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歯科往診に対する不安感

超高齢社会の現在，歯科に対する施設や在宅への
歯科往診の要請は，増加の傾向にあると言われてい
ます。その一方で往診をする歯科医院の数は増加し
ていないのも現状です。これについて多くの歯科医
に聞いてみると，歯科往診に対して高いハードルを
感じていることが理由のようです。

第一には，患者さんの全身状態に対する不安で
す。歯科往診を必要とする患者さんは，ほとんどが
医科疾患を持っています。また，来院可能なレベル
の医科疾患の患者さんが歩行障害の為に通院できな
い場合も，それほど医科疾患が重篤では無いのに，
来院可能な患者さんと全く違う患者さんだと感じま
す。この時点で，学生時代にこの教育を受けていな
い我々は，何か特殊な技能が必要なのではないかと
感じてしまいます。筆者も歯科往診を始めた頃は，
この様な不安が多くありました。第二に，歯科往診
に必要な器具機材を揃えることに対する負担です。
診療室と同じような環境を作ろうと思うと，また，
それを全ていっぺんに揃えようと思うと，かなりの
出費になるので，はじめから無理だと考えてしまう
ことが多いようです。第三に，時間的な負担です。
社会のニーズに応えて早朝から夜遅くまで診療して
いる歯科医院も多く，土，日も診療している医院も

少なくありません。特に開業したばかりの若い先生
方は，その傾向が大きい様に思われます。患者獲得
や開業資金の返済など経済的な理由が大きいと思わ
れますが，その様な診療時間の中で，歯科往診に出
向く時間を設けるのは大変な事だと思います。

この様に，社会的な要請は充分理解出来ますし，
歯科往診を依頼され，行ってあげたいと想っても，
現実には高いハードルが見えてしまい，自分には無
理だと，その一歩が踏み出せない歯科医が多いよう
に思われます。

筆者は，昭和６３年に東京歯科大学を卒業し，すぐ
に在宅往診のパイオニアである加藤武彦先生の元で
研修をさせていただいた為，歯科往診は歯科医療の
一つであり「来られなくなった患者さんにはこちら
から伺って差し上げる」と教えられていたので，加
藤歯科医院を卒業後，自院を開業した平成２年か
ら，歯科往診をはじめました。しかし，卒後２年，
診療室の診療も，つたない状況でしたので，往診先
で義歯を治しても，すぐには良い結果が得られない
という経験をし，また，全身状態の把握が出来るよ
うな知識も無かったので，同様の不安を感じながら
歯科往診を行っていました。
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歯科往診を始めてみて

その当時は，ケアマネジャーや患者さんを管理す
るシステムが無かったので，歯科往診の依頼主は患
者さん自身か家族で，全身状態についての情報は，
正確な医科疾患の病名すら得られない状況でした。
ですから，医科の往診もしくは通院している医科の
病院に，そして複数の介護・看護施設に関わってい
る場合は，その一つ一つに連絡をとり，情報を得な
ければなりませんでした。また，歯科が往診すると
言うことが認知されていなかったので，医科の病院
からの反応も，余計な事はしてくれるなと言う対応
で，病診連携は難しいと痛感させられました。今の
ような親切な対応を望むことは，その当時は不可能
でした。

医科の病院からの情報は，患者さんの病名，バイ
タル，治療歴，投薬歴で，その一つ一つがほぼはじ
めて聞く単語でしたので，医学書で勉強する必要が
ありました。また，麻酔科の先生の講演会を拝聴
し，歯科往診中に急変が起きた時の為に救急蘇生の
研修も受け，さらに，口腔外科へも研修に通わせて
いただきました。そして，全身疾患が歯科治療とど
う関与しているのかを考えましたが，残念ながら筆
者の当時の知識では，ほとんど不安を払拭してくれ
る様な答えは得られませんでした。

ただ，歯科往診を重ねて様々な医科疾患の病状の
患者さんや，在宅，施設，病院と色々な環境の患者
さんと出会ううちに，わかったことも多くなりまし
た。その中で一番大きかったのは，歯科に往診依頼
が来るような患者さんの医科疾患の病状は，ほとん
どの方が安定していると言うことです。多くの患者
さんが，急性期を過ぎ，治癒，もしくは病状として
は回復期に入っていて，栄養を取ってリハビリや社
会復帰に入る場合や自宅で長期に療養していこうと
言う方が歯科往診の対象であるとわかって来たこと
です。それならば，通院できないと言う事以外は診
療室での医科疾患を持った患者さんの診療と変わら
ないと把握出来ました。中にはいつ全身状態が重篤
な状態になってもおかしくない患者さんもおられま
したが，全体の割合ではごく少数で，他の患者さん
との状況の違いが把握出来ると，落ちついてその患
者さんに集中出来るので，充分に勉強をし，医科の

