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ABSTRACT

HIV ( Human immunodeficiency virus) infection turns chronic disease because of the

progress of HAART (highly active antiretroviral therapy). The necessity of dental treat-

merits for HIV/AIDS patients increases still more. The subject of this survey is the HIV/-

AIDS patients on the department of internal medicine I in Ryukyu university hospital that

is one of the mam hospitals for HIV/AIDS treatments in Okinawa. We were able to receive

the replies from 14 patients within 30 patients we could have obtained informed consents.

In result, 40% patients have ever had dental treatment without informing to be infected

HIV. The cause would be the experience that they had ever been refused to take treatments

and discriminated by dentist and other staffs. Therefore, this results would suggest that

the prejudice and incomplete standard precortions by dentists would be associated with

dental treatment without informing to be infected HIV. Moreover, many patients request

the convenience that is short visiting time and long business hours and so on. This result

would propose that the patient s needs turn to diverse requests. We should produce the

system that is alloted a part to each facilities to respond to the diverse requests. Ryukyu
Med. J., 27( 1,2) 41-　　2008
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緒　言

かつて不治の病とされたHIV感染症は,多剤併用療

汰(HAART: highly active antiretroviral therapy)

が大きな進歩を遂げ,ウイルスの増殖とCD4陽性リン

パ球の破壊を抑制することにより, AIDSによる死亡者

数は著しく減少し,慢性疾患の一つに位置づけられるよ

うになった1).っまり, HIV感染者は服薬を維持する

ことで,永く日常生活を送ることが可能になった.それ

により,齢蝕や歯周疾患の治療を必要とする20歳代か
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ら30歳代のHIV感染患者の割合が急増しており2),わ

れわれによる歯科治療のニーズは今後さらに増加するこ

とが予想される.これは沖縄県においても例外ではなく,

ここ数年でHIV感染患者は急速な増加傾向にあり,

2005年には人口比で, HIV感染/AIDS患者は九州-と

なった. 2005年10月現在の届出総数は82人であり前年

と比して15人の増加が見られる(Fig. 1).実際は検
査を受けずに潜在しているHIV感染者も多数存在する

ことが予想される.事実,当科におけるHIV感染/

AIDS患者の受診者数は毎年増加している(Fig. 2 ).
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Fig. 1 Report numerical annual transition of HIV/AIDS in Okinawa.
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Fig. 2　Report numerical annual transition of the department of Internal medicine I and Oral

surgery in Ryukyu university hospital.

このような背景から当科ではこれまで市民公開講座をは

じめとする様々な広報活動を行っており,その中でも2004

年に甲元ら3)が実施した沖縄県歯科医師会会員を対象と

した, HIV感染/AIDS患者の歯科治療に対する意識調
査から,歯科医師の認識不足,偏見や感染対策,あるい

はスタッフの教育を含めたプライバシーの保護に関して,

十分とは言えない現状であることを認識することができた.

その結果をふまえ,次に,歯科医療を提供される患者側

の意見を聴取することによって現況をさらに理解し,これ

がHIV感染/AIDS患者の歯科医療の発展の一助になる

と考え,アンケート調査を行った.

対象・方法

対象は,沖縄県における拠点病院の一つである琉球大

学医学部附属病院第一内科外来通院中のHIV感染

/AIDS患者とした.アンケートの配布および回収は患

者のプライバシーを第一に考慮し,アンケート用紙を内

科主治医よりインフォームドコンセントが得られた患者

のみに直接手渡しする方法を採用した.これにより,受

け取ったアンケートを患者自身で回答したのち,アンケー

トと共に配布した当科宛の封筒に入れ,郵送して頂いた.

その結果, 30名にアンケートを配布し,そのうち14名

から回答を得ることができ,回収率は46.'であった.

