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はじめに

この春，私立歯科大学・歯学部では全国１７校のう
ち１０校が定員を満たさなかった。
半数を超える大学の定員割れは３年連続で，全体

の競争倍率も１．５２倍と低く，一定レベルの入学者が
確保できていないとの指摘は根強い。最も充足率が
低かった大学は２５％で，志願者数が募集定員の半数
にも満たなかった。また競争倍率が２倍を下回った
大学は１４校に上り，６校が１．１倍以下でほぼ無競争
に近い状態。その中のある大学は８１人の受験者全員
が合格した。そればかりか，パラデンタルスタッフ
の歯科技工士学校や歯科衛生士学校でも同様の状況
が現実である。このような状況が続けば，将来の歯
科界全体のレベル低下は避けられないばかりか，日
本の国民歯科医療の荒廃が懸念される。
歯科医師過剰時代，患者数の減少から，社会が歯

科という業種には未来（発展性）はないという烙印を
押した結果なのだろうか？歯科医療というものが社
会に必要とされていないのか，そして歯科医師自身
も仕事として，将来性のない（儲からない？），やり
がいのないものと考えているのだろうか？ところ
が，診療室の外に目を向けてみると，われわれ歯科
医師にはまだまだやらなければならないことが山ほ
どあり，そして，そこには我々歯科医師を心から待
ち望んでいる患者さんたちがたくさんいる。

急速に進む高齢社会のなか，医療制度改革が進み
地域医療においては医療連携による安心安全な医療
の提供とともに，在宅医療の充実による患者の
QOL（生活の質）の向上が求められており，今後さ
らに在宅医療が重視されることが予想されている。
したがって，今後在宅高齢障害者がますます増えて
いくことはまちがいないことであり，すなわち施設
や在宅で療養している場合には歯科治療を受けたく
ても通院できない患者さんがたくさんいるというこ
とである１）。こうした地域医療体制の変革（在宅医
療）の下，歯科は口腔の専門医としての役割をしっ
かりと確立していくためにどうしたらいいのか。以
下に述べる４項目の観点から考えてみた。
１．診療室から一歩外にでる勇気（在宅訪問）
２．患者（病気）だけでなく家族，家庭をみる（生
活を支える医療）

３．オフィス治療との違い。運動障害・廃用を知
る（ケア・リハビリ）

４．家族，多職種との協同（チームケア）

１．診療室から１歩外に出る勇気（在宅訪問）

われわれ歯科医師は，通院してくれる方々に対し
ていわゆる歯科治療として修復処置，欠損補綴処置
等を施して咀嚼機能を回復し，また発音障害，審美
障害をも回復してきた。しかし，この治療は歯の部
分欠損や喪失によって生じた器質的障害を回復して
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いるにすぎず，しかも治療対象者は基本的に自分の
足で歩いて通院できる“健康な方々”である。高齢社
会における医療制度改革により退院を余儀なくさ
れ，在宅で療養する方々の多くは内科的合併症や脳
血管障害後遺症等，何らかの障害をかかえて生活し
なくてはならず，歯があってもうまく噛めない，う
まく舌が動かない，しゃべれない，飲み込めない，
むせてしまうというようないわゆる運動障害性咀嚼
障害を合併していることが多い２）。
たくさんの在宅療養者は歯科治療を受けたくて

も，歩行が困難で通院できないでいる。少なくと
も，自分の患者さんが通院困難になったときには私
たちから行って差し上げる。それがかかりつけ歯科
医の役目であり，診療室から１歩踏み出す勇気を
持っていただきたい。

２．患者（病気）だけでなく家族，家庭をみる
（生活を支える医療）

現在在宅で療養する患者の中では，急性期を乗り
越え回復期，維持期の脳卒中患者が多くの割合を占
めており，この方たちの多くは，家庭生活に復帰す
るために，後遺症に対して懸命なリハビリを行って
いる。一方でそれを支える家族はリハビリとそのケ
アを中心に生活のサイクルが変化してくるため，当
初はまさにパニック状態になるくらい日常生活が激
変してしまうことは想像に難くない。そんな中にわ
れわれが介入し，誤嚥性肺炎を予防するために口腔
ケアは欠かすことのできないこと，もっともっとき
れいにしてあげましょうと話をしても，家族に対し
て逆に追い詰めてしまうことにもなりかねない。わ
れわれはその場から帰ることができても，家族はそ
の場から逃げることはできない。この言葉が示すよ
うに，支えている家族を無視した在宅医療は存在せ
ず，歯科の立場から患者に良かれと思ってすること
が逆に家族に過度の負担にならないよう注意が必要
である。つまり，在宅に入るということは，患者だ
けを診るのではなく家族，家庭を見るということで
あり，支えている人たちの気分を和らげてあげるこ
とをまず考える。そしてどうしたら介護者が楽にな
るか，希望を持たせられるか，喜びを感じられるか
を考える，これがケアの第一歩であり，生きるため
の医療である２）。

