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抄録：当院は医療ソーシャルワーカー（以下MSW）
を介し地域との連携を図っている。今回は歯科・口
腔外科におけるMSW介入症例について検討を行っ
たので説明する。
平成２３年度の歯科・口腔外科と口腔がんセンター

でMSWが介入した症例について患者数，年齢，疾
患名，介入内容，介入後の療養等を調査した。
患者数は計２９名（男性１９名，女性１０名）であった。

平均年齢は６６．７歳であった。疾患名は悪性腫瘍２１
名，蜂窩織炎３名，骨折３名，その他２名であっ
た。介入内容は社会保障等の情報提供９名，転院・
入所調整７名，退院・社会復帰援助７名，その他６
名であった。介入後の療養は自宅１８名，他施設３
名，死亡８名であった。
医療処置と複雑な社会的要因で生じる退院後の問

題に対して，MSWの介入により迅速に医療環境の
提供が可能となり治療に専念する事が出来た。

緒 言

医療ソーシャルワーカー（Medical Social Worker，
以下 MSW）とは『病院等の保健医療の場において，
社会福祉の立場から患者のかかえる経済的，心理

的・社会的問題の解決，調整を援助し，社会復帰の
促進を図る』専門職であると定義されている１）。

東京歯科大学市川総合病院は４６万人を有する市川
市の地域中核医療機関としての役割を果たしてい
て，地域医療の中で当院がその役割を円滑に行うた
めに地域連携・医療福祉室が設置されている。

その歴史として１９８３年に当院へ MSW が配置され
１９９２年に医療福祉相談室を設立し，１９９９年に改称さ
れ地域医療支援室となり，２００９年に地域連携・医療
福祉室となり今日に至っている。

MSW は同室に所属し，患者の療養生活などにお
こる様々な問題について解決を手助けし，いわゆる
社会的なリハビリテーションの一翼を担っている。
さらに，地域の歯科医院，訪問医や他施設と当院と
の橋渡しを図っている。しかし，歯科と MSW が連
携できる施設は少なく，これに関する報告も数少な
いのが現状である。

そこで，当院 MSW が歯科・口腔外科および口腔
がんセンター患者に介入した症例について調査し，
MSW 介入の傾向と効果について報告する。

調査方法

２０１１年４月から２０１２年３月までの東京歯科大学市
川総合病院歯科・口腔外科ならびに口腔がんセン
ターの患者で MSW が介入した症例について患者の
数，年齢，性別，疾患名，患者背景，介入内容，介
入後の療養を診療録および介入資料より調査した。
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結 果

① 患者分布
２０１１年から２０１２年３月までの全診療科の MSW 新

規相談件数は１，２２４件であった。歯科・口腔外科は
８名，口腔がんセンターは２１名で歯科全体では計２９
名であった。これは全診療科の８番目に多い相談件
数であった（図１）。２９名の内訳は男性１９名，女性１０
名，平均年齢６６．７歳であった（図２）。
② 介入内容

歯科全体の介入内容は「社会保障などの情報提
供」が最も多く，次いで「退院・社会復帰支援」，
「転院・入所調整」の順に多くみられた（図３）。介
入後の療養は自宅が最も多く１９名で他施設が６名，
死亡が４名であった（図４）。

介入内容については社会保障などの情報提供（医
療費・障害・介護等の制度の説明），退院・社会復
帰支援（自宅環境の調整），転院・入所調整（目的に
合った医療機関・施設の紹介），受診・受療援助（適
切な医療・療養へ繋げる支援），社会的援助（生活保
護，障害者支援，ホームレス，虐待などの支援）と
なっている。

③ 対象疾患
疾患の分類としては悪性腫瘍が最も多く２１名，次

いで蜂窩織炎，顎骨骨折が３名，睡眠時無呼吸症と
嚢胞性病変が１名ずつであった。悪性腫瘍の内訳は
全て口腔がんであった（図５）。StageⅣ，StageⅢ，
StageⅢ（悪性黒色腫），StageⅠ（骨肉腫），再発に
分けて介入内容を分類したところ，stageⅣでは転
院調整が最も多く，再発症例では受診受療援助が最
も多かった（図６）。

図１ ２０１１年４月から２０１２年３月までの各科別 MSW 新規
相談件数

図２ 男女内訳

図４ 介入後の療養の内訳 図５ 疾患別の内訳

図３ 介入内容内訳
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④ 患者背景
患者背景として家族構成では同居が大半を占めて

いた（図７）。医療保険では大半が公的医療保険で，
生活保護は２名であった。また，約半数が後期高齢
者医療制度であった（図８）。MSW への依頼者は院
内の歯科医師すなわち当院の担当医が最も多く，次
いで家族５名，本人３名，看護師１名であった（図
９）。相談者の多くは患者の家族のみあった（図１０）。

