎盤、抜去歯は感染

の可能性のあるものとして取り扱う。



スタンダードプリコーション（標準予防策）による
歯科診療室での対応例

血液

唾液

体液

喀痰

尿

便

膿

触ったら

汚れそうなときには

床が汚れたら

針に対して

手洗い

手袋、ゴーグル、エプロン

清拭、消毒
（次亜塩素酸ナトリウム）

リキャップ✖
（すくい上げ法）
耐貫通容器



歯科診療室での環境感染制御

• 空気感染（飛沫感染）

• レーザー/エレクトロサージェリーの

飛沫粉塵や術中発生の煙

• ユニット関連の表面

（ノンクリティカルな表面：チェア部分など）

• ハウスキーピング表面

（床、壁、カーテンなど）



• 手指の消毒

• 歯科処置時の手袋使用

• 歯科医療従事者のマスク、キャップ、

医療用メガネ、白衣など

適切に使用しなければ効果がない！

チェアサイドの術者と患者対応



手洗い



流水下の手洗い
「スクラブ法」

擦式消毒法
「ラビング法」

手洗いの方法
その日の処置のはじめに、石鹸を用いて１分間洗い、その後にア
ルコールベースの消毒薬を刷り込み法を行い、特別な汚染がな
いときにはアルコールベースの消毒薬刷り込みを行う

• 手指の消毒



一般歯科治療での器具・器材の取り扱い

□ 適切な「洗浄」「消毒」「滅菌」

□ 可能な限りディスポーザブル製品の使用

タンパク質を分解！



引用元：日本歯科医学会監修
『エビデンスに基づく一般歯科診療における 院内感染対策
実践マニュアル 改訂版』永末書店刊 2015年2月

医療器具の処理方法における分類



◼ 医療廃棄物は家庭用廃棄物とは分別され、歯科診療上では、原則と

して感染性廃棄物（産業廃棄物と一般廃棄物）、産業廃棄物（非感染

性）、一般廃棄物（非感染性）の3種類に分けられる

◼ 医療廃棄物は適切な梱包と処理の方法にしたがって行う

感染性
廃棄物

産業
廃棄物

一般
廃棄物

医療廃棄物処理



消毒薬の選定

◼ 濃度が低下するため１－３か月で使い切る

◼ エタノール耐性菌が増殖するので毎日交換



•復唱確認

自分の聞き間違いだけでなく、相手の言い間違いに気づくことが出来る

•指差し呼称

確認する物を指で指し示しながら、声を出して確認する

•ダブルチェック

１人で確認するだけでなく、２人で協力して確認する

ヒューマンエラーの防止策
-人は誰でも間違える-

医療事故を起こさないために



ヒ

• インシデントレポート(ヒアリハット報告)

• 個人を責めるのでなく組織の失敗と捉え、情報をみんなで

共有することで再発防止に役立てる

ヒヤリハット

アクシデント

医療過誤

インシデント



偶発症に対する緊急時の対応、

医療事故対策等の医療安全対策について



34%

10%

7%6%
5%

4%

4%

3%

3%
2%
1%
2%

19%

神経原性ショック

過換気症候群

血管収縮薬過敏症

局所麻酔薬アレルギー

虚血性心疾患

低・高血糖発作

異常高血圧

局所麻酔薬中毒

脳卒中

てんかん発作

不整脈

気道閉塞

その他・不明

歯科治療時における全身偶発症の種類と発生頻度



1. 治療中断：口腔内にある器具、装置を除去

2. 酸素ボンベ用意、意識状態の確認、全身所見の観察

3. モニター装着(SPO2モニター、血圧計)

