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歯学の進歩・現状

東京歯科大学市川総合病院における口腔機能管理の変遷

野村武史

はじめに

口腔環境を改善することにより，誤嚥性肺炎を予
防できることが１９９９年ごろから報告され始めた１，２）。
その後，多くの介入疫学研究が発表され，周術期の
口腔機能管理がエビデンスのある治療として，肺炎
や合併症の予防に有効な手段であることが認知され
た３－５）。そして，ついに２０１２年の歯科診療報酬改定
において周術期口腔機能管理が保険導入された。最
初の適応は，がんの３大治療である外科療法，放射
線療法そしてがん化学療法であった。例えば，進行
食道がんの手術などは侵襲が大きいことが知られ，
術後の縫合不全や肺炎の発症がしばしば問題とな
る。この原因の一つに口腔内細菌の関与が指摘され
るようになり，手術前後に口腔内の環境を整えるこ
とで合併症を予防できることが明らかとなった４）。
また，頭頸部がん患者に対して放射線療法を実施す
る場合や，抗がん剤が全身投与される場合に高頻度
で口内炎が発症することが知られている。口内炎
は，重症化すると激しい疼痛や感染により摂食不能
となり，がんに対する治療自体が中断されてしま
う５）。こうした放射線療法やがん化学療法に対し
て，周術期口腔機能管理を行うことで口腔内細菌の
数を減少させ，口内炎の重症化を予防することがで
きる６）。このようにがんの主たる治療を完遂させる
ために側面から支援する医療を，支持療法（サポー
ティブケア）と呼ぶ７）。歯科病名のない患者に対して

歯科的介入をおこなうという，これまでにない先進
的な取り組みが歯科医学の領域で始まったことにな
る。がん医療の現場において，歯科分野における支
持療法の有効性が認められ，２０１５年の診療報酬改定
においては，外科療法，化学療法，放射線療法だけ
でなく，緩和医療の分野においても適応が拡大され
た。さらに，心臓血管外科の手術，造血器幹細胞移
植に代表される移植医療の分野においても口腔機能
管理の有用性が報告されている８）。このように，医
科歯科連携の観点から，新たな歯科医療の分野が誕
生し，がん診療連携拠点病院，総合病院における歯
科の役割がかつてない広がりを見せている。これま
での病院歯科の役割は，有病者歯科治療，口腔外科
的治療，難治性疾患の治療などに限られていたが，
こうした周術期口腔機能管理や，食支援を目的とし
た栄養サポートチーム（NST）への参加，摂食・嚥
下リハビリテーションなどが行われるようになり，
歯科の職域拡大が期待される。このような広がり
は，歯科界全体で認識され推進するべきである。
東京歯科大学市川総合病院では，保険収載の開始

する２０１２年以前より，食道がんや乳がんなどの一部
のがん患者に対して口腔機能管理を行っていたが，
診療報酬改定が行われたのを契機として，広く入院
患者への介入が開始された。また，最初は内科領域
あるいは脳神経外科領域の口腔衛生管理から始まっ
たが，その後，がん患者に施行されるようになり，
各診療科へと広まっていった。さらにその後は，院
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３６０ 野村：当院における口腔機能管理の歩み

内だけの口腔機能管理にとどまらず，病診連携の推
進の一環として，一般歯科診療所における口腔機能
管理の逆紹介システムを導入した。これは，超高齢
社会を背景に我が国の地域包括ケアシステムの構築
が進む中で当然の方向性である。このような口腔機
能管理を介した病診連携のシステム作りは，日本歯
科医師会を中心に全国的な展開を見せている。もち
ろんまだ克服しなければならない課題も数多く残さ
れているが，これほど急速な展開をみせている分野
は多くは見られない。今回，東京歯科大学市川総合
病院歯科・口腔外科がこれまでに行ってきた口腔機
能管理の実績を報告するとともに，今後の地域医療
における連携事業について，群市歯科医師会，ある
いは千葉県歯科医師会が推進する連携構想を視野に
入れた口腔機能管理の展望について述べる。