主治医と密接に連絡をとって，対応出来るように
なってきました。

医師からの情報の素っ気なさは，我々歯科医が全
身状態に対して知識が無いのと同様，医師も歯科的
知識が無い為に細かいアドバイスが出来ないという
事がわかって来ました。歯科往診でどんなことをす
るのか，またそれが患者さんにとってどのようなリ
スクがあるのかがわからないので，医師としては，
余計な事はしてくれるなと言う態度になっていたの
です。そこで，歯科往診の度に治療内容を細かく
ノートに書き留めて，家族の方だけで無く，往診さ
れている医師にも読んでいただく様にしました。そ
して，その当時私が参加していた加藤武彦先生が主
宰する地域医療勉強会で，黒岩恭子先生から「他職
種と連携するには，実績を上げて，患者さんが元気
になるところを短期間で見せないと信頼は得られな
い」と言う事を教わりました。この事が病診連携，
多職種との連携をはじめる上で重要なキーになりま
した。

当時の歯科往診の依頼の多くは，義歯の治療でし
た。急性期に義歯を外し，その後，義歯を使わず流
動食や軟食で過ごしていたが，嚥下ができる様に
なったので，普通食に戻したい。ですが今までの義
歯が合わないので診て欲しいという依頼でした。早
く成果を上げなければと，こまめに通って早く義歯
を入れようと努力しました。伺う度に「こっちが
ちょっと痛い」とか，家族の方から「先生が帰ると
すぐに入れ歯を外しちゃって，食事も入れ歯を入れ
ないで食べているんです」と言われてしまい，訴え
が解消されるまで，毎日のように診療室の診療が終
わった後に，伺わなければいけない状況になり，精
神的，肉体的に限界を感じ，もう歯科往診は断ろう
かなと思い詰める事もありました。でも，よく考え
てみると，通える患者さんは痛い時，合わない時は
週に何回も来院されます。ですから，来られない患
者さんには，痛くなく使えるまで，こちらが何回も
伺うのは当たり前の事で，何回も伺わなければいけ
ないのは，診療室でも往診先でも同じだと言うこと
に気付きました。そして，その原因は，自分に充分
な技術が無い為に上手に義歯が作れないという事で
した。ですから，まずは義歯を上手に作る勉強に励
みました。すると，徐々に調整回数が減少し，また
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常食に移行できるまでの期間が短くなって来て，家
族だけでなく患者さんに関わるいろいろな職種の
方々が関心を持って下さるようになりました。

歯科往診は，診療室と環境が大きく違うため，ま
た，患者さんが通院できないという状況があるの
で，歯科医としてはどこか構えてしまう事があると
思います。しかし，行っていることは診療室と同じ
であり，義歯製作を例にとっても，往診治療だから
こういう方法でという特殊な手技が必要なわけでは
無いのです。これは，充填にしても，エンドにして
も，ペリオにしても治療手技に関しては同様です。
ですから，診療室での技術の向上が，そのまま往診
先でも成果となって現れる事を実感させられまし
た。

患者さんの QOL が上がる治療が出来れば，こち
らの時間的な負担も軽くなり，また他職種が口腔の
重要性を理解してくださり，連携が自然と生まれる
のです。大がかりなシステムを組んでも，その中心
にいる患者さんに役立つ物で無ければ無用の長物な
ので，まずは，あれが必要，これが必要と考える前
に，普通に一歯科医として患者さんに向き合う事が
往診の原点であると理解出来ました。

器具についても，はじめは何を揃えたら良いかわ
からない状況でしたが，当時は義歯治療がほとんど
でしたから，技工室の少し重たいエンジンを持ち出
すことからはじめました。それから歯科往診のケー
スごとに，患者さん宅に伺って，初診時に必要なも
のを考えて，急に必要なものは，持っている先生か
らお借りしたり，だんだんと器具を増やして行くよ
うにしました。

歯科往診をしてわかってきたこと

長年歯科診療していると，患者さんから学ぶこと
は沢山有りますが，歯科往診をしていると診療室よ
りももっと多くの事が学べます。例えば診療室で，
予防のためのブラッシング指導の時，義歯の試適，
ブリッジの試適の時，カリエスの状態を見てもらお
うとする時，歯肉の発赤や小さな歯石を指摘する時
に，高齢の方に鏡を持って頂いて，それに映して見
てもらっている状況をよくみます。５０歳を過ぎた
方々には理解していただけると思いますが，実際に
は残念ながら患者さんのほとんどは見えていませ