ＳｐＯ2<90％ ⇒ 酸素療法開始

偶発症発症時の一般的対応



救急時の対応



（BLS プロバイダーマニュアル 2015 より引用）

BLS（１次救命処置）
成人の心肺停止アルゴリズム
2015



• 皮膚

直ちに血液を絞り出し大量の流水で十分洗浄後、傷口を１％次亜塩素酸ナトリウム溶液

(ヤクラックスD)または消毒用アルコールで消毒、受傷者および患者の感染の有無を確かめる

• 眼

ポリビニールアルコールヨウ素剤(PA.ヨード液)による消毒と多量の水による洗浄

• 口腔

大量の水ですすぎ、ポピドンヨード(イソジンガーグル)でうがいをする

受傷者 → 連携病院へ必要な検査を受ける

対象患者 → 安全管理者が説明し必要に応じて検査をしてもらう

針刺し・切創 事故が起きた場合



針刺し事故を起こさないために

すくい上げ法



医療事故発生時の対応



•記録方法を経時的記録に変える

•事実のみ客観的かつ正確に記録する。

•「～と思われる」、「～のように見える」

などの表現はしない。

•患者・家族への説明や、やりとりも必ず記録し、

言った言葉の通り記載する。

•５Ｗ(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ)・

１Ｈ(どのように)で整理する。

医療事故の記録



新興感染症における院内感染対策



新興感染症
その発症がにわかに注目されるようになった感染症に対する総称
局地的あるいは、人物の移動による国際的な感染拡大が公衆衛生上の
問題となるような感染症のことをいう。

また、過去に流行した感染症で、一時は発生数が減少したものの再び出
現した感染症を「再興感染症」という。

これまでの代表的な新興感染症

1976年 エボラ出血熱

1981年 エイズ（後天性免疫不全症候群）

1996年 プリオン病

1997年 高病原性鳥インフルエンザ

1999年 ニパウイルス感染症

2002年 SARS（重症急性呼吸器症候群）

2012年 MERS（中東呼吸器症候群）

2019年 COVID-19（新型コロナウイルス感染症）



新型コロナウイルス感染症

◼ 国際正式名称「COVID-19」

◼ SARSコロナウィルス２がヒトに感染し急性呼吸器

疾患等を引き起こす感染症

◼ 症状は発熱、咳、息切れ、味覚または嗅覚の異常、

寒気や悪寒、頭痛、のどの痛み、筋肉の痛みなど

◼ 2019年末に発生し、2020年3月11日WHOが

パンデミック（世界的流行）相当との認識を表明

◼ 全世界でのべ6億人以上感染 650万人死亡

(令和4年9月現在)



（１）感染経路への対応

• スタンダード・プリコーション

• 感染経路別予防策

• エアロゾル感染対策

（２）診療に関する留意事項

• 診療室内のエアロゾル対策

：吸引装置の適正使用 切削器具の最低限使用

• ゴーグルまたはフェイスシールドの装着

• 患者の健康管理

• 治療前後の含嗽（口、喉のうがい）

• アルコール(６０％以上が有効)により不活化

（３）診療環境に関する留意点

• 「密集」・「密接」・「密閉」の回避

• 「接触感染」予防への配慮

• 受付環境への配慮

• 来所者すべての手指消毒の徹底

（４）職員に関する留意点

• 職員全員の体調管理

• 医局（スタッフルームなど）、

• 診療所内での注意事項

新興感染症「COVID-19」に対する対策

参考：「新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針」第２版 令和３年11月 日本歯科医師会



感染経路のイメージ



感染経路への対応

•標準予防策

（スタンダード・プリコーション）

•感染経路別予防策

• エアロゾル感染対策

感染経路 とは

  

      

 触  （      ）

    

    



診療に関する留意事項

•診療室内のエアロゾル対策

•：吸引装置の適正使用 切削器具の最低限使用

•ゴーグルまたはフェイスシールドの装着

•患者の健康管理

•治療前後の含嗽（口、喉のうがい）

•アルコール(６０％以上が有効)により不活化



診療環境に関する留意点

•「密集」・「密接」・「密閉」の回避

•「接触感染」予防への配慮

•受付環境への配慮

•来所者すべての手指消毒の徹底



職員に関する留意点

•職員全員の体調管理

•医局（スタッフルームなど）

•診療所内での注意事項



みんなで安心マーク



ご清聴ありがとうございました



1

野村 武史

東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座/口腔がんセンター

令和4年度 第3回在宅歯科医療推進に関する研修会

高齢者の心身の特性と歯科治療

-口腔粘膜に症状を表す全身疾患-

主な傷病の総患者数
※ 総患者数（傷病別推計）とは
調査日現在において、継続的に医療を受けて
いる者（調査日に医療施設で受療していない
者を含む）の数を次の算式により推計したも
の
総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋
（再来外来患者数×平均診療間隔×調整係
数（6/7））