口腔機能管理の介入方法と実施内容

当院では，２０１２年より電子カルテを用いたクリニ
カルパスを導入し，各科から入院前に口腔機能管理
の依頼が送られるシステムを運用している。そし
て，各患者の口腔内状況を評価して，疾患の種類，
重症度，治療内容や手術までの待機期間などを考慮
し治療内容を決定する。術前，術後の周術期口腔機
能管理のプロトコールを図１に示す。術前は主とし
て，歯科医師が，義歯調整や抜歯，歯冠修復など歯
科治療をおこなう。そして治療前日および治療後
は，主として歯科衛生士による口腔衛生管理を実施
する。術前の歯科治療は，手術までの待機期間に

よって治療が制約されてしまうため，画一的な治療
計画の立案はしばしば困難となる。治療前，少なく
とも２週間以上の待機期間があれば，図２に示す当
科の治療指針に従って治療を進めることができ
る９）。患者には，院内パンフレットやポスターを掲
示して，全身と口腔の関係の重要性をよく説明し同
意のもと口腔機能管理を実施している。口腔機能管
理で優先されるべき治療は，抜歯，う蝕，義歯調
整，口腔内金属などの鋭縁の研磨，動揺歯の固定な
どであり，歯根端切除や歯周外科治療，デンタルイ
ンプラント埋入術を含めた侵襲的歯科治療，治療に
時間のかかる根管治療などは通常行わない。
一方，術前後の歯科衛生士による口腔衛生管理に

ついては，患者個々の口腔内環境によって異なるた
め，患者自らが行う日常的口腔ケアか歯科衛生士が
行う口腔衛生管理が必要であるかを判定する。一般
的に，口腔衛生管理は  PMTCといった口腔清掃
と，口腔機能の賦活化を図るためのリハビリテー
ションに分けられる。口腔衛生管理は，PMTCだ
けでなく，唾液腺や口腔顔面部のマッサージによる
機能の賦活化や，間接訓練といったリハビリテー
ションの内容も含まれるため，一般的に使われてい
る口腔ケアよりは，オーラルマネジメント（Oral
Management あるいは Oral Health Management）
といった呼称が診療内容を的確に表していると言え
る１０）。また，がん患者とは異なり，脳卒中患者やあ
るいは内科的疾患で入院している患者については，
病棟に歯科医師や歯科衛生士が訪問し，ベッドサイ

東京歯科大学市川総合病院 歯科・口腔外科
「歯科衛生士による口腔ケアマニュアル」を改変

図１ 東京歯科大学市川総合病院における周術期口腔機能管
理のプロトコール

「造血細胞移植患者の口腔ケアガイドライン」（２０１５）を一部改編９）

図２ 歯科・口腔外科における術前の治療指針
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ドで診察することが多いため，その介入効果を医師
や病棟看護師が把握できるような評価法が必要にな
る。口腔内の状況を簡便に把握するために，当院で
は，Eilers の口腔アセスメントガイド（Oral assess-
ment guide：OAG）を用いている（図３）。歯科衛生
士は，OAGの評点に従って，歯科医師の指示のも
と，ケアの方法や介入回数などを立案の上実施し，
その内容をアセスメントシートに記載するシステム
になっている。

口腔機能管理の実施状況と周術期患者の介入効果

２０１２年度から２０１５年度までの４年間に口腔機能管
理を実施した患者について後ろ向き調査を行った。
その結果，総患者数は３，７８５名で，男性２，１０６名，女
性１，６７９名，平均年齢は７２歳であった。年度毎の依
頼患者数の推移をみると，２０１２年は５８１例であった
のに対し，２０１３年は９７２例，２０１４年は１，０８７例，２０１５
年は１，１４５例と年々増加傾向を示した（図４）。また
周術期だけでなく，脳卒中や内科的疾患をもつ患者
の依頼も年々増加していた。依頼科別にみると，外
科が１，１１２例（２９％）と最も多く，次いで脳神経外科

