
 

みえ歯ートネット協力歯科医院数（平成２４年９月２０日時点） 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郡市歯科医師会 現在 平成２３年度末 

桑 員 １４件 １４件 

四日市 ２３件 ２３件 

鈴 鹿 ９件 ９件 

亀 山 ３件 ３件 

津 １９件 １９件 

松阪地区 １３件 １３件 

伊勢地区 ２１件 ２１件 

志 摩 ５件 ５件 

尾 鷲 ２件 ２件 

南 紀 ５件 ５件 

伊 賀 １１件 １１件 

計 １２５件 １２５件 



紹介
年月日

紹介先
地域

紹介内容 障害名
紹介時
の年齢

紹介
年月日

紹介元
地域

紹介内容 障害名
紹介時
の年齢

0件 H24.6.6 津市 治療 不明 4・女

H24.7.5 津市 治療 認知症 98・女

年度別 総件数 紹介内容 H24.7.18 熊野市 治療
広汎性発達
障害

11・男

Ｈ22年度 5件
治療4件、
定期的ケア1件

H24.7.25 鳥羽市 治療 脳性麻痺 12・女

Ｈ23年度 1件
定期的ケア1
件

H24.8.2 亀山市 治療 不明 8・女

Ｈ24年度 0件 H24.8.9 伊勢市 治療 聴覚障害 5・男

年度別 総件数 紹介内容

Ｈ22年度 14件 治療14件

Ｈ23年度 21件 治療21件

Ｈ24年度 6件 治療6件

紹介
年月日

紹介先
地域

紹介内容 障害名
紹介時
の年齢

H24.4.18 三重大
全身麻酔下で
のう蝕治療

自閉症 13・男

H24.8.9 三重大
全身麻酔下で
の智歯抜歯

自閉症・重
度精神遅滞

20・男

年度別 総件数 紹介内容

Ｈ22年度
三重大へ
6件

全麻下　抜歯2
件、根治3件、Ｃ
処3件、精検1件

Ｈ23年度
三重大へ
1件

全麻下抜歯1
件

Ｈ24年度
三重大へ
2件

全麻下抜歯1
件、Ｃ処1件

知的障害3件、自閉症
1件、頚椎損傷1件、脳
障害1件

自閉症1件

障害

自閉症2件

障害

自閉症5件、精神障害3
件、ダウン症2件、肢体
不自由1件、筋ジス1件
自閉症3件、脳性麻痺3
件、知的障害2件、発達
障害2件、ダウン症1件
発達障害1件、脳性麻
痺1件、聴覚障害1件、
認知症1件

２、障害者歯科センター⇒病院歯科

障害

みえ歯ートネット活用状況

１、障害者歯科センター⇒他院 ３、他院⇒障害者歯科センター

肢体不自由2件、自閉
症1件、言語障害1件

自閉症1件



みえ歯ートネット事業における歯科保健指導実施要項 

 

１、目的 

みえ歯ートネット事業の一環で、歯科医師・歯科衛生士を施設・学校に派遣し、職

員・利用者・児童生徒・保護者を対象に、歯科保健に関する研修会、歯科保健指導、

歯科健診等を行うことにより、障がい児（者）の歯・口の健康を通したＱＯＬの向上

を目指す。 

 

２、事業の実施主体 

三重県、三重県歯科医師会 

 

３、事業の内容 

（１）実施項目 

  施設・学校及び対象者の状況に応じた実施方法、内容とする。 

ア 歯科保健研修会 

イ 歯科保健指導 

ウ 歯科健診 

（２）実施対象 

県内障がい児（者）福祉施設及び特別支援学校の職員・入所者・通所者・児童生徒・

保護者等 

  （３）事業の期間 

平成２４年１０月１日～平成２５年２月２８日までとする。 

 

４、事業の実施 

（１）申込み 

施設は三重県歯科医師会へ所定の様式で申込む。 

（２）実施 

ア 三重県歯科医師会は、実施者を選定し、実施日を決定の上、施設・学校へ報

告する。 

イ 実施内容等の詳細については、施設・学校と実施者が対象者の状況を考慮し、

相談の上決定する。 

（３）器材等 

三重県歯科医師会は、実施者からの要請を受け、必要器材、指導ツールを準備 

する。 

（４）実施費用 

三重県歯科医師会は、実施者への報酬を支払う。ただし、実施者が施設協力歯 

科医でありその契約業務内で行う場合、又は実施者が学校歯科医の場合は、そ 

の業務に含まれるものとし報酬は支払わない。 

 