2017年患者調査の概況（厚生労働省）
を改変

主な傷病 総 数 男 性 女 性

高血圧性疾患 993万7,000人 431万3,000人 564万3,000人

糖尿病 328万9,000人 184万8,000人 144万2,000人

脂質異常症 220万5,000人 63万9,000人 156万5,000人

が ん 178万2,000人 97万人 81万2,000人

心疾患（高血圧症のものを除く） 173万2,000人 96万3,000人 77万5,000人

喘 息 111万7,000人 50万9,000人 60万7,000人

脳血管疾患 111万5,000人 55万6,000人 55万8,000人

骨 折 67万7,000人 24万9,000人 42万8,000人

アルツハイマー病 56万2,000人 15万人 41万2,000人

慢性腎臓病 39万3,000人 24万2,000人 15万1,000人

慢性閉塞性肺疾患 22万人 15万4,000人 6万6,000人

ウィルス性肝炎 15万6,000人 7万5,000人 8万1,000人

血管性および詳細不明の認知症 14万2,000人 4万9,000人 9万3,000人

う 蝕 190万7,000人 83万2,000人 107万5,000人

歯肉炎および歯周疾患 398万3,000人 162万1,000人 236万3,000人

平成29年10月

• 全身の予備能力が低下している

例： 肝・腎機能の低下 ➞ 代謝・排泄不良

• 治療反応に個人差がある

• 症状が非典型的になりやすい

• 不定愁訴となりやすい

• 環境の影響が大きい

高齢者の特徴

背景にある疾患や服用している薬剤の

有無を確認することが重要

デルマドローム

オラドローム

全身疾患の診断に役立つ

皮膚病変

全身状態や基礎疾患の発見

に役立つ口腔粘膜病変

高齢者に多くみられるオラドローム

服薬に注意すべき全身疾患
高血圧
糖尿病
アレルギー疾患（関節リウマチ、気管支喘息）
が ん
骨粗鬆症

口腔粘膜に症状をあらわす全身疾患
貧 血
ウィルス性疾患
自己免疫性水疱症（尋常性天疱瘡、粘膜類天疱瘡）
造血幹細胞移植に伴う慢性GVHD
Parkinson病、脳卒中などの要介護疾患