調査期間は平成17年10月より12月末日で,アンケー

トは当科にて作成し, 「歯科治療に関する現状調査」と

題し,当院倫理委員会にて承認された.内容は歯科医院

を受診する際に感染を申告したかという事項や,実際に

通院したいと思う歯科医院について等,現実問題に直結

した質問を採用した(Appendix. 1 ).
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歯科治療に関する現状調査

アンケートをお願いするにあたって(目的)

歯科における2大疾患は虫歯と歯周病であり、これらは予防が可能なものです。

また感染者では口の中に感染に関連した症状が出ることがあります。より良い口腔環境

で生活していただくためには、患者さんと歯科医療従事者との関係が、良好でなければな

らないと思っています。そこで、 HIVに感染されておられる患者さんにおける歯科診療の

現状を正確に知るために患者さんの側からも情報を収集させていただくことになりました

現状をよりよく向上させるために、問題点を検索したいと考えています。ご協力をよろし

くお願いいたします。

1 )歯科受診についてお伺いします。

・受診を断られたことがある　　　　　　　　　　　　はい　いいえ

・歯科医院で不愉快な思いをしたことがある　　　　はい　いいえ

・差別・区別をされたと思うことがある　　　　　　　はい　いいえ

・他の患者さんと変わりなく診療を受けている　　　はい　いいえ

その他差別や区別についてのご意見をお願いいたします

(

2- 1)現在または過去に歯科に通院した方にお聞きします。

(通院されていない方は、 2-2) -)

・現在の対応に満足している　　　　　　　　　　　　はい　いいえ

・受診時間帯に制限がある　　　　　　　　　　　　　はい　いいえ

どちらともいえない

どちらともいえない

どちらともいえない

どちらともいえない

どちらともいえない

どちらともいえない

・紹介された場合その紹介者はどなたですか?

1、現在かかっている内科の先生　　2、同じ疾患の患者さん　3、患者さんの支援組織

4、その他(できれば上記のような具体的な名称を:　　　　　　　　　　　　　　　　)

・歯科の感染防御を見てやりすぎだと思うことがある　　　はい　いいえ　　どちらともいえない

・感染防御が行き届いているほうだと思う　　　　　　　　　はい　いいえ　　どちらともいえない

・スタッフの教育が行き届いているほうだと思う　　　　　はい　いいえ　　どちらともいえない

2 - 2)現在歯科に受診されていない方にお尋ねします。

1、かかりたい歯科医を知らないから

2、感染に対して知識ある歯科医にかかりたく検索中であるから

3、今までかかっていた歯科医院に拒否されたから

4、現在かかる必要性を感じていないから

3)歯科の受診(特に初診時)の際の歯科医師との話し合いについてお尋ねします。

・感染を伝えた方が自分にとって利益があると思う　　　　はい　いいえ　　どちらともいえない

・歯科治療と感染の状態とは関係ないと思う　　　　　　　　はい　いいえ　　どちらともいえない



44 沖縄県でのHIV患者の歯科に対する意識

4)口の中の症状についてお尋ねします。

・抗ウイルス剤を服用してから歯がよくしみるようになった(特に冷たい水)

はい　いいえ　　どちらともいえない

・口や口の周りにカンジダ(白い苔状のもの)や口内炎などの症状がでたことがある

はい　いいえ　　どちらともいえない

ある場合、説明できれば具体的に説明ください

I.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

・歯科医は患者さんの口の中に口内炎やカンジダ等を発見したときにH I V抗体検査を勧める場合が

あります。これに対してどう考えますか?

1、早期発見のためによい　　　　　2、歯科医でも陽性の場合のフォローができればよい

3、受ける動機付けに欠ける　　　　4、こういった症状に関わらず検査はすべきだ

・口の中の症状がHIV感染を疑うきっかけとなったことがありましたか?

