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沖縄県におけるHIV/AIDS患者の歯科治療に対する歯科医師の意識調査

甲元文子,砂川　元,新垣敬一
仲宗根敏幸,上田剛生,比嘉　努

牧志祥子,山口ゆかり

琉球大学医学部高次機能医科学講座顎顔面口腔機能再建学分野

(2005年8月24日受付, 2005年10月20日受理)

A clinical study on attitude, behavior and knowledge regarding dental
treatment of patients with HIV infection and AIDS
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Syoko Makishi and Yukari Yamaguchi
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ABSTRACT

The number of human immunodeficiency virus (HIV) cases has markedly increased in
Japan recently, increasing the likelihood that general dentists will see HIV infected pa-
tients. To understand more about dental care for patients showing symptoms of HIV in-
fection or AIDS, we sent questionnaires to 427 members of the Okinawa Dental Association,
of whom 100 responded. We found that many institutions do not have adequate meas-
ures in place to prevent or combat infection in general. We also found that dentists consider
infected patients to be troublesome and more costly. Knowing that a patient has HIV
created worry that staff and other patients may become infected. Dentists and other dental
staff have a strong fear of and are prejudice against HIV infected patients. Therefore,
dentists and dental staff ought to learn more about the symptoms of HIV, and should
take standard precautions against possible infection. Ryukyu Med. J., 24(2) 79-85, 2005
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緒　言

わが国におけるヒト免疫不全ウイルス(HIV: human

immunodeficiency virus)感染症および後天性免疫不

全症候群(AIDS: acquired immunodeficiency syn-

drome)患者は年々増加し,沖縄県においても2000年頃

より急激が曽カロ傾向が認められており,社会問題となり

つつある(Fig.1).また,近年多剤併用療法(HARRT:

highly active antiretroviral therapy)一等の治療法
の進歩によりHIV感染症は慢性疾患の1つとして位置

づけられるようにもなっている.そのため,長期間の生

存が可能となり,一般的な歯科治療のニーズも増加する

傾向と考えられる.しかし,実際は,郎蝕や歯周疾患と

口腔衛生管理,院内感染予防,医療体制の構築,感染に
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関連する口腔病変の診断・治療,抗HIV薬と歯科治療
で使われる薬物との括抗作用等多くの問題があり,歯科

治療への対応が十分にできているとは言えない.また一
般の歯科診療所ではHIV感染症患者の診療を拒否する

ケース2)もありHIV感染者に対する理解が少ないのも
現状である.そこで,沖縄県歯科医師会会員を対象にし,
HIVをはじめとする感染症患者に対する歯科治療に関

してアンケートを行い, HIV感染症患者の歯科治療に
対する意識および現在の診療の妨げとなっているものは

何かを明らかにすることを目的に検討を行った.

対象および方法

沖縄県歯科医師会会員427名にアンケート用紙(新潟



80 沖縄県におけるHIV/AIDS患者の歯科治療に対する歯科医師の意識調査

Table I Questionnaire contents

感染対策についてのアンケート

1.歯科医師の診療形態について

AIS]:果断　B病院l朋斗　Cその他

2.診療経験年数(　年)

3.以下の着用・実施について

(1)盲か酔いのゴーグル.眼鏡の使用について

A/Tでての処正''.に使用　B約1(11的処臣のみに使用　C便朋していないI)その他

(訂治療中の手袋の着用について

A{1号ての処柑二mm b糾血的処挺のみに任用　C使用していない　Dその他

rj〕上記(t)でA.Bと答えた方のみ治療中の手袋の交換回数について教えてくだ

さい。

A思昔ごとに交換　I-"=HにI的交換　C 1 L」に1回交換　D汚染したら交換

し如台療中のマスクの交換について
A思者ことに交換　B半日に1M交換　Cl Rに1回交換　D汚染したら交換

(、亘)治療中の治療着(白衣等)の着用について

A思者ごとに交接　B-、l'・l」に1回交換　C l口に1回交換　D汚染したら交換

(6)ハンドピ-スについて

A患者ごとに交換　B半口に1回交換　Cl日に1回交換　D汚染したら交接

'J)ユニットの清掃について

A思許ごとにiijft B-'IHIに1回　C 1 Pに1回　D汚染したら清掃

ョgff具の消毒・滅菌について(複数回答可)