７７１例（２０％），内科４１４例（１１％），心臓血管外科３２２
例（９％）の順に多く，全て合わせると１７診療科と多
くの科から依頼があった。続いて介入したがん種別
の内訳を図５に示す。最も多いのは乳癌であり，８９
例２３％，次いで当院の特徴として，口腔がんに特化
した，口腔がんセンターを有していることから，口
腔癌が８８例２３％と次いで多く，下部消化管癌，胃
癌，肺癌，食道癌と続いた。治療法では，外科手
術，特にがんや心臓血管外科手術の口腔機能管理の
依頼が多い傾向にあった。一方で，外来を含むがん
化学療法施行患者については，当院における介入率
が１．７％と低く，これについては今後の課題である
と考えられた。当院で手術を施行したがん患者への
介入効果について，術後の合併症の発症率，在院日
数について検討を行った。対象は胃癌，食道癌，下
部消化管癌の患者で２０１３年４月から２０１４年１１月に口
腔機能管理を介入した３６７名（介入群）と２０１２年４月
から２０１３年３月までに介入しれいなかった１８７例（非
介入群）である。その結果，３疾患とも術後合併症
においては，有意差を認めなかったものの，いずれ
も介入群で合併症の発生率の減少を認めた（図６）。

図３ Eilers の口腔アセスメントガイド（Oral assessment guide：OAG）
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３６２ 野村：当院における口腔機能管理の歩み

図４ 年度毎の依頼患者数の推移と依頼科の割合

図５ がん患者の口腔機能管理の介入状況

また在院日数については，３疾患とも介入群で短縮
を認め，特に胃癌，下部消化管癌においては有意差
を認めた。続いて，２０１５年度における初診外来の主
な疾患・治療別内訳を図７に示す。これをみると，
当院歯科・口腔外科の外来診療業務の第２位に口腔
機能管理が占めるようになった。当院では，口腔機
能管理における外来業務あるいは医療収入の比重が
高まっており，総合病院における歯科業務の重要な
役割を担っていると考えられた。従来の歯科口腔外
科診療をさらに発展させながら，もう一方の業務と
しての口腔機能管理のさらなる充実を図っていくこ
とが，これからの病院歯科に求められているものと
考えられた。

チーム医療と口腔機能管理の関わり，新たな医療
分野に対するアプローチ

当院では，がん患者の周術期口腔機能管理だけで
なく，脳卒中患者や内科的疾患による回復期患者に
対する口腔機能管理も行っている。それぞれががん
患者とは異なったアプローチで対応しており，ケア
の介入方法，時期に工夫を要する。脳卒中患者に対
する口腔機能管理については，入院時から嚥下評価
をおこない，摂食嚥下リハビリテーションチームが
介入している（図８）。嚥下機能に問題がある患者に
は，NSTと摂食嚥下リハビリテーションチームが
連携し，その中で情報を共有しながら歯科医師，歯
科衛生士が口腔機能管理を実施している。片山ら
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図６ がん患者の口腔機能管理の介入効果

は，２０１２年に当院脳卒中センターに入院し，口腔機
能管理を実施した３２４例の患者について調査したと
ころ，退院時の経口摂取は入院時の舌運動と有意に
関連を示し，口腔機能管理と摂食嚥下リハビリテー
ションの早期介入は，経口摂取，肺炎予防の予後改
善に寄与している可能性があると報告している１１）。
また，集中治療室（ICU）の現場では人工呼吸器関

連肺炎（Ventilator Associated Pneumonia，VAP）の
予防が重要となるため，呼吸サポートチーム（Res-
piratory Support Team，RST）に歯科医師，歯科衛
生士が参加し，口腔機能管理を実施している。肺炎

主な疾患(治療)の内訳　外来患者4982例

① 抜歯等 2029例(40.7%)

② 口腔機能管理 1145例(23.0%)

③ 粘膜疾患 441例(8.9%)

④ 顎関節症 266例(5.3%)

⑤ 歯性感染症 246例(4.9%)

⑥ のう胞 224例(4.9%)

⑦ 外　傷 213例(4.5%)

⑧ 良性腫瘍 189例(4.3%)

⑨ 悪性腫瘍 73例(3.8%)

⑩ その他 156例(3.1%)

