
当院歯科の訪問活動は多岐にわたり、救護施設みつ
ぎ清風園にも平成9年から訪問診療や口腔ケア並び
に口腔に関する相談・受診勧奨を行ってきました。

今回、口腔へのアプローチが救護施設入所者の精神
的および身体的変化にどのような影響を与えたかを
明らかにする事を目的とし平成21年4月から平成
23年9月の間に入所し歯科健診および治療を行った
14名を対象にアンケート調査と施設職員への聞き
取り調査を併せて行い興味ある知見が得られました
のでご報告いたします。

救護施設並びに入所対象の定義をスライドに示しま
す。
広島県内に救護施設は3施設あり、そのうちの1施
設がみつぎ清風園です。
定員数は県内最多の100名で尾道市が経営主体と
なっています。
入所者全員が生活保護受給者です。
施設職員から対象者が入所する前の生活環境などの
聞き取り調査を行いました。
その概要をスライドに示します。

縁者とのトラブル・定職につけない、最低生活の維
持困難、放浪・失踪など様々な背景により各福祉事
務所によって保護され入所となっています。
また、スライド右上に示すように、アルコール依存

 
 
  訪問先      介護老人保健施設 「みつぎの苑」 
          特別養護老人ホーム「ふれあい」 
          保健福祉総合施設付属リハビリテーションセンター 
          グループホーム「かえで」 
          ケアハウス「さつき」 
          病棟 
          救護施設「みつぎ清風園」 
          特別養護老人ホーム「美山荘」 
          有料老人ホーム住居型「あけぼの」 
          介護付有料老人ホーム「あけぼの」 
          知的障害者授産施設「すだちの家」 
          在宅 

在宅 清風園 

老健施設 

病棟 

公立みつぎ総合病院歯科の訪問状況 

研究方法 

２・歯科のかかわり調査 

１・対象者の生活背景・疾患・障害・保護実施機関の調査 

３・対象者の治療内容 

４・歯科治療前・後の口腔内に対する意識調査 
  アンケート調査（直接回答・自己記述式） 

研究目的 
口腔へのアプローチが救護施設入所者の精神的および身体的変化にどの
ような影響を与えたかを明らかにすること 
 

対象者 
平成２１年４月～平成２３年９月の間に入所し歯科治療・健診を行った１４名 
 
 

倫理的配慮 
調査結果・写真提示は対象者の了解を得ています 

救護施設 

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を

入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 
                                      （生活保護法第38条第2項） 

入所対象 
身体・精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活を送るのが困難な人。他の
障害者施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって対象
が規定されていない。 
身体障害・知的障害・精神障害・それらを重複して持つ人・アルコール依存症・ホームレ
スの人など多様な人が入所している。  

みつぎ清風園 
当院関連施設    定員 100 名   
入所者        男性   61 名   
            女性   38 名                          
平均年齢      59 歳   
                       （Ｈ23年 11月現在） 

経営主体  尾道市 
入所者全員が生活保護受給者 

６人 
４人 

３人 

１人 病院（精神科） 

単身生活 

ホームレス・失踪 

病院 

    
Ｈ２１年４月～Ｈ２３年９月の間に入所した者           
男性  ７名    
女性  ７名  計 １４名 
          
平均年齢     ５５，５歳  
（最年少３５歳～最高齢６８歳）                                
                                      

                   

対象者の概要 疾患・障害名 
アルコール依存症        
統合失調症・精神障害          
てんかん・解離性障害 
パーソナリティー障害 
高次脳機能障害 
うつ病 

入所前の所在 保護実施機関 

演  題
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症・精神障害など日常生活が困難となるものが全て
の対象者に見られました。

入所後の健診で対象者全員歯科治療が必要と診断さ
れ、そのうち13名が治療を希望し1名は治療を拒
否しました。左のグラフにウ蝕保有数を示します。
治療前は、歯垢・歯石の付着が多く見られ清掃状態
不良。14名中13名がウ蝕に罹患しており、中等度
以上の歯周病も64% にみられました。
スライド右表に対象者の治療内容を示します。入所
間もない頃は、新しい環境になじめない様子が見ら
れることもあります。そのようなケースには、訪問
時のハミガキ指導で関わり、外来受診が可能となれ
ば本人の同意を得て積極的な治療を開始します。

施設全体においても、治療を拒否する入所者は数名
いますが、外来及び訪問診療でほぼ入所者全員に関
わっていると言えます。
外来での診療をはじめ、月2回の訪問診療、定期健
診、新入所者健診、毎年の講演会を通じて歯科治療
の必要性や口腔の健康の重要性などを啓発していま
す。

スライド右のグラフに示すように、平成19年より
歯科医師の訪問診療が始まり気楽に相談できる雰囲
気が入所者の積極的な受診に繋がり、年間の受診者
が劇的に増加しました。

入所前の口腔への意識を知るためアンケート調査を
行いました。
清風園入所前にお口に気になる事がありましたか ?
の問いに、歯や歯肉の痛み・義歯の不具合などスラ
イドに示すような回答が得られましたが、入所前に
歯科治療を受けていましたか ? の問いに「いいえ」
と回答した対象者が7名で，［はい」と回答した6
名においても1年以上歯科受診していませんでした。
受診出来なかった理由も、お金がない・酒におぼれ
ていたなど生活環境の悪化が深くかかわっていたと
推察できるものでした。