高血圧に関連する口腔症状
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高血圧

高血圧治療ガイドライン2019より

降圧剤による歯肉増殖 → 薬剤の変更も考慮

主なCa拮抗薬

ニフェジピン

ジルチアゼム

マニジピン

アムロジピン

ニソルジピン

ニカルジピン

Ca拮抗薬

海外での調査（Ellisら,1999）

ニフェジピン 6.3％

男性が女性の約3倍

日本での調査（Onoら,2010）

ニフェジピン 7.7％

ジルチアゼム 4.0％

マニジピン 1.8％

アムロジピン 1.3％

ニソルジピン 1.1％

ニカルジピン 0.5％

Ca拮抗薬

Ans 内科主治医に相談

高血圧症治療のガイドライン

高血圧症に関するClinical Question

・Ca拮抗薬の代薬は可能か？

糖尿病に関連する口腔症状
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糖尿病

インスリン作用不足による慢性の高血糖状態をいう

予備軍を含めると全国に約1600万人いるといわれる

筋肉、肝臓、脂肪でのエネルギーの産生に糖が有効利用されず血中にと

どまっている病態

高血糖が持続と血管の障害が起き、各種の慢性合併症が発現する

診断基準 空腹時血糖値が126mg／dl以上

糖負荷試験で2時間血糖が200mg／dl以上

あるいは HbA1c 6.5％以上（新国際基準）

糖尿病の治療薬の種類
種 類 商品名 作 用

インスリン抵抗性改善薬
ビグアナイド薬 グリコラン メトグルコ ジベトス

インスリンの作用を
間接的に高めるチアゾリジン薬 アクトス

インスリン分泌
促進薬

ＤＰＰ-４阻害薬
ジャヌビア グラクティブ エクア
ネシーア トラゼンタ テネリア
スイニー オングリザ

インスリンの分泌を
促進スルホニル尿素薬

ダオニール オイグルコン
グリミクロン アマリール

グリニド薬
ファスティック スターシス
グルファスト シュアポスト

食後高血糖改善薬

α-グルコシダーゼ
阻害薬

グルコバイ ベイスン セイブル
糖の吸収と排泄を調
節する

ＳＧＬＴ２阻害薬
スーグラ フォシーガ ルセフィ
デベルザ ジャディアンス

インスリン療法 インスリン製剤 速攻型、中間型、混合型がある 血糖を直接下げる

皮膚所見：緊満性水疱・びらん 歯肉に水疱形成（エアーシリンジで上皮剥離）

79歳 女性
歯肉の痛みを主訴に来院
基礎疾患：糖尿病
投薬内容：経口血糖降下薬（DPP-4阻害薬）を2年間内服

血液検査で抗BP180抗体が陽性

診断：DPP-4阻害薬関連類天疱瘡（当科で3年間に6例を経験）

DPP-4阻害薬関連類天疱瘡の特徴

DPP-4阻害薬 一般名（商品名） 報告症例数（170症例） 患者平均年齢

ビルダグリプチン（エクア） 113（66.4％） 75.8

シダグリプチン（グラクティブ/ジャヌビア） 40（23.5％） 74

リナグリプチン（トラゼンタ） 13（7.6％） 80

García,M. et.al. J Clin Pharm Ther 2016; 41: 368–370

 DPP-4阻害薬を内服して発症する

ほとんどが皮膚に発症するが口腔粘膜の報告例も増えている

抗BP180抗体が陽性

潰瘍性大腸炎の治療薬
（メサラジン）による

薬物が原因の口腔粘膜炎

骨粗鬆症治療薬（活性型
ビタミンD3製剤：エディ
ロール）による

口腔扁平苔癬様病変

Oral Lichenoid Lesion

休 薬

アレルギー性疾患（自己免疫疾患）
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粘膜類天疱瘡

 口腔粘膜に発症するアレルギー性疾患（自己免疫疾患）

 中高年に多く歯肉に好発する

 基底膜を構成するBP180やラミニン332に対する自己抗体が発現

 治療：副腎皮質ステロイド薬、ニコチン酸アミド

歯肉に限局する剝離性びらんを特徴とする原因不明の疾患

難治性で刺激痛や接触痛を伴い長期的な経過をたどる

近年類天疱瘡、天疱瘡、扁平苔鮮との関連が指摘されている

慢性剥離性歯肉炎との鑑別

血液検査で抗BP180抗体が陽性 → 診断：粘膜類天疱瘡

81歳 女性
舌の疼痛を主訴に来院 初診時細胞診を施行 → classⅣ
生検を施行 → 病理診断：潰瘍性変化
基礎疾患：関節リウマチ

 滑膜の異常増殖による関節内の慢性炎症（自己免疫疾患）

 手足の関節に沈着し関節痛、関節の変形を生じる

 女性に多い

 治療：副腎皮質ステロイド薬、抗リウマチ薬（メトトレキサート）

関節リウマチ

63歳 女性
主訴：頬粘膜の疼痛
基礎疾患：関節リウマチ

粘膜炎の発症
頻度が高い！

休薬3週後

抗リウマチ薬であるメトトレキサート（MTX)を内服

右側舌縁部の潰瘍

診断：MTX関連口内炎

81歳 女性
基礎疾患：関節リウマチ 高血圧 骨粗鬆症
投薬内容：メトトレキサート デノスマブ（抗RANKL抗体製剤）

診断：MTX関連リンパ球増殖性疾患(MTX-LPD) 
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薬物関連顎骨壊死との鑑別が困難な場合が多い