３．オフィス治療との違い。運動障害・廃用を
知る（ケア・リハビリ）

オフィス治療では健康な方々が患者さんなので，
義歯等の補綴治療が終わった後，噛むことは当たり
前のこと，また食べることも，飲み込むことも当た
り前のことである。しかし，在宅で療養している運
動障害のある方，認知症の方，高齢，後遺症で廃用
症候のある方は噛んでといっても噛んでくれない。
できて当たり前のことができないのである。特に麻
痺のある方の義歯は通常の方法では吸着してくれま
せん。どうしたらいいのだろうか。東北大学医学部
付属病院内部障害リハビリテーション科の上月正博
教授によると，人間は１年で１％の筋力が落ちる，
廃用症候群では１日に２％の筋力が落ちると述べて
いる。すなわちご高齢の方に廃用症候が始まるとわ
ずか２～３カ月で一気に運動能力が低下し，意識も
体力も急降下してくる（図１）。
しかも，口から食べられなくなり充分な栄養がと

れなくなることが廃用のはじまりの大きなきっかけ
になることが多い。したがって，在宅で歯科治療を
行う上では装具としての義歯を基本設定とし，さら
に廃用症候を軽減するために口腔ケア・口腔リハビ
リを同時に行っていくことが必要である。
症例）９２歳 女性 （介護度４）認知症，骨粗しょう

症，廃用症候
［現 症］
老人施設に入所中，腰痛にて入退院を繰り返して

図１ 廃用症候がはじまるといっきにレベルダウンしてくる
東京都立神経病院脳神経内科 磯崎英治氏講演スラ
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いた。総義歯の上顎は口を開いただけでも落ち，下
顎は浮いてしまい，うまく噛むことができない。そ
のため車いすで近くの歯科医院で何回も調整をして
もらったが，一向に良くならない。結局，義歯をは
ずしてペースト食を摂っていた。２ヵ月後，活気が
なくなり，食事中食べこぼしたり，お茶碗をおとし
たり，両手にピック痙攣のような不随意運動が見ら
れた。病院にて脳のCT検査の結果，特に異常は見
あたらないとのことであった。３ヵ月後，口からは
ほとんど食べられなくなり，栄養状態も悪く，さら
に意識レベルが低下してきていた。スタッフ会議で
は病院に入院させた方が良いのではとの意見が多数
をしめた。しかし担当看護師だけは「この方は３ヵ
月前までは元気だったのだから，食べられるように
なれば，きっと元気になるはず」ということで私に
依頼があった「なんとか口から食べられるようにし
てください！」と
［処置方針］
３ヶ月間流動食のみで栄養状態悪化，咀嚼しな

かったため周囲筋は廃用，口腔内は乾燥している。
まず覚醒させるために頭頸部，肩部のマッサージ
（多職種のケアでは忘れられてる部分）さらに唾液腺
マッサージ（耳下腺，顎下腺，舌下腺）で口腔内を潤
し（図２），モアブラシによる舌，口唇，頬のリハビ
リを行い（図３），食べるための口づくり３）。同時に
不具合な総義歯は，廃用症候により機能低下した周
囲筋に調和させ，落ちない，浮かない，痛くない義
歯（装具）に改造する。
○落ちない，浮かない，痛くない義歯

総義歯安定の三要素は吸着，接着，粘着であると
大学では教えられてきた。しかし，それだけでは上
顎はなんとかなっても下顎は顎堤条件によって安定
が難しくなる。そこで下顎総義歯の吸着をテーマに
した書籍や，講演会がたくさん企画されている。つ
まり一般臨床の中で下顎の総義歯の安定がいかに難
しく，また臨床家たちを悩ませているかということ
のあらわれであろう。健常な人でも難しいのにさら
に障害をもった方の義歯を安定させるためには従来
の義歯の考え方では通用しない。
図４は加藤武彦先生の著書４）の表紙になっている

挿絵で，三人の小人が義歯の外側からと内側から押
さえている。つまり異常に吸収した顎堤の上にのっ
ている義歯を安定させるには頬と舌で義歯を押さえ
こむことが必要であり，さらにそれらの運動を妨げ
ない形態が義歯研磨面に表現されなくてはならない