MSW 依頼が当院の歯科医師であった症例での相
談内容は当院での治療後の受け入れ先や医療費の支
払いなど多岐に渡る内容に及んでいた（図１１）。

以下に代表症例を呈示する。

症 例

患者：８１歳，男性，上顎左側歯肉の腫脹を主訴に
当院の救急外来を受診した。

現病歴：２０１１年７月より上顎左側歯肉に腫脹を自
覚し，徐々に開口障害と摂食困難が進行し，訪問歯
科診療にて口腔内に腫瘍を認め，全身的衰弱が著し
いため当院救急外来へ搬送された。

患者背景：入院前より地域包括支援センターの介
入があり，妻は要介護３，長女は精神疾患にて自宅

療養中，次男は仕事が多忙なためほぼ自宅に不在の
状態，長男は近隣に住居あるものの協力は得られな
い状態であった。

口腔内所見：上顎左側歯肉から上顎結節に及ぶ疣
贅状，易出血性の腫瘤を認めた（図１２）。

画像検査にて左側上顎骨を中心に著明な骨破壊を
伴って浸潤する粗大な腫瘍性病変が認められ上顎癌
を疑った。病変は頭側では左側上顎洞，眼窩下壁・
外側壁，頬骨弓，蝶形骨体部下壁を破壊し，上顎洞
内を占有した腫瘤を形成し，鼻腔内・篩骨洞・蝶形
骨洞内に及んでいた。また，左側蝶形骨大翼も破壊
し，中頭蓋窩にも及んでいた。脳実質や眼窩内への
明らかな浸潤は認められなかった。尾側口蓋扁桃か

図６ 悪性腫瘍患者の Stage 別の介入内容内訳

図７ 家族構成の内訳 図８ 医療保険の内訳

図９ MSW 依頼者の内訳 図１０ 相談者の内訳
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ら舌根レベルまで進展していた。前方では上顎洞前
壁を破壊し左側前頬部皮下に及び，背側では内側・
外側翼突筋や傍咽頭間隙に浸潤し中咽頭レベルでは
咽頭後壁に及び，外側では左側頬部皮下や臼後三角
部に及び，内側では口蓋を破壊して反対側の上顎洞
内側レベルにまで及んでいた。また，頸部・縦隔リ
ンパ節の有意な腫大は認めず，明らかな肺転移も認
めなかった（図１３）。

処置と経過：治療の方針としては病状の進展から
根治が期待できないため，積極的な治療は行わず，
当院では疼痛対策と栄養管理を目的とした緩和ケア
を行いながら療養先を探すこととなった。

本症例の問題点として，家庭環境が複雑で在宅で
の介護が難しいこと，経済的な援助が得られないた
め療養先が限定されること，生活保護の申請が不可
能なこと，症状から個室での管理が必要なこと，当
院は急性期病院であり長期の入院は困難であること
が挙げられた。

経過：上顎右側歯肉癌（T４N１bMx）の診断下に

当科入院となり，入院時に家族の情報より主治医が
MSW 介入の必要性を判断し入院５日目に MSW が
介入した。入院７日目に地域包括支援センターへ当
院よりの情報を呈示し本人に関する情報も取得し
た。以後家族と MSW 及び担当医との面談を重ね入
院１７日目に経済的負担の少ない療養型病院やホスピ
スを探すことに決定となった。入院２９日目にホスピ
スの緩和ケア外来の受診が決定した（表１）。

日頃から当院の MSW と当該患者を担当する地域
包括支援センターとの連携があったため，医療者側
が家族から得られなかった詳細な情報を直ちに得る
ことができた。

考察および結論

佐原ら２）は，退院支援を阻害する因子は医療処置
の内容ではなく，社会的な要因が多く占めていると
報告している。今回は歯科疾患を対象とし調査した
が，疾患別には口腔がんの重度な疾患から嚢胞性病
変の軽度な症例まで含まれていた。一方，患者背景

図１１ 歯科医師紹介の介入内容内訳
図１２ 口腔内写真

図１３ CT 画像
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は個々に様々な社会的背景を呈していた。患者それ
ぞれの状況に見合った退院後の療養を行うには社会
的な問題を整理し解決する MSW の担う役目は大き
いと考えられる。

今回の調査においては MSW の依頼者の半数以上
が歯科医師であり，依頼に対する介入内容は多岐に
わたっていることが分かった。病院歯科において歯
科医師が診察を行うにあたり，療養環境の整備や医
療安全管理上のために予め社会的問題の解決を行う
場面が多くなってきている。しかし，現代社会の複
雑な患者背景や医療制度の改革が進む中で，歯科医
師だけで要介護者などの生活背景を把握し，社会資
源を提供することは困難であることが多くなってい
る。MSW の介入がこのような問題を解決でき，歯
科医師は治療に専念できる効果が示唆された。