ん。患者さんから「そうですね」「はい，わかりま
した」と言われて，充分な確認が出来ていると思い
がちですが，往診先の患者さんのお孫さんから言わ
れた「うちのおばあちゃん，ほとんど見えて無いと
思います」と言う言葉ではっと気付かされました。
その様な経験をすると，両面鏡で片面が拡大される
ような鏡を使ってみたり，目に関する病気を伺って
みたり，日常生活でどの程度見えるのかを把握して
おこうと努めるようになりました。診療室にもこう
いうことはフィードバックして，診療室の壁に貼っ
てあるカレンダーやポスターなどで，どのくらいま
で見えるかを患者さんに確認するようにしていま
す。

認知症の患者さんは，初期の段階では，診療室に
通う行動が社会性を維持するために必要であり，そ
の時の緊張感が病状の進行を遅らせるメリットがあ
ります。ですが後期になると，在宅で診療した方
が，患者さんは安心していられるので，パニックを
起こさせず，安定した状態で診療室よりも長時間，
診療が出来る確率が高くなる事もわかりました。

唾液の重要性も痛感しました。口腔乾燥を起こし
た口腔内は，粘膜が保護されないので非常に弱くな
り，自浄作用が無くなるので汚れるのが早く，歯牙
だけで無く粘膜にも固着します。痰だけで無く，唾
液の流動性も下がるので，それを嚥下することが困
難になり，咽頭部に貯留してしまい，嚥下だけでな
く呼吸にも影響することがわかりました。その為に
は，口腔ケアではプラークコントロールを主目的に
行うのでは無く，唾液の分泌を充分に起こさせるよ
うなケアが重要であると言うことと，その方法を黒
岩恭子先生から教わり，先生が開発した「くるリー
ナブラシシリーズ」を使用して，口腔ケア，口腔リ
ハビリを行うようになりました。

脳梗塞後遺症で起こる口腔の麻痺は，ある程度の
期間でほとんどの患者さんが自然治癒します。筆者
の耳鼻科の医師との連携での経験や一緒に勉強させ
ていただいている歯科医の経験から，嚥下機能や口
腔機能が上手く行かないのは，ほとんどの場合，摂
食していない期間が長いための廃用によるものと，
義歯などが合わない，噛み合わせが悪い，喪失した
歯をそのままにしていて噛めないと言った，口腔環
境が悪い為に起こっていることもわかってきまし
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た。嚥下機能の診断は必須ですが，その時点で機能
障害があっても，実は原因は口腔内に問題があるた
めに起こっていることが多いのも事実で有り，嚥下
障害と診断されても口腔内環境を改善するだけで，
トラブル無く食事ができる様になった患者さんを多
く経験しています。今，食べられないからと言っ
て，このままずっと食べられないと診断するには，
これから歯科界だけで無く医療界全体でその研究が
されるべきだと筆者は感じます。VE，VF といっ
た検査がされていますが，それだけで嚥下に関する
機能診断が充分とは，筆者の経験から考えられない
と思っています。

在宅で歯科医に出来る事

筆者は，歯科往診で出来る限り口腔環境を元通り
にして，清潔に保てるように努めています。その上
で実際に食べるところを見て確認し，口腔機能に問
題があれば口腔リハビリを行って，スムースに安全
に食事ができる様に，そして，口腔ケアを行ってい
ただけるようにアドバイスを行うようにしていま
す。しかし，これは歯科医だけで出来るものではあ
りません。例えば口腔ケア，口腔リハビリは，月に
数回の訪問で解決出来るものでは無く，患者さんに
関わっている多くの職種や家族の方に日常の介護の
一つとして行ってもらう事が必要です。この様に歯
科医だけで出来る事は全体の介護から見ると多くは
ありません。しかし，時として歯科医が関わること
で，患者さんや家族の QOL が大きく向上すること
があります。

ある患者さんとの出会い

それを教えてくださった患者さんを一例紹介しま
す。８４歳女性，肺気腫で呼吸が弱く，日常生活では
酸素が必要で，それも酸素発生装置から直接吸引し
ている為，自宅から一歩も出られない状態で療養を
されていました。口腔内は上下無歯顎。介護されて
いるのは看護師さんで，２４時間体制（住み込み）でし
た。「先生，私の歯はもうダメでしょう」というの
が第一声「もし治るのなら治して欲しいんですけ
ど」という患者さん本人からの依頼でした。上下顎
とも骨吸収は進んで，上顎は左右小臼歯部から小臼
歯部がフラビーガム，下顎は顎舌骨筋線の高さで平