５、実施者 

ア 歯科医師は原則として施設協力歯科医（学校歯科医）とし、不在の施設はみえ

歯ートネット協力歯科医より郡市歯科医師会長の推薦を受けて三重県歯科医師

会が決定した者とする。 

イ 歯科衛生士は、三重県歯科衛生士会より派遣された者とする。 



みえ歯ートネット事業における歯科保健指導 

 

１、平成２４年度の状況 

県内国立・公立・私立特別支援学校および、県ＨＰより障がい児が通所または入所する下記指定事業所を対象と

してモデル施設を公募した。 

1）県内国立・公立・私立特別支援学校；18校 

2）福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所施設・児童発達支援・放課後等デイ・保育所等訪問；37施設 

※事業所名 
【桑名市】桑名市療育センター、風の子びれっじ空 kuu 
【四日市市】障害児入所施設聖母の家/聖母の家放課後等デイサービス事業所、児童発達支援事業所四日市市

立あけぼの学園/四日市市立あけぼの学園 
【鈴鹿市】独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院、児童デイサービスこよし会、鈴鹿市療育センター 
【津 市】社会福祉法人三重県厚生事業団三重県いなば園くすのき寮、三重県立小児心療センターあすなろ学

園、三重県立草の実リハビリテーションセンター、独立行政法人国立病院機構三重病院、城山れん

げの里、社会福祉法人三重県厚生事業団三重県いなば園プリズム、こぶくろ、児童発達支援・障害

福祉サービス（生活介護）「さわやか」、ひかりクラブ 
【松阪市】松阪市療育センター、心きらきら児童デイサービス事業所、和、松阪ふくろうの家 
【明和町】済生会明和病院 なでしこ障害児入所施設/済生会明和病院 なでしこ障害福祉サービス事業所 
【伊勢市】三重済美学院、伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園、児童デイサービス事業所えがお 
【鳥羽市】医療法人童心会発達支援室クオール、（医）童心会放課後等デイサービス事業所ぐろうす 
【志摩市】障害児童デイサービスセンターくれよん 
【名張市】こどもライフサポートセンターはーと、児童発達支援センターどれみ、なちゅ、ゆぅら、ひまわり

児童ファーム・名張ファーム 
【熊野市】指定児童デイサービス事業所「ひかり」 
【紀宝町】通園めだか 

＜平成２４年度＞※実施予定 
施設名 日時 対象者 内容 

県立草の実リハビリテーシ

ョンセンター 

平成 24 年 10月 25日（木） 

12：30～15：30 

通所者・入所者 54名 

保護者約 10名 

講話 

歯みがき指導 

三重県いなば園 

くすのき寮プリズム 

平成 24 年 10月 11日（木） 

10：00～12：00 

通所者 3名 

職員 2名 
歯みがき指導 

社会福祉法人三重済美学院 
平成 24 年 11月 8日（木） 

13：00～15：00 
施設職員 30～50程度 講話 

通園めだか 
平成 24 年 10月 17日（水） 

11：00～12：00 
通所者 20名 歯科健診 

県立杉の子特別支援学校 
平成 24 年 10月 25日（木） 

13：30～14：00 
児童生徒 29名 

講話 

歯みがき指導 

県立杉の子特別支援学校 

石薬師分校 

平成 25 年 2月 21日（木） 

10：00～12：00 

児童 16名 

職員 7名 

講話 

歯みがき指導 

県立聾学校 
平成 24 年 11月 15日（木） 

13：30～14：20 
児童生徒 21名 

講話 

歯みがき指導 

県立稲葉特別支援学校 
平成 24 年 12月 6日（木） 

10：30～12：00 
児童生徒 27名 

講話 

歯みがき指導 

県立特別支援学校 

東紀州くろしお学園 

平成 24 年 12月 6日（木） 

13：05～13：55 

児童生徒 11名 

教職員 11名 

講話 

歯みがき指導 

特別支援学校 

聖母の家学園 

平成 24 年 11月 20日（火） 

10：00～11：00 

児童生徒（通所）30名 

教職員 19名 

講話 

歯みがき指導 

 