はい　いいえ　　どちらともいえない

5)過去5年以内に歯科受診がありましたか

1、あった　　　　　　2、なかった

今後、もしも歯科受診が必要になったらどの歯科を受診したいですか(複数回答可)

1、 HIV主治医のいる病院

3、それまで受診していた歯科

実際に受診した歯科は? (複数回答可)

1、 HI V主治医のいる病院

3、それまで受診していた歯科

2、主治医からの紹介の歯科

4、初めて受診する歯科医

2、主治医からの紹介の歯科

4、初めて受診する歯科医

H I V感染について、その歯科に知らせましたか?

1、知らせた　　　　　　　2、知らせていない

歯科受診する場合に以下のどの項目を重視しますか(複数回答可)

1.自宅から通院時間が短い

3、内科受診日と同じ日にちの受診

5、土曜に受診可能

7、 HIVに偏見のない歯科

9、感染対策がしっかりしている歯科

2、プライバシーのため自宅から離れた医院

4、平日夕方以降に受診できる

6、プライバシー保護に留意してくれる歯科

8、 H I V感染者の診療経験が豊富な歯科

ご協力ありがとうございました

Appendix.1 Contents of the questionnaire.
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1受診を断られたことがある(質問)
1

2　歯科医院で不愉快な
思いをしたことがある　　　　　2

3　差別・区別をされたと
思うことがある

4　他の患者さんと変わりなく　　4
診療を受けている

-
1 Y :3

Y N ニ9

Y N ニ9

Y N :8

- N こ2

Y こ2「 「 】

L I N :3

-

Y こ2, n

∫ N こ4

Y N こ6

′】Y こ3

10　(人)

(n-14,質問4のみ12)　　　　　　　(Y:はい　YN=どちらともいえない　N=いいk)

Fig. 3　Resultl (Questionl)　　Reaction to HIV/AIDS patients in dental clinics.

行く必要性を

感じていない

Fig. 4　Result3 (Question2-2)

Reason why HIV/AIDS patients ll not go to dental clinics.

糸I: III

1 )受診した歯科医院の対応

歯科医院を受診した際の対応に関して,受診拒否は14

名中3名,不愉快な思いをしたことがあるが14名中2

名,差別などの偏見や区別を経験したものは, 14名中

2名であった.一方で,他の患者さんと変わりなく診療

を受けていますか,という実際の治療に対する問いに関

しては, 「はい」が12名中3名, 「いいえ」が6名, 「ど

ちらともいえない」が3名であった(Fig. 3).
2 )受診した歯科医院の印象

歯科医院を受診した経験があるもののうち,その印象

に対しては,現在の対応に満足しているとしたものは6

名中2名であった.一方で,受診時間帯に制限があると

したものは2名であった.感染防御に関しては,過剰な

対応であると答えたものは1名であったのに対して,過

当であるとしたものは3名であった.また,感染対策が

行き届いているという印象を持ったものは3名であった.

歯科医院のスタッフ教育に関しての印象では,十分だと

考えているものは1名であった.

3 )歯科医院を受診しない理由

歯科医院を受診していないものに対して,その理由を
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尋ねたところ,現在かかる必要性を感じていないからと

答えたものが全回答数11のうち6名でもっとも多かっ

た.その他,かかりたい歯科医院を知らないからと答え

たものは2名,感染に対して知識ある歯科医にかかりた

く検索中であるからと答えたものは2名であった.一方

で,今までかかっていた歯科医院からの受診拒否を理由

としたものは1名であった(Fig. 4).
4 )歯科医に感染者であると申告する必要性について

初めて受診する,あるいは通院している歯科医院にお

いて, HIV感染の事実を伝えることが自分の利益になる

かという問いに対して, 「はい」と答えたものは14名中7

名でもっとも多く, 「いいえ」が4名, 「どちらともいえ

ない」が3名であった.また,歯科治療と感染の状態は

関係あると考えているものが14名中6名ともっとも多く,

関係ないと考えている,あるいはどちらともいえないと考

えているものが,それぞれ4名であった(Fig. 5).