また，小澤ら３）は急性期病院において MSW が積
極的に介入することにより，在院日数は短縮し，在
宅・施設サービス導入が増加し，これにより社会的
コスト，病床稼働率にも有益な影響があると報告し
ている。今回の調査では MSW 介入の有無による入
院期間の変化については調査していないが，社会的
背景が退院阻害因子となり，入院期間が延長する症
例は少なくない。今回の挙げた MSW が介入した症
例からも入院後，早期から MSW が介入することに
より，早期に退院先の受診手続きを決定することが
できた。MSW 介入は担当医のみならず，病院全体
に有益な影響ももたらすことが示唆された。

高田４）は MSW が専門とする心理・社会的な援助
については数値的評価がしにくく，相談という形式
で行われていることが多いため，その重要性や役割
については社会的にあまり認知されていないと述べ

ている。特に歯科医療においては診療所完結型の医
療が中心であるため，歯科医師と MSW の接点は少
ない。しかし，超高齢社会となり歯科医療も地域完
結型医療の連鎖の中で専門的口腔ケアや周術期口腔
機能管理などでチーム医療の一翼を担う時代となっ
てきている。

また，慢性疾患，気管切開や酸素吸入といった医
学的管理を必要としながら在宅で生活を送る患者も
増加し，病院の中にあった医療が病院の外すなわち
個々人の生活の場である家庭と地域で行われるよう
になってきているのが現状である。中野５）はこのよ
うな状況は今までとは異なった生活問題を生み出
し，医療と福祉を結びつける MSW の役割は以前に
も増して大きくなりつつあると述べている。

患者や介護者の高齢化，家族関係などおかれてい
る状況は経年的に変化してきている。新渡戸ら６）は，
その変化のいち早い情報収集は MSW の役割であ
り，その情報を現場の医療スタッフへ feed back す
ることは必要であると述べている。

今後の課題として，医療機関内で MSW が歯科の
治療内容と医療全体での歯科の役割を理解し医科歯
科連携のパイプ役としても活躍できる環境整備が必
要であり，さらなる歯科との相互理解の発展が挙げ
られる。特に病院歯科には，症例呈示したような背
景を持つ患者が来院することは非常に多い。医師・
歯科医師がその職域の本分に集中して仕事を行い，
かつ患者とその家族にとって快適な療養の継続を提
供することは医療サービスとして非常に重要なこと
であると考える。さらに，我が国での社会保障審議
介護保険部会がまとめた『介護保険制度の見直しに
関する意見（案）』７）は「地域全体で介護を支える体
制がなお不十分である」と指摘し，歯科医療なら
ず，すべての分野に関し MSW の存在は高齢者の
QOL の向上に関しても寄与するのではないかと考
える。
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表１ 症例についての処置と経過表

入院１日目 上顎右側歯肉癌の診断下に当科入院
入院２日目 ED チューブ挿入し経管栄養開始
入院３日目 DNR 取得
入院５日目 MSW 介入
入院６日目 疼痛コントロールのため緩和ケア介入
入院７日目 廃用症候群予防目的にリハビリ開始

地域包括支援センターへ情報収集開始
入院１７日目 療養型病院やホスピスを探すことに決定
入院２６日目 栄養障害に対し NST 介入
入院２９日目 嚥下障害のため消火器内科にて PEG 増設

ホスピスの緩和ケア外来受診決定
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in Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital of oral surgery
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Our hospital collaborates with local agencies with the aid of medical social workers（MSW）． This
study examined cases of intervention by MSW in the field of oral surgery．

We conducted a survey of cases in which MSW intervened in the Department of Oral Surgery and
Oral Cancer Center in２０１１． We analyzed the number of patients，their age，illness，types of interven-
tion，and outcomes after the intervention．

There were ２９ patients（１９ males and １０ females）． Their illnesses comprised malignant tumors（２１
patients），phlegmon（３ patients），bone fracture（３ patients），and others（２ patients）． The types of
intervention comprised the provision of information on social security and other services（９ patients），ar-
rangement for transfer to and from another hospital and hospital admission（７ patients），support upon
hospital discharge and social rehabilitation（７ patients），and others（６ patients）． The outcomes after
the intervention were home care（１８ patients），care at another institution（３ patients），and death（８ pa-
tients）．

Regarding problems after discharge and the complex living environment，intervention by MSW has
helped us to establish an appropriate clinical environment more rapidly and concentrate on medical care．

（The Shikwa Gakuho，１１３：５３５－５４０，２０１３）

５４０ 山本，他：医療ソーシャルワーカーの介入症例の検討
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