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臨床研究

周術期患者に対する口腔管理システムの樹立と評価
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抄　録

目的：全身麻酔下での外科手術前に予め口腔内診査を行い、医科－歯科間で情報共有する

ことは、気管挿管時の歯牙脱落、口腔感染巣に起因する術後感染症の予防に繋がる。本研

究の目的は、当院で構築した「周術期患者に対する口腔管理システム」の臨床的な効果を

評価することである。

方法：口腔衛生状態は、本システムに従って受診した患者を対象に、① O’Leary のプラー

ク付着指数（PCR）、②プロービング時出血の陽性率（BOP 陽性率）を指標にし、また全

身状態の安定性は、整形外科の患者を対象に、①在院日数、②術後の発熱日数を指標にし

て統計学的に検討・評価した。

結果：本システム稼働によって、PCR および BOP 陽性率は有意に改善した。また、整形

外科患者の在院日数および術後の発熱日数も有意に減少した。

結論：本システムは、全身麻酔下で手術を受ける患者の口腔衛生状態の改善のみならず、

術後の全身状態の安定を図るための有益な院内システムである。

キーワード：systematic oral examination, preoperative oral care, collaboration between 

medicine and dentistry

論文受付：2010 年 1 月 15 日　論文受理：2010 年 2 月 24 日

緒　言

　昨今、歯科医療の領域では、口腔疾患に対応する

従来の歯科治療から、歯周病に代表される口腔感染

症の全身状態に与える影響を考慮した歯周内科医療

のコンセプトが重要視されるようになってきた 1） 2）。

このことは “Periodontal Medicine” と称される一学術

領域として発展を遂げ、多くの医療機関においても、

医科－歯科連携医療システムが確立されている。

　医科領域での外科的手術は全身麻酔下で実施され

ることが多く、とりわけ気管挿管時に発生する歯牙

損傷は、古くから医療従事者の中で術中の懸案事項

として知られている。脱落した歯による食道壁損傷

のため開胸手術が必要となった重大症例も報告され

ているが 3）、生命に支障がなかった患者にとっても、

咀嚼機能、美容、あるいは喪失感という精神的ショッ

クなどの様々な問題が生じる。また、挿管チューブ

とともに気管内に押し込まれた口腔内の常在細菌群

に起因する術後の日和見感染症の発症は、患者の生

命予後を左右する重要な問題である。したがって、

麻酔医を含めた術者にとって、予め術前に口腔内の

検査を実施して情報を得ておくことは臨床的に意義

が あ る。 一 方、“Periodontal Medicine” の 視 点 か ら

歯周病などの口腔細菌感染症に起因する血行性の細

菌性・炎症性因子の全身に対する影響を鑑みて、外
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科手術によって少なからず易感染状態に陥る患者に

とって、口腔感染病巣は日和見感染症の重大なリス

ク因子として認識される必要がある。

　このような背景の下、社会医療法人里仁会興生総

合病院（広島県三原市）では、2005 年 4 月に「周術

期患者に対する口腔管理システム」を構築した。す

なわち、当院では全身麻酔下での手術を行う全ての

患者を対象にして、その口腔内の検査を事前に行い、

場合によっては可能な限りの口腔内感染源を除去し

て、全身状態安定のための一翼を担っている。

　今回、① 本口腔管理システムに同意して歯科受診

した要全身麻酔患者数の調査、② 歯科初診時と手術

直前の口腔衛生状態の改善程度の比較検討、③ 本シ

ステム実施前後の患者の在院日数および発熱日数の

差の比較検討を行うことで、「周術期患者に対する口

腔管理システム」の臨床的有用性を提唱する。

 