Aオ-トクレーープを使ra b-s…液汁i市　CSS沸消毒　Dその他

4.院内感染対策はどのように行っているか教えてください。

A　判明している感染症に対して娘染症別の対策を行っている,3

B　すべての血液・体液が何らかの病棟体を持っている可能性があることを前提に対策

を行っている

C　その他

5.院内感染対策を行ううえで責院の妨Lllになっている要因を教えてください(複

数回答可)0

Cすべての処置を病院揃l科に依頼する

D観山的処置以外の方法を選択して白院で盲f滅する　　Eその他

② HCV感染が判明している場合
A ;I:"芸~∴ Il''>蝣ニ:.　11川i::'lり　　∴Iここ!-UサiIい二:・I、ITl　二

Cすべての処置を病院尚科に依軌する

D緋血的処置以外の方法を選択してaisで榊かする　　Eその他

(卦HIV感染が判明している場合
AIl:'-1∴　　1二　　B.iJ蝣蝣:.1'蝣蝣ユほ.!' I二二:・:l;:'い"i:' '.蝣

し' ! -蝣二¥>UV''　:Mil∴I∴,-I-i :I

D観山的処置以外のmi三を選択して日院で治碑fする　　FCその他

④梅毒感染が判明している場合

A自院でffi頼する　I3純血的処FLはすw院揃1・Tに伏輸する

Cすべての処臣を柄院l'前科に依析する

!>;.;し∴1j処、1*1.蝣'.:'ト、 (_一　　　I∴ ."II I.ー>LI蝣''-'" !　　tI.二-、蝣'Il.∴

⑤MRSA感染が判明している場合

A自院で治療する　　f3純血的処FLLは柄院1*1朴に依析する

Cすべての処置を柄院歯科に依姉する

DJJ[.-..こi''蝣'!!iこMv"ト・ Jt, I、　1　∴ll二一.一　　　二　　:・二　、it.

8.感染症患者の治療を自院で診察する上の妨げとなるもの(複数回答可)

A診察経験　B設備が不上分　C疾柄の知叔不足　DSS8き対策の知識不足

ド　　　- ・I∴1-　トトL:卜「't;、ni　蝣、I.1ニii　<;-:.'蝣蝣　-蝣-一、

日プライバシーの保護が困難I他の患濱への,.川II Hその他

9.患者の感染症の情報について他の患者や院外へのプライバシーの保護と守梯

は可能ですか。

A[朋任Iう現状ではrBl難であるが、対;糾こよ-J¥は可fie ciり`稚　Dその他

10.院内感染対策についてのスタッフへの教育はどのようにおこなっていますか。

(複数回答可)

A特に行っていない　B就職時口Sllで指示　Cそのつど「innで指示

1!・ト.】蝣:,.., I-二　二-tl

¥-T一技Lの不仲さ　B設俳が不+分　C情報不足　D費用　Eスタッフ-の指導　　　　　11.院内感染対策や感染症についての情朝はどのような手段で得ていますか。

ド特別な悠頚と対策によるプライバシーの保護が困難　G必妥性を感じない　Hその他

6.既往歴の聴取について

^問mミ　ロ医師が山積間nを　C齢朴衛生二t:が問診　D盟者からの白己申告

E慨mしない　Fその他

7.感染症が事前に判明している方の診療について

(郭HBV感染が判明している場合

A自院で冶瞭する　　B純血的処選は病院#J科に依輸する

(複数回答可)

A特に得ていない　B文献・雑誌　C他のL萄科医に付.淡1)4那完歯科に相談

E医師に4珊淡　Fインターネット　Cl.講m-さ・セミナー　Hその他

12.今後院内感染対策や感染症についての情朝を得る方法や相談窓口もついての

ご希望、ご要望を教えてください。

13.今後医院単位で院内感染に関する話をする(無料)としたら希望されますかO

Designed by the Division of Oral and Maxillofacial Surgery,
Department of Oral Health Science, Course for Oral Life Science,

Nngata Graduate School of Medical and Dental Sciences

エイズ患者、 HIV感染者発生届出数(年次別　　　　　H16-9-30現在
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Fig. 1 Report numerical annual transition of HIV/AIDS in Okinawa
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Fig. 2　Type of job and years of experience of questionnaire respondents

Subject: Of the 427 members of the Okinawa Dental association, 100 responded

① Methods of disinfecting instruments
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② Wearing of goggles and gloves
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Fig. 3　Anti-infection measure in dental care

(Multiple answers were permitted)

大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野にて

作成したものを1部改正)を郵送し, 100名(23.4%)か

ら回答が得られた.調査期間は平成16年2月-4月とし

た(Table l　アンケートは歯科診療中のゴーグル・マ

スク・手袋・ハンドピース等の使用,院内感染対策に対す

る妨げ,感染症患者に対する歯科治療の現状・妨げとなる

もの,院内感染対策の教育の項目について調査した

緋I]I-

(1)施設別分類について

アンケートを郵送した沖縄県歯科医師会会員427名
(開業医97%,病院歯科2%)のうち回答を得た結果を施

設別に分類すると, 98%が開業医であり,病院歯科が1
%,その他が1%であった.また,経験年数は16年から
20年が最も多く,次いで11年～15年,逆に卒後1 -5年

以内および36-40年はそれぞれ2人であった(Fig, 2).