図７ 市川総合病院 歯科・口腔外科外来（平成２７年４月～
平成２８年３月）

は，２０１１年より日本人の死因の第３位になり，諸外
国と比較しても我が国の肺炎による死亡率は高いと
報告されている１２）。中でも口腔内細菌を原因とする
誤嚥性肺炎が大部分を占めている。誤嚥性肺炎は，
気管内挿管されたまま ICU管理となった患者に起
きやすいため，予防の１つとして口腔機能管理が認
識されている。米国 CDCガイドラインによると，
VAPの発症率は８－２８％，そして発症者の死亡率
は２４～７６％であると報告している１３）。しかし，挿管
チューブが入った口腔内のケアは技術的に困難であ
るため，各施設間での均てん化が課題となってい
る。武安らは，当院で人工呼吸器を装着した１６１名
の患者に対し，１日３回の口腔衛生管理を実施し，
保湿用ジェルを用いたケアを行った場合，口腔清掃
が容易となり有意にカフの汚染度を低下させたと報
告している１４）。
移植医療の分野においては，当院では２０１４年より

本格的に腎移植手術が開始され，腎臓内科と連携し
て術前からの口腔機能管理を開始した。腎移植患者
は，もともと糖尿病性腎症などにより人工透析を
行っていることが多く，通常の周術期口腔機能管理
に問題をきたす場合も少なくない。さらに術後は，
移植臓器の拒絶反応を防ぐために長期にわたる免疫
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３６４ 野村：当院における口腔機能管理の歩み

図８ 脳卒中患者への口腔機能管理の介入

抑制薬の服用が必要となる。近年，多剤併用で効果
を示す免疫抑制薬であるエベロリムス（サーティカ
ンⓇ）が臨床的に用いられるようになった。この薬
剤の代表的な副作用として口内炎があげられる１５）。
当科では，２０１４年から現在まで，１４例の腎移植患者
に口腔機能管理を実施し，口腔内の状況を経時的に
評価したところ，腎移植後に９例（６４．３％）の患者に
口内炎の発症を認めた。発症時期については，腎移
植後３か月以降に多くステロイド経口薬の休止時期
と一致していた。このことを踏まえて，２０１６年より
腎移植の時期，免疫抑制薬の開始時期に合わせ，独

自のプロトコールを作成し，口内炎の発症予防，重
症化の予防に対応している（図９）。
また，当院では整形外科と共同して，骨吸収抑制

薬による顎骨壊死を予防する目的で，投与開始前か
らの口腔機能管理を２０１６年度より開始した。ビス
フォスフォネート製剤やデノスマブによる顎骨壊死
の問題について，我が国が示した２０１６年の新ポジ
ションペーパーでは，骨吸収抑制薬の開始前に歯科
治療を終了しておくことが望ましいと記載されてい
る１６）。当院整形外科では，骨吸収抑制薬を投与する
場合，予め歯科を受診するシステムになっており，

東京歯科大学市川総合病院 歯科・口腔外科「歯科衛生士による口腔ケアマニュアル」を改変

図９ 腎移植患者に行っている口腔機能管理の新プロトコール
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図１０ 骨吸収抑制薬投与前の口腔機能管理を開始（整形外科
と共同）

従来の周術期口腔機能管理の治療指針（図２）にした
がい治療を行っている。２０１６年４月から２０１７年３月
までの期間で３９名の患者が受診した。原疾患として
は，骨粗鬆症が３３％，乳がんが１５％，前立腺がんが
８％でおよそ半数以上を占め，骨吸収抑制薬の種類
は，ゾメタ Ⓡ６例，ランマーク Ⓡ１６例，ゾメタ Ⓡ＋ラ
ンマークⓇ４例，プラリアⓇ１３例であった（図１０）。今
後，顎骨壊死の発症予防にどの程度寄与できるか検
討したい。

