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―――― カラーアトラス ――――

歯科医師が関わるチーム医療・多職種連携
２．周術期口腔機能管理
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カラーアトラスの解説

１．周術期口腔機能管理とは？

「周術期口腔機能管理」は２０１２年４月よりチーム
医療推進の一環として保険導入された制度で，「歯
科医師が医師との連携のもと，がん患者等の周術期
等において包括的な医療を行うこと」を目的として
いる。管理の対象となる患者は，悪性腫瘍，臓器移
植，心臓血管外科等の手術を受ける患者，化学療法
や放射線治療を受ける患者である。管理内容とし
て，治療前より口腔清掃指導や口腔内の感染源の除
去を行い，治療開始後は術後の創部感染や誤嚥性肺
炎等の合併症予防，化学療法や放射線治療時に合併
しやすい口内炎の予防やケアを行い，治療の完遂の
補助となるよう努めている。これにより，術後の合
併症予防や化学療法や放射線治療時に伴う口内炎予
防により，絶食期間や入院期間の短縮，医療費の削
減に効果があることが分かっている。
図１に厚生労働省が推奨する手術療法時の周術期

口腔機能管理の流れを示す。手術を実施する病院に
歯科がある場合は院内で管理を行い，歯科がない場
合は連携する歯科医療機関が介入する流れとなって
いる（図１）。

２．市川総合病院での周術期口腔機能管理の実績

市川総合病院歯科・口腔外科（以下：当科）では
２０１２年６月より周術期口腔機能管理を開始した。図
１の流れにおいては歯科がある場合の「院内完結
型」の管理を行っている。患者やその家族に周術期
口腔管理の必要性を理解いただくため，患者説明用
パンフレットを作成した。また，外科手術患者，食
道がん患者，心臓血管外科患者，化学・放射線療法
患者別に，介入プロトコールを作成し，入院中の口
腔機能管理に取り組んでいる。
２０１２年６月～２０１５年３月の診療実績としては総依
頼患者数１０３３名（男５６０名，女４７３名，平均年齢６５．３
歳）であった。依頼科は外科が７５６名（７３．２％）ともっ
とも多く，次いで心臓血管外科２０２名（１９．６％），内
科４６名（４．５％）の順であった。外科疾患別では，乳
がん１４２名（１８．８％）と最も多く，次いで胃がん９５名
（１２．６％），結腸がん８０名（１０．６％）の順であった。ま
た，外科治療別では，手術療法が６５２名（８６．２％）と
多くを占めており，当院の傾向として，化学・放射
線療法患者の割合が少ないことが分かった（図２）。
当科で行った周術期口腔機能管理の効果として，

周術期口腔機能管理を行った患者群（介入群）と行っ
ていない群（非介入群）とで比較調査したところ，介

入群で入院期間は胃がん，下部消化管がんで有意に
短縮し，絶食期間も食道がん，胃がんで有意に短縮
していることが分かった（図３）。合併症に有意差は
なかったものの，すべての疾患において減少を認め
た（表１）。
また，周術期の口腔ケアが乳がん術後の患者に効

果があったことは齊藤ら１）が報告している。また，
経口挿管中の人工呼吸器関連肺炎（VAP）予防に効
果があることは武安ら２）が報告している。
このように，周術期口腔機能管理には確実な効果

があり，医科からのニーズも今後ますます高まって
くるものと考えられる。

３．当院での周術期口腔機能管理の今後の課題

現在，当科では「院内完結型」の管理を行ってい
るが，応急処置的な治療内容にとどまり，退院後に
補綴物や義歯の作製といった一般的歯科治療は十分
に行えていないのが現状である。退院後の包括的な
口腔管理をいかに行うかが今後の課題となっている。
そこで，地域歯科診療所との連携をはかり，周術

期口腔機能管理の病診連携システムの構築を検討し
ている。病診連携の流れとして，図１において，連
携する歯科医療機関に逆紹介する青矢印の流れと
なっている。
病診連携システムの構築には地域の歯科医療機関

にも十分に理解いただく必要があるため，２０１５年７
月に第１回市川リレーションカンファレンスという
勉強会を開催した（図４）。市川市歯科医師会メン
バーを中心とした歯科医療従事者３５名が参加し，病
診連携の構築や周術期口腔機能管理の流れ，有病患
者の口腔機能管理のポイントについて講演が行われ
た。特に当科からの逆紹介による病診連携の重要性
について相互理解を深めました。
今後，病診連携システムの具体的な流れや使用す

る紹介状を用いて，院外パスによる口腔ケアを基軸
とした病診連携を実践していく予定である。
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図１ 周術期管理の流れ

図２ 診療実績

図３ 成果 図４ 市川リレーションシップカンファレンス

表１ 術後合併症発症率

食道癌
介 入 非介入

胃癌
介 入 非介入

下部消化管癌
介入 非介入

合併症
肺炎
縫合不全

６ ３
１ １

６ ４
０ １

６ １１
２ ２

合計 ７／４１人 ４／１５人 ６／９０人 ５／５４人 ８／１４５人 １３／１２０人

発生率 １７．１％ ２６．７％ ６．７％ ９．３％ ５．５％ １０．８％
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