対象および方法

1. 対象

　社会医療法人里仁会興生総合病院（広島県三原市）

において、2005 年 4 月 2009 年 12 月の期間中に

「周術期患者に対する口腔管理システム」に同意した

全身麻酔下手術を行った患者（N=664：男性 353 名、

女性 311 名）を対象にして調査した。また、本シス

テム実施による口腔衛生状態の改善度を調べるため

に、少なくとも手術前に 2 回以上は歯科を受診して、

専門的な口腔衛生指導および抜歯を含めた歯周治療

を実施した患者（N=219）を対象にして統計的検討

を行った。さらに、本システム実施による口腔管理

の全身的安定性に与える影響を調べるために、2005

年 4 月 ~2007 年 5 月の期間中に、当院整形外科にお

いて全身麻酔下で人工股関節全置換術（THA）、股・

人工骨頭置換術（BHP）、および人工膝関節全置換術

（TKA）を実施した患者（N=30）を対象にして統計的

検討を行った。なお、対照は、本システム実施前（2004

年 1 月 ~2004 年 12 月）に同様に全身麻酔下で人工

関節置換術を実施した患者（N=18）とした。

　なお、本研究は院内の倫理委員会の承認を得て実

施した。

2. 「周術期患者に対する口腔管理システム」による口

腔衛生状態の改善度の臨床的評価の検討

　O’Leary 法によるプラーク付着指数（%）（プラーク

コントロールレコード、PCR）およびプロービング時

出血（bleeding on probing、BOP）の陽性率（%、プロー

ビング時に出血した計測点数／全計測点数 × 100 と

して算出）を口腔衛生状態の臨床パラメータとして、

歯科初診時と手術直前の 2 時点における差を比較検

討した。統計解析は Mann-Whitney の U 検定を用い

て行い、P 値が 0.05 未満を有意差ありと判定した。

3. 「周術期患者に対する口腔管理システム」による全

身状態の安定度の臨床的評価の検討

　在院日数および手術後の発熱日数を全身状態の臨

床パラメータとして、本システム実施前後の患者群

間における差を比較検討した。統計解析は Mann-

Whitney の U 検定を用いて行い、P 値が 0.05 未満を

有意差ありと判定した。

 

結　果

1. 「周術期患者に対する口腔管理システム」に同意し

て歯科受診した患者の全数調査

　各科から紹介された患者の内訳を表 1 に示す。

2005 年 4 月 2009 年 12 月の期間中に関連医科か

ら口腔内の状態に関して照会された患者総数は 664

名であった。また、男女比はほぼ同じであった（男性：

53.2%、女性：46.8%）。紹介元は、整形外科が 338

名と約半数を占め（50.9%）、次いで、外科（37.3%）、

泌尿器科（6.2%）の順であった。

　歯科初診時の口腔内診査の結果を表 2 に示す。平

均残存歯数は 18.9 本であった。6mm 以上の歯周ポ

ケットを有する患者は、39% を占めていた。また、

全身麻酔時の気管内挿管の際、著しい動揺のため歯

牙損傷（脱落、脱臼など）が発生する可能性を指摘し、

マウスガード作製に同意した患者は 5.5% であった。

2. 「周術期患者に対する口腔管理システム」による口

腔衛生状態の改善度の臨床的評価

表 1　「周術期患者に対する口腔管理システム」 の紹介診療科

診療科　 紹介患者数
整形外科 348
外科 248
泌尿器科 31
心臓血管外科 18
耳鼻咽喉科 11
形成外科 7
脳外科 1

総　数 　　664
( 男性 353 名、女性 311 名）

2005 年 4~2009 年 12 月

小出康史　周術期患者に対する口腔管理システムの樹立と評価
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　口腔衛生状態の改善度は、歯科初診時と手術直前

の 2 時点における PCR（%）および BOP 陽性率（%）

を比較検討して評価した。図 1 に示すように、PCR

（%）および BOP 陽性率（%）ともに有意に改善した

（P<0.05、N=219）。すなわち、患者の口腔衛生状態は、

本口腔管理システムの実施によって、予想どおり有

意に改善することが分かった。

3. 「周術期患者に対する口腔管理システム」による全

身状態の安定度の臨床的評価

　全身状態の安定度は、THA、BHP、および TKA を

受けた患者を対象にして、在院日数および手術後の

発熱日数を指標にして検討した。本システムを実

施することで、患者の在院日数は有意に減少した

（P<0.05、システム稼働前：約 97 日、N=18 名；シ

ステム稼働後：約 80 日、N=30 名）（図２A）。また、

同様の対象において、術後の発熱日数についても、

本システムの実施によって有意に減少することが分

かった（P<0.05）（図 2B）。すなわち、37 度以上 38

度未満の発熱日数は 1.25 日、38 度以上の発熱日数

は 0.63 日ほど減少した。

 

