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1.研 究対象者
障害者歯科学会認定医が在籍 している 30歳 以上の入所がある重症心身障害者施設 に入所
してお り、下記の要件 に該当する者を対象 とします。①調査開始 日より過去 1年 間に受診歴
が ある。② 30歳 以上 60歳 未満の方を対象の条件 としています。

2.研 究 目的 麟意義
障害の ある者 の高齢化は、健康な者 と同様に、歯科疾患が生活の質や生命 に与える影響は
大きい と考えるが、その実態に着 目 した検討はありません。また、施設に入所 を している場
合、その入所期間が長期化する ことによ り未処置歯所有率が高 くなる ことがいわれてお り
,

生活背景 も大きく影響 していることがわか つています。 これ らを明 らかにする ことを目的と
し、高齢化する障害者の歯科疾患の実態を把握する ことで、高lTA化 対策を講 じる一助 とした
いと考えています。

3.方 法
対象および施設は,1の 研究対象者 の① 、② の条件の あつた重症心身障害者施設 とします。
また,対 象者は各施設単位では対応表を作成 し、金施設分を集約する段階では通 じ番号 のみ
の匿名化データに した うえで解析 を行 います。
調査方法は,対 象施設に調査用紙および施設条件に関するアンケー トを電子 メールにて送
り,施 設所属歯科医師が診療録よ り情報 を抽出 し記入 を行 い,パ スワー ドを設定 して晴号化
した PDFフ ァイルを返信 してもらい回収 します。いずれの項目においても,1年 間 について
検出するのではな く,日 腔 の現症 に関する項 目のデー タを抽出 した 1時 点と同等に日もしく
は近接 した日について情報 を収集 します。
4,研 究 に利用・ 提供する資料 "情 報等 とその取扱い
情報 はパ スワー ドを設定 し暗号化 した PDFフ ァイルを返信 してもらい回収 します。研究者
である林佐智代の所属する日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座研究室 Aの 鍵 のかか る ロッ
カーに保管する。集計 暉解析 したデー タファイルはインターネ ッ トに接続 しないハー ドデ ィ
ス クに保存 します。

5,外 部への資料・ 情報 の提供
主な提供方法〕口直接手渡 し
〔

口郵送・ 宅配

■電子的配信

□その他

(

)

共同研究期間へ の資料・ 情報 の提供 は、特定の関係者以外がアクセスできない状態で行いま
す。

6.研 究組織
1)独 立行政法人圏立病院機構千葉東病院・ 歯科医長・ 大塚義顕
2)社 福)日 本心身障害児協会 島田療育セ ンター医務部歯科診療科・ 科長・ 稲田
3)独 )日 立病院機構 あきた病院 歯科診療部・ 歯科医師 "鈴 木史人
4)社 福)埼 玉社会福祉事業団嵐 山郷歯科・ 歯科診療部長 内田 淳
5)社 福 )若 楠 療育医療センター若楠療育園・ 歯科医師・ 久保田智彦
6)日 本大学松戸歯学部 障害者歯科学講座・ 専任講師・ 林 佐智代
7,お 問合せ先

穣

本研究は、倫理審査委員会の承認 を受 けた研究計画書に従い、お預か りした資料 口情報等
には匿名化処理 を行 い安全管理措置 を講 じた うえで取 り扱 つています。研究 の詳細 をお知 り
にな りた い場合は、下記までお問 い合わせ ください。他 の方の個人情報及び知的財産の保護
に支障がない範囲 で、研究計画書等を閲覧する ことが出来ます。
本研究で得 られた成果を専門 の学会や学術雑誌 に発表する可能性があります。成果を発表
する場合には,研 究に参加 していただ いた方の プライパ シーに慎重 に配慮 します。個人を特
定できる情報が公表 され ることはあ りません。
なお、対象者は各施設単位では対応表を作成 し、全施設分を集約する段階では通 し番号の
みの匿名化デー タに した うえで解析 を行 いますが、研究対象者に該当すると思われ る方で、
ご自身の資料・ 情報 を「この研究 で利用 して欲 しくないJと 思われ た場合 にも、その旨を申
し出ていただければデー タを除外 し、研究対象 といた しません。また,そ の場合でも ご自身
に不利益が生 じることはありません。

<問 合せ先 >
研究責任者 :独 立行政法人国立病院機構千葉東病院・ 歯科塵長 口大塚義顕
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