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口腔に関心がなかった施設への歯科介入による意識変化

発 表 者 平田 里紗 （広島県：公立みつぎ総合病院）

共同研究者 渋谷 美恵、岩本 巳千江、倉本 睦子、新美 由紀、占部 秀徳

象スケール４が３人あり、この３人は全て外来

通院化学療法を行っているケースで、うち２人

は口腔粘膜炎の出現による経口摂取が困難な症

例で化学療法を中断し入院治療に変更されまし

た。
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考察

化学療法に際して早期から多職種が関わり患

者を把握することは粘膜炎等の口腔症状に対し

て迅速な対応が可能になります。さらに化学療

法開始前から歯科が介入し、専門的口腔ケアや

セルフケアの指導を行うことは口腔内の乾燥対

策が早期から行うことが可能で、口腔粘膜炎の

重症化が予防出来たり、粘膜炎が出現した時に

早期治療が可能になります。また自宅療養や入

院生活の QOLの維持が期待でき、治療が副作

用により中断することなく予定通り実施される

ために重要であると考えられました。

課題として、入院中や外来にて点滴や注射で

化学療法を受ける患者に対して院内チーム間の

連携は図れていますが、通院で抗癌剤を内服し

ている患者に対する歯科の介入の機会はまだ少

なく、不十分と考えられ、今後、抗癌剤の副作

用を軽減させるため、また患者の QOLを高め

るために医療職間の連携を取り、早期に対処し

ていく必要があると考えています。
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近年、病院や老人介護施設において、口腔ケ

アの重要性が認識され、多くの施設で介護の一

貫として口腔ケアは行われるようになってきま

した。ところが、某医療機関から歯科訪問診療

と口腔ケアを当院歯科に依頼され、町内某施設

に訪問してみますと、スライドに示しますよう
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に口腔乾燥は著明、舌苔や痰付着そして重度歯

周病など多くの入所者の口腔内は悲惨な状態で

した。口腔ケアに使用する用具などについてみ

ますと、歯ブラシも汚れたコップの中に毛先が

下に向かって入っていたり、スポンジブラシも

放置されていたりと決して衛生管理が十分に行

われているとは言えない状態でした。
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このような状況を改善するため、スライドに

示しますような戦略を立てました。

先ず、口腔ケアに対する動機付けとしてのア

ンケート調査、次に口腔ケアの意義を認識させ

るための研修と職員の資質向上のための指導、

そしてこの戦略により職員の意識変化があった

かどうかを検証するための１年後のアンケート

調査です。
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口腔ケアの必要性や口腔機能の重要性を認識

してもらうための研修は、キーパーソンと相談

を行い、施設職員が集まりやすい時間帯と口腔

内に関心を持ち始めた時期に設定し、歯科医師

が講義、歯科衛生士が実際の手技・手順や口腔

ケア用具の使用方法と注意点等の指導を行いま

した。
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スライドは、職員に対して個別に指導してい

る場面です。スライドに示した事項について、

入所者個々の状態を説明し、個人個人に合った

指導を行います。

このようなことを行うことで、職員からはス

ライド下段にあるような、「口の中を見ようと

意識することが大事だと分かった」、「毎日の積

み重ねが大切である」等の意識を持ってもらえ

るようになりました。
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アプローチを１年間継続して、口腔に関心の

なかった職員の意識変化の検証をスライドに示

しました内容のアンケート調査により、平成２３

年と平成２４年に行い比較検討いたしました。
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その結果を示します。

アプローチ開始後には、入所者の口腔内をよ

く見るようになった割合が４４％から５３％へと増

加し、その結果、口腔内の状態を把握できるよ

うにつながったものと考えます。
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そして、口腔ケアを１日１回しかしていなかっ

た職員が４０％から５％へと減少し、１日複数回

口腔ケアを行う職員は、５２％から７９％へと増加

しています。特に１日３回以上行っている職員

が２８％から５８％へと増えたことは、アプローチ

の効果であると考えられます。
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口腔ケアと全身疾患との関わりについて知っ

ている職員は８４％から９５％へと増加しています

が、これは、スライド下段の円グラフで示しま

すように、６３％の人が口腔ケアを行うことで全

身状態が良くなった入所者がいることによる変

化を感じた結果であると考えます。

S½V;�"h	e»ºØ	w
?QSv�\^h]:8][��

 ¾[.QSv��"h	?{çh\][��

]/s²]/s²

�"«#O	Ih�JJ,

職員自身が行う口腔ケアの自己評価は、６４％

が自信を持って行えるようになっていますが、

一方で口腔ケアの知識が乏しかったり、入所者

への満足度に不安を持っている職員がいること

が分かりました。

さらにスライド右に示しますように、歯科衛

生士による専門的口腔ケアや口腔機能向上のた

めのリハビリの必要性も認識していることが示

唆されました。
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糖尿病医療連携と糖尿病患者に対する歯周病治療

発 表 者 石田 佐智子 （岡山県：鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所）

共同研究者 澤田 弘一、山本 総司、平井 公人、荒木 麻友子、稲田 貴子、内田 浩恵、
高柳 亜由美、鷲尾 憲文、金盛 久展
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以上をまとめますと、口腔に関心がない施設

の意識変革を行うためには、口腔内環境や口腔

機能の変化による成功体験を実感させることが

必要であることが判りました。

このために、アプローチを行う側が目的達成

のための戦略を立て、どのように実行するかが

鍵となります。そして、キーパーソンへのアプ

ローチが重要であることが示唆されました。

今後もキーパーソン、施設職員との連携を密

に、口腔ケアの充実に努めたいと思います。
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糖尿病に関する医科歯科連携には、１．患者自身

によるセルフチェックリストを使用しての連

携、２．糖尿病主治医との連携、３．健康診断（特

定健診など）との連携があります。

今回は、２番により連携した症例です。
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患者は６３歳男性で、内科から紹介されました。

主訴は歯茎が弱っているようなので治療したい

とのことで来院しました。全身状態は、糖尿病

と高血圧および腎臓病に罹患していました。空

腹時血糖値は１７６、ヘモグロビン A１cは６．０、

BMI ２１．１でした。
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