考　察

　全身麻酔下で実施される外科手術は、患者の全身

状態に多大な負担を強いるものであり、時として、

その生命予後に関わる重大な問題が発生することが

ある 3）。したがって多くの医療機関では、術中のみ

ならず術前から術後に至るまで、あらゆる角度から

患者の管理・ケアを行う周術期管理チームが組織さ

れている。一方、口腔領域では気管挿管時に発生す

る歯牙損傷が問題視され、以前から、術前に著しい

動揺歯の抜歯や歯を保護するためのマウスガードの

作製などが行われてきた。しかしながら、歯牙損傷

は概して生命予後に直結しないため、医療従事者間

では軽視されていることも否めない。

　昨今、微弱で持続的な歯周感染症が、全身疾患を

悪化させる重大なリスクになり得ることが報告され、

歯周医学 “Periodontal Medicine” と称される一学術領

表 2　初診時口腔内検診の結果

患者数

マウスガード作製
37

（5.5％）

6mm 以上の歯周ポケット保有
259

（39.0％）
患者総数：664 名

図２「周術期患者に対する口腔管理システム」による全身状態
に対する効果
　全身状態に対する効果は、当院に「周術期患者に対する口腔
管理システム」が稼働した後の 2005 年 4 月 ~2007 年 5 月の
間に、当院整形外科において人工股関節全置換術（THA）、股・
人工骨頭置換術（BHP）、および人工膝関節全置換術（TKA）
を全身麻酔下で行った患者の中で、歯科において口腔管理を
実施した患者（N=30）を対象にして、（A）在院日数、および

（B）術後の発熱日数を指標にして評価した。なお対照は、当
院に「周術期患者に対する口腔管理システム」が稼働する以
前の 2004 年 1 月 ~2004 年 12 月の期間に、整形外科にて同
様の手術を実施した患者（N=18）とした。各群間の有意差は、
Mann-Whitney の U 検定を用いて比較した。なお、グラフは各
群における平均値±標準偏差で示した。エラーバーは標準偏差
を示す。*：P<0.05。
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図 1　 「周術期患者に対する口腔管理システム」による口腔衛
生状態の改善度
　口腔衛生状態の評価は、（A）O’Leary の PCR（%）、および（B）
BOP 陽性率（%）を用いて、歯科初診時と全身麻酔手術直前の
2 時点において評価した。すなわち各々の時点における PCR お
よび BOP の有意差は、Mann-Whitney の U 検定を用いて検討
した。なお、グラフは各群における平均値±標準偏差で示した

（N=219、エラーバーは標準偏差を示す。）。*：P<0.05。
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域が発展してきた 1） 2）。また、平成 19 年には「健康

国家への挑戦」と題して、今後の 10 年間にわたる日

本の健康戦略の指標となる政府の「新健康フロンティ

ア戦略」がまとめられ、その柱の一つに「歯の健康」

が組み入れられた。このような時代背景の中、口腔

感染管理のコンセプトに基づいた周術期管理チーム

の組織化は、総合病院における医療の質を向上させ

るために重要であると考える。特に、全身麻酔下で

外科手術を実施された患者は易感染状態に陥ること

も多く、口腔内常在菌に起因する病巣感染、日和見

感染症の発症予防は、結果的に術後の全身状態の安

定に繋がる。

　2005 年 4 月、社会医療法人里仁会興生総合病院で

は、「周術期患者に対する口腔管理システム」を構築

した。本システムは、歯科医師・歯科衛生士・医師・

看護師によって構成されている（図 3）。予め、医科

担当主治医から周術期の口腔管理の重要性について、

十分なインフォームドコンセントが行われた後、入

院時に担当看護師によって、あらためて患者本人と

その家族に対して口腔検診の実施が説明され、歯科

に紹介となる。歯科診療室においては、まず歯科医

師によって、さらに口腔検診の重要性・意義が説明

される。このように、対象患者に対して幾重にも口

腔管理の重要性が説明され、十分な理解が得られる

ように配慮している。患者の同意が得られた後、歯

科医師は口腔内状況の診査・診断を行い、破折や脱

臼の危険がある歯牙が存在すれば、抜歯もしくはマ

ウスガードを作製する。また、口腔内感染因子が大

量に存在する場合、その旨を医科担当主治医に報告

して、術前に歯科治療を行い可能な限り感染源の除

去に努める。また、歯科衛生士は口腔衛生指導や専

門的口腔ケアを実施するとともに、看護師との間で

情報交換を行い、患者の家族的・社会的背景をも踏

まえながら、手術日までの歯科受診のマネジメント

を行う。さらに歯科受診による臨床的な効果は、歯

科医師もしくは歯科衛生士によって患者および家族

表３　医師・看護師へのアンケート結果

医師
（N=23)

看護師
（N=196)