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン事業
を通じた口腔機能管理に対する教育活動実績

がんプロフェッショナル養成基盤推進プランは，
今後のがん医療を担う医療人の養成を目的として
２０１２年度から２０１６年度に行われた文部科学省の事業
である。本学では，がん医療の現場を担う歯科医療
職を育成するという立場から，２つの大学院コース
（口腔がん専門歯科医師育成コース，がん支持療法
専門歯科医師養成コース）を設置した。また，がん
患者の口腔機能管理を担う看護師や歯科衛生士を育
成するために，慶應義塾大学を中心とする支持療法
（サポーティブケア）委員会に参画し，口腔機能管理
の啓発と普及に努め，均てん化を図った。当科が企
画した「がん医療現場での口腔ケア研修会」は，看
護師，歯科衛生士を対象に実施した本学のがんプロ
事業であり，本学の特色ある教育実績といえる（図
１１）。本事業は２００９年より毎年行われ，年度により
慶應義塾大学あるいは東京都立がん・感染症セン
ター駒込病院と合同で開催した。企画・運営は，市
川総合病院歯科・口腔外科の歯科衛生士が中心とな
り開催し，延べ受講者は５２施設，２２５名であった。
内容は講義，相互実習，マネキンによる実習であ

図１１ がん医療現場での口腔ケア研修会
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り，関東医療圏を中心に多くの参加者の技能向上に
役立てた。多比良らは，２０１７年に本セミナーの活動
報告をまとめ，質問票を集計した結果，「大変良
かった」と「まあまあ良かった」を併せると，看護
師９３．０％，歯科衛生士９２．７％と参加者から高い評価
を得ることができたと報告している１７）。また，追跡
調査の結果で本受講者が，その後病院の口腔ケア
チームのリーダーとして活躍していることも明らか
となった。また，その他の活動成果として，平成２７
年に，全国のがん医療機関，医療系大学に対し，
「口腔機能管理の均てん化を目指して」と題したテ
キストブックを刊行した（図１２）。作成に関わったの
は，がんプロ参画校である，慶應義塾大学，信州大
学，聖路加国際大学，東海大学，山梨大学の歯科口
腔外科の先生方であり，いずれも院内で口腔機能管
理の先駆的な取り組みをしている施設であった。こ
の文部科学省主導によるがんプロ事業は平成２８年度
で終了したが，平成２９年度以降も，引き続き本学が
んプロの活動は継続している。今後の口腔機能管理
の取り組みは，平成２９年度には公益社団法人日本歯
科衛生士会認定研修「医科歯科連携・口腔機能管
理」との合同企画で，研修を継続していく予定であ
る。

図１２ 口腔ケアテキストブックの発刊

病診連携を介した地域医療の活性化

２０１０年８月３１日，厚生労働省の指導の下，国立が
ん研究センターと日本歯科医師会の間でがん患者歯
科医療連携合意書調印式及び記者発表会が行われ
た。この連携合意書には，「独立行政法人国立がん
研究センターと社団法人日本歯科医師会は，がん対
策基本法の定める基本理念にのっとり，がん患者の
口腔内の衛生不良によるがん治療に伴う口腔合併症
等の予防と軽減，すべてのがん患者が安心して歯科
治療や口腔衛生管理を継続的に受けることができる
体制の整備及び地域医療連携ネットワークの構築を
目的とし，がん患者の歯科医療の連携体制を築き上
げることについて合意に達した」，と記載されてい
る。そして，２０１３年より，厚生労働省の委託事業と
して，日本歯科医師会と国立がん研究センターが
「医科歯科連携事業」を開始，専門医で作成された
全国共通テキストを用いた歯科医師の人材育成を開
始した（図１３）１８）。一方，市川総合病院は地域の中核
病院の役割を担うべく，２０１６年８月に地域医療支援
病院の承認を得た。地域医療支援病院，がん診療連
携拠点病院である市川総合病院は，かかりつけ医や
かかりつけ歯科医，他の急性期病院，回復期病院，
療養型病院さらには介護施設にいたるまで機能の異
なる多くの医療機関や施設との適切な連携を図るこ
とが責務となった。地域医療の活性化を目的とした
口腔機能管理の推進は，国の施策としての地域医療
連携ネットワークの構築のために重要な課題であ
る。当院では，口腔機能管理の依頼件数の増加に伴
い，２０１６年より東葛南部医療圏における地域歯科医
療機関への逆紹介システムの運用を開始した。連携
を対象とするかかりつけ歯科医は，厚生労働省の委
託を受けて日本歯科医師会が主催する「全国共通が
ん医科歯科連携講習会」を受講し，がん患者への口
腔衛生管理や歯科治療についての知識を習得したが
ん診療連携登録歯科医であり，市川市を始め近隣の
登録歯科医と密接な連携をとりながら，口腔機能管
理の依頼や，かかりつけ歯科医として逆紹介を行う
など積極的に進めている。現在，千葉県におけるが
ん診療連携登録を行っている歯科医師の割合は，全
歯科医師数に対し連携１（手術前患者に対する口腔
衛生管理）では１８％（全国平均２１．７％），連携２（化学
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図１３ 全国都道府県がん治療にかかわる医科歯科連携推進計画