図２ 乾燥した口腔を唾液腺マッサージにより潤す 図３ 黒岩恭子先生考案のモアブラシによる口腔リハビリ

図４ デンチャースペース義歯
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（デンチャースペース義歯）５）。
図５に示すように健常側（右側）の頬面形態と左側

麻痺で弱い筋力の頬の形態との差が義歯に表れてい
る。この形態が障害，機能にあわせた“装具として

の義歯”である。
落ちない，浮かない，痛くない，三拍子そろった

義歯でなければ食べられない。そして食べられるよ
うになることによって，どんどん元気になってく
る。麻痺した周囲筋がリハビリされ，さらに機能が
向上してきたら，その機能変化を再度義歯の形態に
表現していかねばならない。装具（義歯）というもの
は機能変化に対応させていくものだからである６）。
［処置経過］
初診：意識レベル低下，傾眠状態，頭を保持でき

ない。覚醒のためのケア，口腔機能向上のための口
腔ケア・リハビリを行い，上下総義歯を改造。
６週間後：義歯（装具）を装着し，口腔リハビリが

すすみ，食べられる口ができたことにより，どんど
ん元気になってきた。しっかりと自分で食事ができ
るようになり，よくしゃべるようにもなった（図６）。
３ヵ月後：頭位を保持し，しっかりと座れるよう

になった。何でも食べられるようになり，時には憎

図５ 麻痺側（左側）の頬筋の働きは弱い。その形は義歯形
態に表れてくる

初診時 ６週間後
図６ 口から食べるから元気になる

姿勢の変化

図７ 背筋を伸ばして座れました
初診時 ３ヶ月後
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まれ口をきくほど元気になった（図７）７）。
３年後（９５歳）
現在もこの元気な，すてきな笑顔で私を迎えてく

れる。もし，３年前に病院に入院してチューブ栄養
になっていたら，今のこの笑顔があったろうか？人
間にとって，口から食べるということは本当にすご
いことであると実感する例である（図８）。
このように高齢者は口から食べられなくなるとど

んどんレベルダウン（廃用）してくる。高齢だから仕
方ないと周りの家族，介護者があきらめてしまえ
ば，そのまま意識も，体力も，低下していってしま
う。もし，その多くの原因が口にあり，口から食べ
られなくなることが大きな要因であるならば，われ
われ歯科医が社会で果たす役割は大きい。

４．家族，多職種との協同（チームケア）

在宅では生活復帰のためにいろいろなケア・リハ
ビリが行われており，多職種（訪問看護師，PT理
学療法士，ST言語聴覚士，OT作業療法士，等）は
それぞれの専門性を生かして協同でケアしている。
そして家族・ヘルパーがその中心になる。そんな忙
しいスケジュールの中にさらに口腔ケアを導入する
場合，日常のケアがどのように，どれだけ行われて
いるかを把握しなければならない。チームケアは他
の職種の役割を理解し，話し合い，その療養者に
とってベストのケアが行われなくてはならない。し
たがって，生活のどの部分にどのくらい口腔ケアの
時間が割けるかを考え，さらに介護者にとって無理
のないケア計画をたてなければならない。

おわりに

専門性の強い歯科は今までどうしても診療室内に
閉じこもり，単科で孤立していたように感じる。医
療制度改革が進み，チーム医療の推進が求められて
いる今，ただ患者さんを待っているだけではなく，
自分から在宅で困っている患者さんのところへ行け
る歯科医に変わっていかなければならない。社会の
一員として医師，多職種と協同して携わっていく，
そのためにはチーム医療の現場で必要となる歯科以
外の共通言語を学び理解し，話しができなければ
チームの一員，社会の一員にはなれない。大学教育
の中では，通院できる健康な人のための歯科医療だ

けでなく，障害，介護，ケア，リハビリ等々を考え
た，「生活を支える歯科医療」にも力を注いでいく
べきであろう。こういった歯科医の役割りが社会に
認められたら，冒頭の私立歯科大学入学定員割れな
どということはありえないことであろう。なぜな
ら，社会がそういう歯科医を求めているからであ
る。症例に示した患者さんの笑顔は我々に大きな喜
びを与えてくれる。これは診療室では得られない心
からの真の喜びである。それは我々にやる気と勇気
と元気を与えてくれる。

ぜひ，すべての歯科医にこの喜びを味わっていた
だきたい。
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図８ ９５歳のきれいな女性です
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