Q. 術前の専門的口腔管理は、術後の全身状態の安定に効果が
　あると思いますか？

はい 20
（87.0％）

161
（82.1％）

いいえ 0
（0％）

4
（2.0％）

どちらでもない 3
（13.0％）

31
（15.8％）

に伝えられる。これによって、患者自身の術後の口

腔管理に対するモチベーションが向上する。

　表 2 に示したように、本システムによって口腔内

診査を実施した 664 名を対象にして調べると、5.5%

の患者に著しい動揺歯が見られたためマウスガード

の作製を行った。また、39% の患者において 6mm

以上の歯周ポケットを保有することが分かった。さ

らに、PCR および BOP 陽性率を臨床パラメータとし

て調べたところ、術前に出来る限りの口腔内感染源

の除去を行うことで、予想どおり、患者の口腔内の

衛生状態は有意に改善した（図１）。

　本システムは、特に整形外科および外科領域では

重要視されており、これまでに周術期の口腔管理を

実施した患者 664 名のうち、約 90% は整形外科およ

び外科から紹介されている（表 1）。とりわけ術野以

外の感染リスクの軽減が望まれる人工骨頭置換術 4）

を行う患者においては、術前の歯科治療が優先され

当該外科手術が延期されることもある。そこで、本

システムが患者の全身状態の安定度の向上に貢献す

るかどうかを検討するために、在院日数および発熱

日数を指標にして、本システムを実施した 2005 年 4

月を境にして、それ以前、あるいはそれ以降に人工

股関節全置換術（THA）、股・人工骨頭置換術（BHP）、

および人工膝関節全置換術（TKA）を行った患者を無

作為に抽出し、それぞれの群間比較を行った。その

結果、本システムを実施することで、患者の在院日

数は有意に減少し（図 2A）、また、術後の発熱日数

についても有意に減少することが分かった（図 2B）。

このことは、整形外科領域の手術技術の進歩もある

と考えるが、「周術期患者に対する口腔管理システム」

は、全身麻酔下で手術を受ける患者の口腔衛生状態

の改善のみならず、術後の全身状態の安定・改善の

一助となる可能性を示唆する。

　また、院内で本システムの重要性についてアンケー

ト調査をした結果、80% 以上の医師および看護師は、

手術前の専門的口腔ケアは術後の全身状態の安定に

効果があると思っていることが分かった（表 3）。ま

たアンケートの他の意見として、①口臭が減った。

②食事を残す患者が少なくなった。③口腔内に対す

る自分たちの意識が変わった。④歯科介入前に比較

して高熱が出る患者が少なくなった、などの意見が

上げられた。すなわち、当院では本システムの実施

による効果が、医師、看護師サイドにおいても認識

小出康史　周術期患者に対する口腔管理システムの樹立と評価
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されていると考えられる。

　昨今、病院歯科の減少が目立っているが 5）、病院

歯科の役割として、有病者の歯科治療や高齢者に対

する口腔ケアだけでなく、周術期の患者に対する口

腔管理システムを樹立することによって、院内での

他職種連携を強化することができると同時に、歯科

の存在意義が高まるものと考える。このコンセプト

が広く理解されることによって、医科－歯科連携を

基盤にした総合病院における歯科医療の役割および

重要性があらためて理解されることを望む。 

 

結　論

　「周術期患者に対する口腔管理システム」は、全身

麻酔下で手術を受ける患者の口腔衛生状態の改善の

みならず、術後の全身状態の安定・改善に貢献する

可能性を持つ有益な院内システムである。
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図 3　当院における「周術期患者に対する口腔管理システム」の概要
　本システムは、医師－歯科医師－歯科衛生士－看護師の連携によって実施されるので、各々、情報の共有を十分に図る。入院当
日、医師、看護師は本システムの説明を行い患者の同意を得る。歯科医師は口腔内の診査・診断を行い、破折や脱臼の危険がある
歯が存在すれば、抜歯もしくはマウスガードを作製する。マウスガードを作製した場合、その情報は歯科衛生士から担当看護師に
伝達される。一方、口腔内感染因子が大量に存在する場合、歯科医師はその情報を医科担当主治医に伝達し、時に手術日の延期を
要望する。歯科衛生士は、口腔衛生指導や専門的口腔ケアを実施して口腔衛生状態の確保に努める。手術後、全身状態が安定した
後、医科担当主治医は口腔衛生状態の確保とともに、一般歯科治療のため歯科受診を勧める。退院後も、歯科治療は、歯科外来に
おいて継続して実施される。
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