(2)現在の感染対策について

器具の滅菌方法に関してはオートクレーブによる滅菌

が94施設と最も多く,次いで薬液消毒が59施設であり,

酸性水等の併用を行っている医院もみられた.ゴーグル

の着用では52%が全ての処置時に着用し,観血的処置時

のみが24%であった.手袋の着用に関しては観血的処置

時のみ着用が53%と最も多く,すべての処置にて着用し

ているのは31%にとどまり,着用しないが8%みられた

(Fig. 3).手袋の交換回数は患者ごとが42%,次いで

汚染時に交換が31.5%であった.マスクの装用に関して

は1日に1回の交換が53.3%,次いで汚染時に交換が

36.2%であった.白衣は汚染時に交換が56%と最も多く,

次いで1日1回の交換が44%であった.ハンドピースの

清掃・交換回数に関しては, 1日に1回の交換が50%で

多く,患者ごとは14.2%であった.ユニットの清掃では

1日1回が45.4%と最も多く,次いで患者ごとが34.9%

であった(Fig. 4).院内感染対策は判明している感染
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Fig. 5　Dental treatment of patients with infectious diseases

症に対して感染症別に対策を行っていると答えたのは59

%,すべての患者が何らかの病原体を持っていることを前

提に対策を行っていると答えたのは36%であった.

(3)感染症患者の歯科治療について

B型肝炎(HBV: hepatitis B virus), C型肝炎

(HCV: hepatitis C virus)に関しての治療は自院にて

治療を行うとする意見がそれぞれ54%, 49%,病院歯科

への紹介が21%, 20%であるのに対し, HIVでは全て

の治療を病院歯科で行ってもらうという意見が67%と

最も多く,自院で治療すると回答したのは7%であった.

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA: methicillin-

resistant staphylococcus aureus)では53%,梅毒では

41%が病院歯科へという意見が最も多かった(Fig. 5).
院内感染対策の妨げとなっているものは何かという質

問では、設備不足と費用の問題が66%と黄も多く,つい

で処置の不便さが58%,プライバシーの保護が36%,ス

タッフの指導の問題が33%,情報不足が31%の順であっ

た(Fig. 6).

診察に対しての必要な取り組みに関しての質問では,
コスト面では感染対策費の補助,保険点数の見直しが挙
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Table 2　Necessary actions

Opinions obtained from the questionnaires Action

osts (力　Assistance with costs of anti-infection measures Reform insurance system

②　Areview of the insurancepoint scale

③　Group's purchase of apparatus

83

Cooperation Network to definitely and smoothly provide Keep open communication channels with

information on patients'illnesses and treatment a family doctor

courses

O Patient education should be thorough

O Need reports regarding previous hospital visits

and the illness Learn how to deal with needle prick

O Need to establish a system to smoothly deal with accidents

emergencies such as a needle prick accidents

Privacy Security in a private room is difficult to ensure Patients will be separated according to

the illness. A private room is not always

necessary.

Anti-infection We do not understand what are the best anti-infection Make a manual

measures measures

Lack of facilities

Expence

Inconvinience

Protection of privacy

Guidance of stuff

Lack of information

Others

Do not feel the need

Number of dentists

(Multiple answers were permitted)

Fig. 6　Disturbance of an anti-hospital infection measure

げられ,連携では事前の来院報告,病状報告の必要性　　(4) HIV感染症患者に対する歯科治療

針刺し等の事故時の対処に関する体制作りの必要性など　　　HIV感染症患者の治療受け入れ可能と答えた施設は

が挙げられた.またプライバシーの保護のための個室が　　　(6施設)であり, 94%が現状のままでは受け入れ

準備できないという意見も認められた(Table 2).　　　が困難という回答を得た.また,診療の妨げについての



84

Acceptance is

pos s ible

6 institutions

(6 %)

沖縄県におけるHIV/AIDS患者の歯科治療に対する歯科医師の意識調査

Izl血:tious aD由吋to staff

血叫。fin細ngt。鵬。舎監温

Inconveniqce ofpr甲良柑tioDS and cle姐uP

Inconvenience of examination

Anxi呼ofbang known by the other pati雌tS

Lack of knowledge of the ndIepad且Cdd印t

L乱ck of knowledge of hospital in触tioo

Lack of knowledge of sick

S蝕ft ann呼about being infected

Prot∝tion of privacy

Oth ers

20　　　　40　　　　60

Number of patients

Fig. 7 Interference with treatment of HIV infected patients

質問では,スタッフへの感染の不安が79%と最も多く,
院内感染対策費用不足が66%,他患者-の感染への不安
が65%,準備や片付けの手間が62%,他患者にHIV患

者の診療を行っていることを知られることへの不安が60

%,診察手技の不便さが60%の順であった(Fig. 7).