 



２、実績報告 

 

＜平成２１年度＞ 

   

施設名 日時 対象者 内容 

県立草の実リハビリテーシ

ョンセンター 

平成 21 年 7月 9日（木） 

10：00～11：30 

職員 23名 

利用者 6名 
歯みがき指導 

平成 21 年 12月 24日（木） 

10：00～11：30 
利用者（入所者）20名 歯みがき指導 

平成 22 年 3月 5日（金） 

10：30～13：00 

利用者・保護者 

21名 

口腔ケアの啓発 

歯みがき指導 

療育センターどれみ 
平成 21 年 10月 22日（木） 

13：30～15：30 

施設職員・保護者 
・利用者 10名 

歯みがき指導 

講話 

通園めだか 
平成 21 年 10月 22日（木） 

10：00～11：00 
利用者（通所者）20名 歯科健診 

名張育成園児童寮 
平成 21 年 9月 17日（木） 

20：00～20：50 
利用者 10名 講話 

 

＜平成２２年度＞ 

施設名 日時 対象者 内容 

鈴鹿市療育センター 
平成 22 年 9月 16日（木） 

10：00～11：30 

利用者（通所者） 

17組 

講話、歯みがき指導 

歯科健診 

三重県いなば園 

くすのき寮 

平成 22 年 9月 16日（木） 

13：30～14：30 

利用者（入所者） 

10名 
歯みがき指導 

県立草の実リハビリテーシ

ョン 

センター 

平成 22 年 8月 27日（金） 

10：00～13：00 

外来通園者の保護者 

17名 

口腔ケアの相談 

歯みがき指導 

平成 22 年 12月 16日（木） 

10：00～11：30 

施設職員 9名 

利用者 4名 

講話 

歯みがき指導 

通園めだか 
平成 22 年 9月 14日（火） 

11：00～12：00 

利用者（通所者） 

15名 
歯科健診 

療育センターどれみ 
平成 22 年 9月 30日（木） 

13：30～15：30 

通所者 4名 

保護者 4名 

施設職員 3名 

講話 

歯みがき指導 

三重県立特別支援学校 

伊賀つばさ学園 

平成 22 年 8月 26日（木） 

10：00～12：00 
教職員 12名 

講話 

歯みがき指導 

 
＜平成２３年度＞ 

施設名 日時 対象者 内容 

三重県特別支援学校 

北勢きらら学園 

平成 24 年 1月 19日（木） 

15:30～17:00 
教職員 80名 

保健指導 

歯みがき指導、講話 

三重県立杉の子特別 

支援学校石薬師分校 

平成 24 年 2月 16日(木) 

10：00～12：00 

児童 17名、保護者 1名、 

職員 8名 

歯みがき指導 

講話 

(有)なかよし  

児童デイサービスこよし会 

平成 23 年 10月 6日(木) 

16：00～17：00 
利用者 9名 

歯みがき指導 

歯科健診 

鈴鹿市療育センター 
平成 23 年 12月 1日(木) 

10：00～11：30 
通所児童 18名 

歯みがき指導 

歯科健診 

県立草の実リハビリテーシ

ョン 

センター 

平成 23 年 10月 27日(木) 

12：30～17：00 

入所児童 11名、 

来場者 22名 

歯みがき指導 

講話 

三重大学教育学部 

附属特別支援学校 

平成 23 年 11月 24日(木) 

13：20～15：00 

保護者14名、学校医1名、

教職員 9名 
講話 

三重県立盲学校 
平成 23 年 11月 17日(木) 

13:30～14:20 

児童生徒 7名、 

教職員 15名 

歯みがき指導 

講話 

三重県立聾学校 
平成 23 年 12月 8日(木) 

9：15～9：55 

児童(4年生～6年生) 

17名 

歯みがき指導 

集団保健指導、講話 



社会福祉法人おおすぎ 

城山れんげの里 

平成 23 年 11月 30日(水) 

13：00～15：00 
利用者 32名 

歯科健診、保健指導 

歯みがき指導 

稲葉特別支援学校 
平成 23 年 12月 8日(木) 