5)口腔内の症状について

口の中の症状についての問いの中で, 「口や口の周り

にカンジダ症や口内炎などの症状がでたことがあります

か」という問いに対して, 「はい」,は14名中5名,

「いいえ」と答えたものは9名であった.その中で,具

体的な症状についての回答としては, 「病気を知る前に
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Y　はい

N　いいえ
Yトこ　どちらともいえない

(n=14)

1　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　(質問)

1　感染を伝えた方が自分にとって利益があると思う
2　歯科治療と感染の状態とは関係ないと思う

Fig. 5　Result4(Question3)

Necessity that HIV/AIDS patients notify the dentist of their health.

1　今後、もしも歯科受診が必要になったらどの歯科を受診したいですか(複数回答可)

H I V主ぎ台医のいる病院

2　主治医からの紹介の歯科

3　それまで受診していた歯科

4　初めて受診する歯科医

一〇 〇 題 ○ ○ " ○ ○ 題 " 喜 題 ■

13

7

3

1

(nこ14)　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　15 (人)

2　実際に受診した歯科は? (複数回答可)

HI V主治医のいる病院

2　主治医からの紹介の歯科

3　それまで受診していた歯科

4　初めて受診する歯科医

(nこ6)　O

Fig. 6　Result6 (Question5-1.2)

長期にわたり口の両側が裂け白くなった」, 「以前入院中口

内炎・カンジダ症の症状があった」というものもあった.

口腔内の症状が感染を疑うきっかけになる可能性があ

ることから,歯科医がこれを発見した場合にHIV抗体

検査を勧めることに対して尋ねたところ,早期発見のた

めによいとしたものは14名中9名,勧めた結果,陽性

であった場合に適切な内科医を紹介するといった,フォ

ローができればよいとしたものは4名であった.

一方で患者自身が口腔内の症状がHIV感染を疑うきっ

かけとなったことがあるとしたものは12名中2名,ない

としたものは9名,どちらともいえないが1名であった.

6 )歯科医院の選択基準

過去5年以内での歯科受診の有無をたずねたところ,

受診したことがあるものは14名中6名,受診したこと

がないものは8名であった.

今後、歯科受診が必要になった際にどのような歯科医

1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　(人)

Criteria to choice the dental clime.

院を受診するかという問いに対して, 14人による全24
の回答数のうち, HIV主治医のいる病院が13名,主治

医から紹介される病院歯科が7名であった.受診する際

に,通院時間や,業務時間にある程度の不便さが予想さ
れるが,内科との連携が可能な場所でのニーズを認めた.
次にそれまで受診していた歯科は3名,初めて受診す

る歯科は1名であった. (Fig. 6-1).
一方,実際に受診した歯科医院における質問では全13

の回答数のうち,内科との連携が可能である, HIV主
治医のいる病院を受診したものが4名,主治医から紹介

された歯科が4名であった.一方で,それまで受診して

いた歯科が2名,初めて受診する歯科が3名であった.

(Fig. 6-2).

7)無申告受診について

歯科医院受診の際にHIV感染の事実を知らせたかにつ

いてたずねたところ,知らせたものは5名による回答のう
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ち3名,知らせなかったものは2名という結果であった.

8 )歯科医院に求める事項について

歯科医院選択の基準としては, 14人による全回答数28

のうち「HIV感染の診療経験が豊富な歯科医」が6名

と最も多く,次いで「偏見がない歯科医」が5名, 「感

染対策がしっかりしている歯科医」が5名, 「プライバ

シー保護に留意してくれる歯科医」が4名という結果で

閤Bfi3

その他に, 「平日夕方以降あるいは土曜日に受診できる」

が2名, 「自宅から通院時間が短い」が2名であり,受診

の利便性のニヤズがあることが示唆された.