MTX関連リンパ球増殖性疾患(MTX-LPD) 
 骨強度が低下する疾患

 脆弱性骨折を起こしやすく骨折を繰り返すと寝たきりの要介護に移行する

 脆弱性骨折とは軽微な外力により生じる骨折

 好発部位は大腿骨と椎体骨

 骨折するまでは無症状で治療を受けているのがわずか20％程度である

骨粗鬆症

大腿部近位骨折 椎体骨折

ステロイド長期投与で発症

骨折予防のための薬剤

ビスホスホネート

デノスマブ

適応疾患

アレルギー性疾患（気管支喘息など）

自己免疫疾患（関節リウマチなど）

臓器移植患者

口腔疾患：口腔扁平苔癬、アフタ性口内炎

その他：クローン病、Behcet病、間質性肺炎、ネフローゼ症候群など

副腎皮質ステロイド服用患者

代表的な薬剤：プレドニゾロン

薬理作用 ：抗アレルギー作用、抗炎症作用、免疫抑制作用

副腎皮質ステロイド薬の副作用とその対策

ステロイド性糖尿病

ステロイド性高血圧

ステロイド性骨粗鬆症

免疫抑制・易感染

消化管潰瘍

耐ストレスの低下

抗菌薬の予防投与

血圧のモニタリング

薬剤関連顎骨壊死への配慮

日和見感染：カンジダ、ヘルペス

NSAIDsの使用

ステロイドカバー（主治医に照会）

予防吸入薬（コントローラー）

診断：口腔カンジダ症（ステロイド吸入薬による）

気管支喘息の治療薬

一般名 商品名

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル キュバール

フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド

ブデソニド パルミコート

シクレソニド オルベスコ

モメタゾンフランカルボン酸エステル アズマネックス

フルチカゾンフランカルボン酸エステル アニュイティ

75歳男性 主訴：口蓋の灼熱感

80歳 男性 前立腺癌で治療中
抗がん薬ドセタキセル投薬中に
発症

診断：口腔カンジダ症（薬物による免疫低下で発症）

50歳 女性 腎移植を施行
副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬
を投薬中に発症
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口腔カンジダ症の原因

 172名(約80%)が何らかの全身的なリスク因子を有する
 局所的リスク因子を有する割合が多い（義歯使用や口腔乾燥）

口腔カンジダ症218例（東京歯科大学市川総合病院 2019～2020年）

肥厚性カンジダ症
※一部ががん化

紅斑性/萎縮性/義
歯性カンジダ症

様々なタイプの口腔カンジダ症

アムホテリシンB
（ファンギゾンシロップ® ）

ミコナゾールゲル剤
（フロリードゲル経口用 2%®）

イトラコナゾール内用液
（イトリゾール内用液 1%®）

内 服
1日1回20mLを空腹時（食前）に内服
※推奨：長く含んだのちに内服

⇒直接作用と全身作用が期待

塗 布
1日4回10～20gを口腔内に塗布
義歯性カンジダ症では義歯内面
に塗布

うがい
1回1～2mlをできるだけ長く（5分間）
口に含んだ後飲み込む
含嗽法
1回1～2mlをできるだけ長く含嗽

口腔カンジダ症の治療薬
ミコナゾール付着錠 （オラビ錠口腔用 50㎎®）

 口腔粘膜に長時間付着することによりミコナゾール

の持続放出ができるよう製剤設計

 1日1回の使用、投与期間は14日間

コンプライアンス向上が期待できる

 1回1錠（ミコナゾールとして50mg）を1日1回

 上顎歯肉（犬歯窩）に付着

使用法

口腔粘膜付着型抗真菌薬の登場

89歳女性 気管支喘息 ステロイド吸入薬を内服中

ミコナゾール付着錠 使用例
14日間使用 要介護高齢者の口腔カンジダ症に有効

89歳男性 アルツハイマー型認知症 83歳男性 血管性認知症
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常在微生物であるカンジダ菌

カンジダは菌糸型で病原性を発揮

→ 病原カンジダは菌糸型であり粘膜に強固に付着

酵母型 菌糸型

引き続きの口腔管理

がん患者の口腔内

近年がんと共存しながら生活を送る
ヒトが増えている

国立がん研究センターがん情報サービス2019年

罹患順位 死亡順位

1位 2位 3位 4位 5位

総数 大腸 肺 胃 乳房 前立腺

男性 前立腺 大腸 胃 肺 肝臓

女性 乳房 大腸 肺 胃 子宮

1位 2位 3位 4位 5位

総数 肺 大腸 胃 膵臓 肝臓

男性 肺 胃 大腸 膵臓 肝臓

女性 大腸 肺 膵臓 乳房 胃

2019年に新たに診断されたヒト 999,075人

2020年にがんで死亡したヒト 378,385人

骨転移をおこす代表的ながん：乳がん 前立腺がん 肺がん

骨転移の治療薬：ゾレドロン酸塩酸塩とデノスマブ → 顎骨壊死

骨吸収抑制薬（BMA)