な顎堤でした。患者さん宅が少し遠かったので休日
を使って往診を始めました。休日でしたから，患者
さんの体調を見ながら，時間をかけて診療を行いま
したので，診療の最中にいろいろなお話を聞かせて
いただきました。その中でドキッとする言葉を聞き
ました。「先生，私，お洋服を全部捨ててしまいま
したの，いつもパジャマでごめんなさいね」理由を
お聞きすると「酸素発生器が無いと生きていけませ
んし，歯が悪くて外食も出来ないから，もう外に出
る事を諦めたんです。だからもうお洋服はいらない
の，あると着て出かけたくなっちゃうじゃない。だ
から全部捨てたんです」患者さんの心情を感じ，心
に重く響いた言葉でしたし，とてもショックな言葉
でした。何とか食べられるようにしてあげたいと想
いましたが，往診を始めてまだ経験が浅かった事も
あり，咬合採得で時間がかかり，セットしてからの
調整で時間がかかりと大変な思いをして治療にあた
りました。特にセット後は３日置きに電話があり，
診療が終わるとすぐに伺うと言う状況でしたので，
患者さんの苦労はもちろん，こちらも心が折れそう
になりましたが，だんだんと義歯も落ち着いてき
て，電話の間隔も長くなり，セットから２か月後に
はかなり落ち着きました。すると３か月後，ご本人
から「先生，どこも痛くなくなったんだけど，今度
のお休みの日に来てくださいます？」という電話が
ありました。ご本人からの電話は，はじめてでした
からびっくりしましたが，また何か痛みでは無いト
ラブルだと思い，色々と想像を巡らせて伺いまし
た。お宅に伺うと患者さんは洋服を着て，僕を迎え
てくれました。それだけでもびっくりなのに，ピザ
やサンドイッチなどいろいろな食べ物や飲み物が用
意されていて「ごめんなさい，これ全部食べられる
ようになった，私の好物なの」と，どうぞと勧めな
がらご自身も一緒に食べてくださいました。「先生
にご苦労かけちゃったから，食べられるところを見
てもらおうと思って」この言葉は本当にありがたい
お言葉でした。筆者の師匠である加藤武彦先生は
「往診に行ったら，食べるところまで見ないで帰っ
て来ちゃいけない」とおっしゃいますので必ず往診
した時には，何かしらを食べてもらって確認をして
いたのですが，それを患者さんが理解してくださっ
て，ご自身で証明をしてくださったのです。そし
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て，ホテルにも食事に行かれたとおっしゃって，
「お洋服を買い直さなきゃいけないから大変」とニ
コニコしながらおっしゃいました。介護している看
護師さんによると食べられるようになってから，酸
素の量も少なくなって，ボンベを引っ張って歩ける
ようになられたのだそうです。そうしたら急に出か
けたいとおっしゃったそうです。

筆者がしたことは，七転八倒しながら患者さんの
義歯と格闘しただけです。それも今から見れば充分
な義歯が出来たとは考えられません。ですが結果的
に，自分では考えもつかなかった事が起こることが
あるのだと言うことを知りました。

歯科往診の始まりは診療室から

歯科往診で口腔内を診ると「いつからこういう状
況のお口の中なのだろう」と考える事があります。
明らかにクラスプの合っていないパーシャルデン
チャー，なんの抵抗もなくスッと落ちてしまう，浮
き上がってしまう総義歯，上下の歯が噛み合ってい
ない補綴物が見られた時，これはいつからだろうと
考えてしまうのです。全身の疾患を患い，集中治療
室で数ヶ月過ごしただけで，これほどまでに口腔環
境が悪化するのかが疑問でした。そして多くの口腔
を見ていくと，病気を発症する前の口腔環境が元々
悪いせいだとわかりました。適正な処置が行われ，
咬合を再構築した補綴治療が行われていれば，集中
治療室に数か月入ったとしても，大きい変化は無い
と言う事です。ですので，倒れる前に診療室で適正
な治療を受けていれば，変化は最小で止まり，全身
環境が悪くなってから大きな治療をする必要がなく
なるのです。倒れて歯科往診が必要になる前に，診

療室で我々が適正な診療を行って，メンテナンスを
充実させることが重要だと考えます。

歯科往診を行うにあたって

歯科往診は，患者さんが満足していただけるよう
な丁寧な診療をしていると，診療室の診療に比べ
て，個々の保険点数は高くてもトータルとして赤字
になることが多いように感じます。ですので，経営
上の大きな負担になりかねません。特に開業したて
の若い先生は，診療室の経営基盤がしっかりしてか
ら多少の余裕を持って，歯科往診にあたられること
をおすすめします。

そして，患者さんと出会った時には，はじめは全
人的に何とかしよう考えるのでは無く，まずは歯科
医として出来る事を診療室でも，往診先でもプロ
フェッショナルとして確実に行う事が大切だと考え
ます。その上で，患者さんにとって必要な事をその
分野のプロと連携して全人的に患者さんの機能を
補っていくことが，必要だと考えています。

その様な事を心に留め，ちょっとの勇気を持って
診療室から一歩飛び出し，往診治療に出かけていま
す。
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