巧　・s>.く

HIV/AIDS患者に対するHARRT等の治療法の進

歩によりHIV/AIDSは慢性疾患の1つと位置づけられ

るようになった.さらに,近年若年者層のHIV感染症

患者の急増に伴い,感染者の歯科受診の機会も増加する

ことは周知である.そこで, HIV/AIDS患者をはじめ
とする感染症患者の歯科治療についての関心および治療

の妨げになる点を明らかにするためアンケートを行った.

しかし,今回のアンケートの回答率は23%と低く,沖縄

県のHIV感染症患者の歯科治療に対する関心はいまだ

薄く,未回答の歯科医師を含め実際の沖縄県全体の歯科

医師の院内感染対策に関する認識はさらに低いと考えら
れる.

感染症の申告があった患者の治療については,自院で

治療を行うのはHBVでは54%, HCVでは49%と約半

数みられるのに対し, HIVでは7%,梅毒では29%,

MRSAでは18%とかなり減少した結果となった.さら

に観血的処置は行わないが,非観血的な歯科処置であれ

ば行うのを併せると,肝炎は約75%認められるが, HIV

は19%にすぎない.これはそれぞれの疾病に対する認識

の差3)によるものと考えられる.その反面,日常の診療

では手袋等のデイスポ製品においても全症例に着用して

いるのはわずかに31%であり,また,ハンドピースの本

数も患者ごとに交換できる本数を揃えている施設はない

のが現状である.相沢ら4)が1993年に行った同様なアン

ケ-ト結果と比較してもかなりの低い値を示しており,

沖縄県の歯科治療に対する感染予防対策の実態が浮き彫

りとなった.今後,疾患に対する正しい知識を身につけ,

適切な感染予防対策を行えるよう研修会の実施5)などを

行うことによって,意識改革を行っていく必要があると

思われる.

増加しつつある性的接触によるHIV感染等では,感

染の事実を患者本人の知らないことが多く,知っていて

も申告しない患者もいることも事実である.そのため,

標準予防策(スタンダードプレコーション)の概念に基

づいた感染予防対策6)をしっかりと行うことが重要であ

る.

実際,感染予防対策を行うことの妨げとなるものは,

コスト面,プライバシー,認識および教育,連携の大き

く4つに分けられる.コスト面では現在の保険制度に関

わるため,現在の保険制度では感染対策費に経費をかけ

るのは困難という意見が多く認められた.今後,歯科医

師会での感染対策のための器具や衛生用晶の団体購入の

導入などの取り組み等の工夫も必要であると考えられる.

認識・教育の面では研修会への参加や院内でもスタッフ

間での勉強会等により,もっと正確な知識を持つことが

必要である.連携においては,拠点病院の内科主治医・

歯科主治医とスムーズな連絡・情報交換ができるための

ネットワーク作り7,8)の必要性が示唆された.さらに患

者の状態に合わせて,治療を病院歯科で行わなければな

らない処置と開業医で行える処置にレベル分けをするこ

とで共に患者を治療する体制作りを行い,開業医に診療

依頼する場合には,来院前に患者の詳しい病状説明が行

われ,来院時にはある程度の情報を持った上で診察が行

えるようにすることで,歯科医療従事者の診療での不安

を軽減することにもつながることが予想される.

HIV/AIDS患者の歯科治療の受け入れについての質
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間で可能と答えた施設は6施設と全体の6 %であった.

第16回日本エイズ学会での報告の中で, 1996年に東京都

で行われた受け入れの意向調査では6.2%が受け入れに

前向きであったが, 2001年に実際診療ネットワークの始

動時には0.59% (9120施設のうち54施設)であった.こ

のことを考慮すると,沖縄県において実際にネットワー

ク始動時はさらに減少することが予想される.このよう

な結果の背景には感染予防対策の費用等の不足のほかに,

他患者やスタッフへの感染の不安,他の患者にHIV/-
AIDS患者の診療をしていることを知られることへの不

安を妨げの要因として挙げる歯科医師がかなり多いこと

が考えられる.そのため,今後は一般へのHIV/AIDS

に対する社会的偏見を解消していくとともに,歯科医療

従事者に対しての十分なHIV/AIDSに関する知識と感

染予防,患者人権に対する教育・意識改革を行っていく

こと=o)が重要と考えられた.

結　語

今回われわれはHIVをはじめとする感染症患者に対

する歯科治療に関して歯科医師にアンケートを行い,そ

の結果をもとにHIV/AIDS患者の歯科治療に対する意
識および現在の診療の妨げとなる事象を明らかにするこ

と目的に検討を行い,その概要を報告した
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