高用量BMA 低用量BMA

代表的疾患 がんの骨転移 骨粗鬆症

代表的な薬剤
ゾレドロネート
デノスマブ

エチドロネート
アレンドロネート
リセドロネート
ミノドロネート
イバンドロネート
ゾレドロネート
デノスマブ

投与経路 注射 経口・注射

顎骨壊死のリスク 高い 低い

休薬の可否 否 否

• 抜歯前の休薬は推奨していない。

• 抜歯を避けることで、根尖性歯周炎などの顎骨内感染を放

置しておくことがむしろMRONJ発症の引き金になっているこ

とが報告されている。

• 近年、MRONJ発症後の外科的治療の成績も向上している。

2022年米国口腔外科学会ポジションペーパー
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所見：舌の灼熱感と平滑舌を認める

基礎疾患：7年前に胃がんで胃全摘

72歳 男性 主訴：味覚障害

診断：胃切除後貧血による委縮性舌炎

胃切除によりビタミンB12や鉄の吸収が

障害される

慢性の貧血により舌粘膜が萎縮する

血液検査：赤血球数 280万/uL

Hb 8.6g/dL

主細胞 ペプシノーゲン

壁細胞 胃酸・内因子（ビタミンB12の吸収）

副細胞 粘 液

胃切除後貧血

 胃癌などで胃切除した場合に生じる

数年後に発症

 胃酸の分泌低下により鉄吸収障害

が発生 → 鉄欠乏性貧血

 胃壁の欠乏によりビタミンＢ12吸収

障害が発生 → 巨赤芽球性貧血

 貧血による舌乳頭の萎縮

内科主治医に相談

舌乳頭の萎縮（萎縮性舌炎）

主な原因：貧血・シェーグレン症候群・糖尿病

76歳女性 糖尿病80歳女性 シェーグレン症候群

胃がん
 5大がんの1つ（近年はピロリ菌の検査と除菌により減少）
 根治切除を行ったStage II/IIIの胃がん患者は術後補助化学療法

抗がん剤（ティーエスワン®）1年間投与を推奨
胃癌治療ガイドライン（日本胃癌学会）

ティーエスワン（テガフール, ギメラシル, オテラシルカリウム） → 殺細胞性抗がん薬

AYA世代（Adolescent and Young Adult）

小児に多い「がん」

成人に多い「がん」

胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がんなど

白血病、悪性リンパ腫、
脳腫瘍、骨軟部肉腫など

• 15歳から39歳のがん患者

• 年間約２万人が新たにがんの診断を受ける

• 中学生から社会人、子育て世代とライフステージが大きく変

化する年代であり、患者さん一人ひとりのニーズに合わせた

支援が必要

0歳 15歳 39歳

小 児 AYA             成 人

再発・転移乳がんのがん化学療法

HER2陰性
エストロジェン陰性
殺細胞性抗がん薬
・ドキソルビシン
・エピビルシン
・シクロフォスファミド
・カペシタペン
・ドセタキセル
・パクリタキセル

HER2陽性
分子標的薬
・トラツヅマブ
・エベロリムスなど

エストロジェン陽性
ホルモン療法薬
・エキセメスタン
・タミキシフェン
・フルベストラントなど

個別化治療（がんのバイオマーカー）
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殺細胞性抗がん薬と分子標的薬