療法患者等に対する口腔ケア）では１５．８％（全国平均
１８．８％），連携３（緩和ケア患者に対する口腔ケア）
では１２．２％（全国平均１２．１％）と，連携３を除きいず
れも全国を下回っている（２０１６年２月時点での集計
結果）。これを受け，千葉県歯科医師会と千葉県が
ん診療連携医療機関が中心となり，口腔ケアパス部
会が設置され，がん患者の口腔機能管理を病院から
歯科診療所に適切に紹介できるよう，院外パスの運
用を開始した。また，千葉県歯科医師会は，病診連

携事業の一環として，各群市歯科医師会に対して
「がん患者口腔ケア医科歯科連携マニュアル」を作
成した（図１４）。これに基づき，当院では地域連携の
中心である市川市歯科医師会を始めとして，様々な
医療機関と提携し口腔機能管理に関わるカンファレ
ンスを主催した（図１５）。病診連携を進めるうえで大
切なのは，適切な情報の提供と依頼内容の簡素化で
ある。患者の治療状況の報告と依頼内容について
は，各診療所で負担にならないよう各段の配慮が必

図１４ 千葉県歯科医師会における医科歯科連携推進計画
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図１５ 地域歯科医師会との連携

図１６ 周術期依頼患者のトリアージ 図１７ 口腔機能管理の院内完結型から病診連携システムへの移行実績
（２０１６年の月別逆紹介患者数）

要であり，当科で作成したトリアージのもと，一般
歯科診療所で対応可能な患者の口腔機能管理の依頼
を行っている（図１６）。こうした取り組みは２０１６年よ
り本格的に開始し，現在まで問題なく円滑に逆紹介
が行われている。２０１６年４月から１０月までの逆紹介
の実績を図１７に示す。全周術期口腔機能管理の依頼
があった患者３８２例中，逆紹介をした（一般歯科診療
所に口腔機能管理の依頼をした）患者数が１３３例
（３４．８％）であった。今後さらなる逆紹介率の向上を
図っていきたい。
厚生労働省がまとめた２０１５年医療施設調査による

と，全国の病院数は８，４８０施設であり１９），そのう
ち，歯科を標榜している病院は２０％程度との報告が
ある２０）。病院に歯科がないと，逆紹介のトリアージ
が十分に機能せず，患者や一般歯科診療所が混乱し
かねない。地域包括ケアシステムの構築を歯科医療
の観点から推進するためには，口腔機能管理の病診
連携システムの確立は重要な施策となる。こういっ
た意味からも，多くの病院に歯科が設置されること
が望まれる。当科は，今後も地域との円滑な連携を
はかりながら，逆紹介を積極的に推進していきた
い。

― １０ ― 
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まとめ

当院での口腔機能管理の依頼患者数は年々増加し
ており，院内での口腔機能管理の認知度は高まった
と考えられる。今後は，さらに介入方法，効果を検
討し，さらなる均てん化を図ることができるよう全
国に発信していきたい。また，地域医療支援病院と
しての病診連携推進の一環として，今後増加する口
腔機能管理の必要な患者に対し，積極的に逆紹介を
行う。そして，退院後も引き続きかかりつけ歯科医
となり，口腔管理の大切さを患者にご理解いただく
ことが，地域包括ケアシステムの構築に重要な役割
を果たすものと考えられた。我が国における病診歯
科の役割，責務は以前にもまして重要な時代になっ
たといえる。

最後に本実績の一部は，２０１２年度～２０１６年度文部
科学省「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラ
ン」における東京歯科大学市川総合病院口腔機能管
理の推進事業の一環でおこなった。
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