15：30～16：45 
職員 16名 

歯みがき指導 

講話 

三重済美学院 
平成 24 年 2月 9日（木） 

13：00～16：00 
職員 28名 

ブラッシング指導 

講話 

特別支援学校 

東紀州くろしお学園 

平成 23 年 12月 1日(木） 

13：05～13：55 

生徒 

教職員 

個別歯磨き指導 

講話 

通園めだか 
平成 24 年 3月 1日（木） 

11：00～ 
利用者 19名 歯科健診 

社会福祉法人名張育成会 

名張育成園 成美 

平成 23 年 10月 27日(木) 

15：00～17：00 

利用者 18名、 

職員 5名 

講話、保健指導 

歯みがき指導 

社会福祉法人名張育成会 

名張育成園 成峯 

平成 23 年 10月 13日(木) 

16：00～18：00 

利用者 20名、 

職員 5名 

講話、保健指導 

歯みがき指導 

ふっくりあ 
平成 23 年 10月 20日(木) 

10:30～12:00 
利用者（通所）31名 歯科健診 

上野ひまわり作業所 
平成 23 年 10月 13日(木) 

10:30～12:00 
利用者（通所）20名 歯科健診 

びいはいぶ 
平成 23 年 10月 27日(木) 

10:00～11:30 
利用者（通所）19名 歯科健診 

 



第４回みえ⻭ートネット研修会 
 

日  時  平成２４年１１月３日（土・祝）午後１時３０分～３時３０分 

場  所  三重県歯科医師会館 ２階 大会議室 
         ＊できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

主  催  三重県・三重県歯科医師会 

参 加 費  無 料 

申込方法  裏面申し込み用紙にて三重県歯科医師会までお申し込みください。   

ＦＡＸ０５９－２２７－０５１０ 申込締切 10 月 25 日（木） 
 

演 題 「私の出会った子ども達 

～明日から役に立つ障害児の歯科診療～」 

講  師   岡山大学病院小児歯科 講師 岡崎 好秀 先生 

 

 私は、障害児に対する特別な診療の方法があるとは思ったことがない。小児歯科医は、発達期を診

る歯科医である。障害児も発達期の真っ只中にいるのだから診るのは当然だ。そして障害児の治療も、

すべて健康な子ども達の診療の延長にある。泣きそうな小児が来たときに、何らアプローチをしない

ことは、泣くのを待っているようなものである。一度、泣かせてしまうと、容易に泣き止まない。 

拙著“泣かずにすませる小児歯科診療”は、“小児を泣かさないようにする方法”について書かれ

ていると思われがちであるが、そうではない。小児に泣かれて困るのは、“私たち自身”である。私

たちが泣かないためには、あらかじめ“先回り”し準備をする必要がある。“予防”と言うと“齲蝕

予防”・“歯周病予防”を思い浮かべがちであるが“泣きの予防”も立派な予防である。 

本講演会では、具体的な泣きの予防法について述べる予定である。このことは、今まで泣かれてき

た小児を泣かせないことであり、明日より使え、先生方の診療室のレベルアップにもつながるだろう。

そして、そのことが結果的に障害を持っている小児の歯科診療にも活かせるようになるように思って

いる。 

 

1：Caries treatment と Cavity treatment 

2：8020 の達成は、まず自院の患者から 

3：子どもの心に貯金をして帰す 

4：握手の効果 

5：どれだけ泣かれても腹を立てない方法？ 

6：患者の“患”の字は、“心に串を刺す”と書く 

7：イチロー選手を打ち取るには？ 

8：急性齲蝕を慢性齲蝕にする 

 



お 問 合 せ 三重県⻭科医師会事務局  締切 10 ⽉ 25 ⽇（⽊）
お申し込み 〒514-0003 津市桜橋 2 丁⽬ 120-2 

TEL059-227-6488  FAX059-227-0510 

 

9：麻酔の音を聞くということ 

10：同じ土俵にあがる（例え話の利用） 

11：アイ・メッセージとユー・メッセージ 

12：歯を磨かれる呼吸を教える 

13：ホームページで視覚支援 

14：口呼吸と肺炎 

15：舌の機能と言葉の発達      

16：歯磨きと手の機能の発達  

 