従来の抗がん薬（殺細胞性抗がん薬）：全ての細胞に作用

→ 正常組織にも副作用（すべての抗がん薬が口腔粘膜炎を発症）

分子標的薬：がん細胞に選択的に作用

→ 薬剤ごとの独特な副作用（一部の薬剤が口腔粘膜炎を発症）

乳がん患者
分子標的薬（エベロリムス：アフィニトール）

胃がん患者
殺細胞性抗がん薬（テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム：TS-1）

在宅で投与を受けている代表的な抗癌剤

口腔粘膜炎をおこしやすい経口抗がん剤

診断：エベロリムスによる口腔粘膜炎（主治医に相談）

61歳 女性
再発乳がんに対する治療

43歳 男性
腎移植後の免疫抑制剤として服用

エベロリムス（mTOR阻害薬） 血液疾患の治療

白血病患者

移植前処置
放射線治療（全身照射）
大量抗がん剤治療

白血病細胞

正常な血液細胞
（ドナーの白血球）

健常者（ドナー）

骨髄移植

移植後

造血幹細胞移植

ドナー由来の正常
な血液細胞

白血病細胞
（白血球）
をゼロに

76歳 男性
主訴：口の中が荒れている
61歳のときに悪性リンパ腫の診断下に造血幹細胞移植を施行

診断：慢性GVHDによる口腔扁平苔癬様病変 ※約3％ががん化

 口腔粘膜のびらん、潰瘍

 口腔乾燥症

 口腔扁平苔癬様病変

慢性化 → 長期にわたる口腔管理が必要

慢性ＧＶＨＤの口腔内所見
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ウィルス性疾患

診断：ヘルペス性歯肉口内炎（単純ヘルペス）

ウィルス性口内炎

血液検査で抗Cytomegalovirusウイルス抗体が陽性
診断：ウイルス性口内炎（CMV感染症）

70歳 女性
主 訴 ：疼痛による摂食障害
基礎疾患：慢性関節リウマチで人工関節置換術を施行

血液検査で抗Epstein-Barrウイルス抗体が陽性
診断：ウイルス性口内炎(EBV感染症)

91歳 男性
主 訴 ：下唇の疼痛
基礎疾患：間質性肺炎、頭位めまい

口腔粘膜に影響を及ぼす細菌やウィルス

は無数

例：梅毒や結核→口腔潰瘍

HIV→口腔カンジダ症、白板症、

カポジ肉腫

C型肝炎→扁平苔癬

麻疹→コプリック斑

要介護高齢者
麻 痺 嚥下障害

禁 食
セルフケア

困難

口腔乾燥
カンジダ症

褥瘡性潰瘍
脳卒中発症後の口腔内

脳卒中患者
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認知症患者

82歳女性 アルツハイマー型認知症（要介護5）

 車いすで介護職員とともに来院

 不顕性誤嚥を認める

 微熱を繰り返し、かかりつけ医からう蝕

が原因による誤嚥性肺炎と診断、抜歯

を勧められる

 日中はほとんどベッド上で過ごしている

が栄養状態は概ね良好

 他の基礎疾患は認めない。

全身麻酔下での抜歯

74歳 男性
主 訴： 左側頬部の疼痛
基礎疾患：Parkinson病（在宅で看護を受けている）

診断：褥瘡性潰瘍

オーラルディスキネジアに

伴う誤咬（抗Parkinson病

薬：抗コリン薬）の副作用

褥瘡性潰瘍

 要介護の現場で増加している褥瘡性潰瘍（患者の訴えが少ない）
 一方で要介護者の口腔がん発症が問題になっている
 診断のポイントは「硬結がない」こと
 刺激を除去することで速やかに治癒

口腔癌

舌 癌 歯肉癌

口腔癌と褥瘡性潰瘍の見分け方

視診と触診が重要

がんがん

硬結
堤防状
隆起

がんを疑った場合は触診することが大事

細胞採取

固定

スライド転写

検査室へ提出，
もしくは送付

この時に微小出血を確認

Pap染色

準 備

結果の確認

NILM：陰性

LSIL：要生検

HSIL：要生検（がんの疑い高）

SCC：要生検（口腔がん）

歯科医師が行う細胞診



12

• 十分な問診による既往歴の把握

• 主治医へ対診し十分な医療情報を収集

• 処方薬の歯科処置への影響を考慮

• 処方薬の変更など歯科と医科の連携

• リスクマを考慮した歯科治療計画

• 家族や療養環境を考慮した歯科治療計画

• 余命を考慮した治療計画

• 非侵襲的方法を優先した歯科治療計画

全身疾患を有する患者への対応
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