考　察

1)アンケート-の参加

今回のアンケート回収率は46.'と十分な数とは言え

なかった.その原因としては,アンケートに関して最大

限プライバシー保護に留意するよう努めたが,回答者側

にとってはこれが不十分と捉えたことが考えられた.さ

らに,歯科医院を受診した経験のなかで生じた,受診拒

否や歯科医の知識不足を目の当たりにしたことによって

生じた不信感も考えられた.一方で,歯科治療の必要性

が現在までなかったものに関しては,歯科に対する無関

心さというのも考えられた.これら多様な原因が考えら

れたが,今回のアンケートの趣旨である現状を知ること

には,患者側の積極的な参加が非常に重要であるため,

多くの患者に参加してもらえるようにすることは今後の

検討課題となった.

2 ) HIV感染の無申告受診

HIV感染患者の治療をおこなう以前に感染の事実を

歯科医師に対して申告するか否かは, HIVに感染して

いることが発覚していない潜在的なHIV感染者が多数

存在することと共に,大きな問題として挙げられる.覗

在は歯科医師サイドでは,患者全員を感染者として扱う

スタンダードプリコーションの概念が広く問われている

が,甲元ら3)によれば,コスト,プライバシー,認識

や教育,内科主治医との連携不足の面が妨げとなり一般

的とは言えない状況である.

実際,今回のアンケートにおいて無申告受診は5名中

2名に及んだ.これは,受診拒否や差別・区別を受けた

経験があるものが存在していることから,社会的,ある

いは患者の感情的な問題から無申告受診につながってい

ると考えられ,富永ら4),巣山5),の報告とほぼ一致し

ていると考えられた.また,後述する受診する理想的な

歯科医院を考えた場合,感染の事実を伝えることによっ

て生じる制限から開放され,利便性を追求する者が認め

ることもこれに関係すると考えられた.また,今回おこ

なったアンケートは当院第一内科通院中のHIV感染/A

IDS患者であり,その大多数は歯科治療が必要になっ

た際は内科主治医より紹介された当科を受診する.加え
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て,高木ら6)は内科主治医の管理下にある病院歯科では

全員が申告した上で歯科治療を受けているのに対して,

開業歯科では全員が無申告受診であったと報告した.こ

れらから,無申告受診は大学・病院歯科以外の開業歯科

に多いことが示唆された.

3)理想とする歯科医院

HIV感染/AIDS患者が歯科医院を受診することになっ

た場合に,どういった歯科医院を理想とするかに関して

様々な意見を聞くことができた.その中でも多くが感染

の事実を歯科医に告げた上で理解され,その上でおこな

われる診療と考えられるような, HIV感染者の診療経

験が豊富,偏見がない,感染対策がしっかりしている,

プライバシー保護に留意といった項目を重要視するもの

が多かった.すなわち現在は、 HIVに認識が高いとさ

れる大学・病院歯科にそのニーズが高いことが示唆され

る.一方で, 「通院時間が短い」, 「平日夕方以降,土曜

日に受診が可能」といった利便性-のニーズも認められ

た.中野ら7)は,患者が外部歯科医療機関を紹介される

際に利便性を求める一方でプライバシーに不安を持って

いると報告した.これらから, HIV感染者が制限なく

受診することができるような歯科診療体系の必要性が高

まっていると考えられた.

4)口腔内の症状

口の中の症状の質問項目で,口や口の周りにカンジダ

症や口内炎などの症状がでたことがありますかという問

いに対して,はいと答えたものは14名中5名であった.口

腔カンジダ症はHIV感染関連で最も発症頻度が高い口

腔病変とされ,免疫機能低下が比較的軽度な時期より発

症すると言われる8).早期発見が早期治療と二次感染防

止に寄与することを考慮すると,今後,口腔と日々深い

関わりをもつ歯科医師として, HIV感染/AIDS患者に
起こりうる口腔症状に関する十分な知識が必要とされる.

品　Ill旨

可及的すみやかに現在の大学・病院歯科・開業歯科間

でのそれぞれの役割を明瞭化し, HIV感染/AIDS患者

の歯科治療の多様な需要に対応することができるような

体制を整備する必要性が示唆された.
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