＊講師略歴＊ 

岡崎 好秀  Hp http://leo.or.jp/Dr.okazaki/  E-mail okazaki@md.okayama-u.ac.jp   

1978 年愛知学院大学歯学部卒業 同年大阪大学歯学部小児歯科を経て  

1984 年より岡山大学病院 小児歯科 講師 （歯学博士 岡山大学）   

【専門】小児歯科・障がい児歯科・健康教育 【所属学会等】日本小児歯科学会：指導医 日本障害者歯科学会：

認定医 評議員 日本口腔衛生学会：認定医 評議員、禁煙科学会：学術委員、国際歯科学士会（ICD）会員 

 専門は小児歯科であるが、障がいを持つ子どもを中心として診療している。治療終了時には、子どもを笑顔で

帰すこと。すなわち「子どもの心に貯金をする」という理念の基に診療を行っている。最近は子ども達の口腔機

能の発達に関心を持ち、魚類からヒトへの進化などダーウィン医学の観点から機能を捉えるようにしている。ま

た“口は食物が入る最初の場所であるから、食物が代われば最初に変わるのは口”だという視点から口腔疾患を

捉えている。さらには、頭の毛の先から足の裏、さらには恐竜から宇宙にまで守備範囲を広げて、口との関わり

合いについて調べることが趣味である。本人は“博学”のつもりであるが、周りからは“雑学”の域を出ていな

いと言われている。なかでも動物の歯に関しては造詣が深く、日本各地の動物園や水族館から問い合わせが来る

ので往診にも出かけている。おかげで最近は年に数回は「どこの教育学部出身ですか？」と尋ねられる。ネタ探

しの参考図書は自宅にあり、屋根裏に巨大書庫を作ったが、床が抜けないかひそかに心配している。   

“楽しい”ことが創造性の原点だと思い、いかにして楽しく仕事をし、“自分の仕事と趣味を一致”させるこ

とができるかを追求している。最近の低金利時代、銀行に貯金（投資）をするより、自分の将来に対して投資を

した方が、利息が大きいのでは…と密かに思っている。  

主な著書：①教えて恐竜 ボク達の大切な歯 少年写真新聞社 ②動物たちのよい歯甲子園 東山書房 ③歯科

医から見た食育 東山書房 ④謎解き口腔機能学 クインテッセンス出版 ⑤ようこそ！歯のふしぎ博物館へ 

大修館書店 ⑥泣かずにすませる小児歯科診療  松風 ⑦楽しさ 100 倍保健指導 クインテッセンス出版 ⑧

なるほど ザ 保健指導  クインテッセンス出版 ⑨口の中探検 上・下巻（松風刊）大修館書店 他 多数   

東日本大震災で図書を失った学校・図書館に対し、自分の著作物を寄贈する運動。「子ども達に笑顔と白い歯を

届けよう運動」を展開中である。 

ビデオシリーズ ：もっと歯を大切にしようよ！ 全５巻   農山漁村文化協会第１巻恐竜は語る歯と何か？ 

第２巻宇宙から見た口の環境汚染 第３巻口の中の未来予想図他 他＊本ビデオシリーズの印税は、ユニセフを

通じてアフリカの子どもたちに寄付されている。 
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三重県歯科医師会障害者歯科研修会過去講師一覧 
開催年度 演題 講師（敬称略） 参加者数 