スライド左のグラフに入所前と治療後のハミガキ回
数を示します。
入所前は、1日1回の方が、8人と最も多く、入所
時の健診で持参してもらうハブラシは、毛先が痛ん
でいたりハミガキに適さない大きさの物が多く見ら

歯科治療内容 人数 

抜歯  6人 

ウ蝕歯治療 10人 

歯内療法  3人 

義歯作成・調整  5人 

歯周治療 13人 
＊重複あり 

ウ蝕保有数（健診時） 
（人） 

（本） 

歯科のかかわり 
Ｈ   9  年～     歯科衛生士訪問 （専門的口腔ケア・受診勧奨・相談） 
 
 
定期健診      年１回 ４月（外来受診者を除く） 
新入所者健診   入所後、歯科医師訪問時に随時行う 
講演会        年１回 ６月頃（歯科医師・歯科衛生士による講演） 
 
 
 

（人） 

（年） 

年間受診者数（外来＋訪問件数） 

H 

Ｈ 19 年～      訪問歯科診療 （歯科医師・歯科衛生士が月２回訪問） 

①清風園に入所する前、お口に気になる事がありましたか？ 

あった  ８人 なかった  ６人 

・歯が痛かった ・歯ぐきが痛かったり、腫れた、血が出た 
・歯がグラグラしていた ・歯がなかった ・入れ歯がなかった 
・入れ歯の調子が悪かった 

はい ６人 いいえ ７人 

わからない 

②清風園に入所する前に歯科治療を受けていましたか？ 

１人 

１年前 
５年前 
７年前 
不明 

 ・お金がなかった ・酒におぼれていた 
 ・行く暇がない ・近くに歯科がなかった 
 ・面倒だった    

いつごろまで？ 理由？ 

よかった  １２人 

わるかった １人 

無回答 １人 

④歯科治療を受けてどうでしたか？ 

・食事がおいしい  
・健康になった  
・痛い思いをせずにすむ  
・歯が全部入った 
・硬い物が咬める 
 

中途半端 

⑤・歯科治療を続けたいですか？ 

はい  １２人 
いいえ ２人 

③１日何回 ハミガキ・入れ歯の 
  掃除をしていますか？  
（人） 
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れました。そのため、初診時に個人にあったハブラ
シ・義歯用ブラシを施設から配布し定期的にハブラ
シの交換時期のチェックも行います。
このように、歯科治療や歯磨き指導を継続していく
ことで、口腔環境への意識も高まりハミガキ回数の
増加につながったと考えます。
治療を受けてどうでしたか ? の問いに12名がよ
かった・継続したいと回答しました。
食事がおいしい・健康になったなどの理由から、口
腔の改善が QOL の向上・前向きな意識改革に繋
がったと考えます。

歯科の関わりを通じて前向きな変化が見られた2症
例を紹介します。
症例1は、アルコール依存症60歳男性。
入所時は、ウ蝕多数、重度歯周病、義歯の使用はな
く、歯科受診もされていませんでした。健診後、抜
歯、ウ蝕・歯周治療、義歯作成を経てスライド右の
ように改善しました。
診療中も「綺麗にしたいです」「若い頃のように戻
りたい」と前向きに治療に取り組まれました。何
度も「ありがとうございます」と言われる姿が印
象的でした。
症例2は、45歳女性。
入所時、残存歯の21本全てがウ蝕でした。
抜歯・ウ蝕・歯周治療・義歯作成を行っていく過程
で当初、無表情で治療にも恐怖心を持たれていまし
たが、次第に会話や笑顔が増えました。今では
20kg のダイエットにも成功されたそうです。

【考察・まとめ】平成23年に、広島県内では生活
保護受給者が戦後最多となり社会での孤立や行政の
問題がクローズアップされました。
今回、救護施設入所者の生活環境の悪化と口腔環境
の悪化が深く関与していることが明らかとなりまし
た。
そして口腔環境の改善が QOL の向上さらには、自
立支援・社会復帰への一助となり、また単なる歯科
医療の提供だけでなく口腔のアプローチからの信頼
関係が意識改革への一歩として有用であることが示
唆されました。

症例１ 

・人生観が変わった様な気がする 
・人との和ができる 
・前歯でラーメン・うどんが切れる 
・口笛が吹ける 

・お金と時間がなかった 
・酒に溺れていた 
・面倒だった 

治療後 

症例２ 
入所前 体重８４kg  身長166cm 

抜歯・義歯作成 

体重６４kg  ダイエットに成功 
「よく咬めるようになったからかな～」 
・前向きになった 
・よく笑う 

先生と写真撮りたいです 

考察・まとめ 

・生活環境の悪化と口腔環境の悪化は、深く関与している 

・口腔の改善がQOLの向上・自立支援・社会復帰の一助 
 となる       

・口腔のアプローチからの信頼関係が意識改革への一歩   
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