平成元年度 不明 日大松戸歯学部教授 上原 120名 

平成 2年度 不明 不明 不明 

平成 3年度 障害者歯科 三重大学口腔外科教授 田川俊郎 不明 

平成 4年度 身障者歯科治療の実践 日本歯科大学松戸歯学部障害者歯科学教授 上原 進 32名 

平成 5年度 
障害者歯科治療の機能連携 

～歯科における地域医療としての障害者への対応～ 
東京都立心身障害者口腔保健センター診療部長 大竹邦明 63名 

平成 6年度 障害を持つ人たちが人らしく生きたいという願いを実現するために 松阪市 希望の園 園長 岡田宗次／講師 角野良次 36名 

平成 7年度 障害者歯科治療術式 大阪府立身体障害者福祉センター歯科部長 西田百代 53名 

平成 8年度 不協力患者の取り扱い法 松本歯科大学障害者歯科学講座教授 笠原 浩 52名 

平成 9年度 
地域歯科医療における障害者への歯科医療 

～口腔保健センター診療での限界と今後の展望～ 
福岡市開業医 おがた小児歯科医院院長 緒方克也 不明 

平成 10年度 
障害者歯科は歯ブラシに始まり歯ブラシに終わる 

～障害児（者）とのコミュニケーションを求めて～ 

大阪府歯科医師会肢体不自由児（者）歯科診療センター 

医局長 竹花 一 
32名 

平成 11年度 よりよい障害者診療を目指して～私の行ってきた障害者歯科～ 
兵庫県歯科医師会心身障害者歯科口腔保健センター 

担当理事 村内光一 
51名 

平成 12年度 障害者の行動管理～レディネスと行動管理方法～ 松本歯科大学障害者歯科学講座講師 小笠原 正 47名 

平成 13年度 障害者歯科と特殊歯科診療 静岡市開業 望月 亮 50名 

平成 14年度 
障害者歯科におけるかかりつけ歯科医機能と自閉症の人たちへの口腔保

健指導 

東京都立心身障害者口腔保健センター 

診療部門治療室長 重枝昭広 
41名 

平成 15年度 障害者歯科医療を再考する 神戸市立中央市民病院歯科口腔外科医長 河合峰雄 32名 

平成 16年度 地域における障害児・者歯科医療 
愛知学院大学歯学部小児歯科学講座障害者歯科学特殊診療

科教授 福田 理 
39名 

平成 17年度 
歯科治療や診療を拒否する障害児・者への対応 

～成功、不成功や反省症例を交えて～ 
大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部教授 森崎市治郎 30名 

平成 18年度 地域で行う安心・安全な障害者歯科診療 三重県歯科医師会理事 福田幸弘 35名 

平成 18年度 
障害児（者）の口腔ケアを円滑に進めていくには・・・ 

～本人支援を含めて保護者支援・生活支援しながら～ 

豊田市こども発達センターのぞみ診療所小児科 

主任歯科衛生士 溝口理知子 
79名 

平成 19年度 障害者(児)があなたの歯科医院に来院したら 
広島大学病院・口腔健康発育歯科・障害者歯科 

診療科長・准教授 岡田 貢  
106名 

平成 20年度 障害者歯科における行動調整の基本と tips、そして危険性 松本歯科大学障害者歯科学講座教授 小笠原 正 100名 

平成 21年度 発達障害児・者の歯科治療への誘導と対応 大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部准教授 秋山茂久 100名 

平成 22年度 患者にやさしい歯科診療～障害のある方と保護者への対応と医療連携～ 
東京都立心身障害者口腔保健センター 

歯科衛生士主査 石井里加子 
80名 



みえ歯ートネット研修会過去講師一覧 

 
 

みえ歯ートネット研修会参加状況 

研 修 内 容 歯科医師 
その他歯科
医療従事者 

支援団体・ 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 

学校・幼稚
園・保育所関
係 

介護・福祉・
病院関係 

市町・ 
その他 

計 

設立記念講演会 
日時 平成２２年２月１１日（木・祝） 

６０ １５ １７ １６ ４ １５ １２７ 

第１回みえ歯ートネット研修会 
日時 平成２３年１月３０日（日） 

３０ ３３ １０ １８ ９ ２０ １２０ 

第２回三重ハートネット研修会 
日時 平成２４年１月２２日（日） 

４６ ４１ ２  １５ ５ １０９ 

第３回みえ歯ートネット研修会 
日時 平成２４年２月１９日（日） 

２８ ３３ ３ ４  ６ ７４ 

 

開催年度 演題 講師（敬称略） 参加者数 

平成 22年度 
設立記念 共に生きるための地域支援 三重県立小児心療センターあすなろ学園 園長 西田寿美 127名 

第 1回 肢体不自由児の現状と治療 三重県立草の実リハビリテーションセンター所長 二井英二  120名 

平成 23年度 

第 2回 
歯科は摂食・嚥下障害になぜ関わり、どのように対応するべ

きか？ 
松本歯科大学障害者歯科学講座准教授 松尾浩一郎 109名 

第 3回 

①長崎県における障害者歯科保健医療の現状と課題 

（長崎県口腔保健センターの取り組み） 

②自閉症患者への対応 

社団法人長崎県歯科医師会 口腔保健センター 

診療部長 長田 豊 
74名 

平成 24年度 第 4回 
私の出会った子ども達 

～明日から役に立つ障害児の歯科診療～ 
岡山大学病院小児歯科 講師 岡崎好秀  
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