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緒 言

平成２４年度の診療報酬改定で周術期口腔機能管理
が新設された。この周術期口腔機能管理は，厚生労
働省の中央社会保険医療協議会総会（２５９回）におい
て専門委員提出資料が示した，「口腔清拭などの一
般的な口腔内ケアだけでなく，歯周ポケット，う蝕，
歯根管内，根尖部，顎骨，唾液腺などに対して，歯
科医師および歯科衛生士が実施する専門的処置に
よって，口腔の機能をできるだけ正常に保つこと１）」
が制度に反映したものと考えられる。これまでも，
歯科が口腔機能管理を行うことにより，人工呼吸器
関連肺炎（Ventilator associated pneumonia：以下，
VAP）の予防，入院期間の短縮や術後合併症の減少，
化学療法や放射線療法の有害事象である口腔粘膜炎
の抑制など多くの効果が報告されている１－５）。周術
期口腔機能管理は，チーム医療推進の一環として導
入された制度であり，がん患者等の周術期等におい
て，歯科医師の包括的な口腔機能の管理が評価さ
れ，周術期口腔機能管理計画策定料，周術期口腔機
能管理料や歯科衛生士が行う周術期専門的口腔衛生
処置が新規収載された。平成２６年，２８年の改定で
は，医科点数表にも関連する項目が追加され，周術
期口腔機能管理の一層の推進が図られている６）。が

んの化学療法や放射線療法が外来通院で可能となっ
てきた昨今，対象となる患者は病院からの逆紹介で
かかりつけの歯科診療所に来院するケースが増加す
ると予想される。そのため，主治の診療科からの依
頼により，歯科衛生士の約９割が就業する歯科診療
所７）でも，歯科医師の指示のもと周術期専門的口腔
衛生処置にあたる必要がある。安全な周術期専門的
口腔衛生処置を実践するためには，周術期患者の情
報収集と解釈から全身状態を把握して，病期や病状
に合わせた個別の処置と指導計画を立てて対応する
ことが求められる。このような背景から，歯科衛生
士教育においてもそれらの能力を育成していくため
に，臨床実習において周術期口腔機能管理に関する
実習プログラムの導入を試み，その学習成果と今後
の課題を検討した。

対象および方法

１．対象
東京歯科大学市川総合病院の歯科・口腔外科およ

び口腔がんセンターにおける臨床実習に参加した平
成２８年度第３学年４月～９月の歯科衛生士実習生４９
名と指導を担当した歯科衛生士（以下，指導者）８名
を対象とした。

２．学習目標，学習方略
一般目標（GIO）は「医科疾患を有する患者の合併

症を軽減するために必要な専門的口腔衛生処置につ
いての知識，技能，態度を修得する」とし，さらに
行動目標（SBOs）を設定した（表１）。知識領域は，
臨床実習前の全体オリエンテーションで周術期口腔
機能管理の総論，各班の１４日間の実習の初日に各論
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として症例別の介入目的に関する講義を方略（LS）と
した。技能および態度領域は，実習生１名に対し，
歯科・口腔外科にて全身麻酔による手術前および化
学療法症例，口腔がんセンターにて放射線療法症例
の計３症例を配当し，指導者と合併症に関連する口
腔内の問題点やがん治療における有害事象を観察
し，周術期専門的口腔衛生処置を見学する臨床実習
を LSとした。実習終了後，実習生は症例ごとに電
子カルテで治療状況や血液データなど患者把握のた
めの情報収集を行い，口腔内の問題点とそれに関連
する周術期の合併症および有害事象，学習内容を記
載したレポートをプロダクトとして提出した（図
１）。本実習プログラムは見学を主としたため，評
価はレポートのみとした。

３．学習評価と今後の課題の検討
１）学習評価
⑴ SBOs の学習評価
ａ．レポートに記載された学習内容の質的分析
「学習できたこと」と「学習できなかったこ
と」に相当する事項を抽出して関連する SBOs に
分類して，実習生の割合を算出した。

ｂ．口腔内の問題点と関連する周術期の合併症およ
び有害事象の抽出

口腔内の問題点および関連する周術期の合併症
および有害事象の記載内容は，技能の SBOs であ
る「周術期の合併症に影響する口腔内の問題を調
べる」の評価対象とした。

⑵ 実習プログラムに対する実習生のGIO達成度
GIOを達成できたかどうか，Visual Analog

Scale８）（以下，VAS）によって実習生と指導者に調
査した。VASは，１００mmの横線の左端を理解で
きない，右端を理解できたと設定して，該当する
線上に×印を付けるよう指示し，左端から×印ま
での長さを計測して１mm＝１点で最小値０点，
最大値１００点で算出して比較した。

２）今後の課題
レポートの記載事項の「学習できなかったこと」

に相当する事項と，指導者によるレポートの添削内
容および指導者の質問紙に記載されたコメントから
考察した。

４．倫理的配慮
質問紙調査は，口頭にて研究主旨を説明の上，無

記名式質問紙を配布して，その回答を以って本研究
への同意が得られたとみなした。

結 果

１．学習評価（図２）
「学んだ」「理解した」等の動詞を用いた内容を
「学習できたこと」として抽出したところ，知識，
技能，態度領域の SBOs の７項目全てに記載がみら

表１ 周術期口腔機能管理に関する実習プログラムの学習目
標と学習方略

GIO：医科疾患を有する患者の合併症を軽減するために専門
的口腔衛生処置に必要な知識，技能，態度を修得す
る。

SBOs LS

知識

①周術期口腔機能管理の目的を述べる 講 義

②医科疾患を有する患者の専門的口腔
衛生処置を説明する

講 義・
臨床実習

③口腔と全身の関連性を説明する 講 義・
臨床実習

技能

①医科疾患患者の状態把握のための情
報を調べる 臨床実習

②周術期の合併症に影響する口腔内の
問題を調べる 臨床実習

③がん患者の有害事象を観察する 臨床実習

態度 ①医科疾患を有する患者に配慮する 臨床実習

図１ 周術期口腔機能管理に関する臨床プログラム導入の流れ

２２２ 菅野，他：歯科衛生士臨床実習での周術期口腔機能管理

― ５８ ―



れた。また SBOs としてあげていなかった「医科歯
科連携の必要性」を３名（６．１％）が記載しており，
周術期口腔機能管理がチーム医療であることに気づ
きを得た実習生がいた。「学習できなかったこと」
は「理解できなかった」「分からなかった」等の動
詞を用いた内容を抽出したが，SBOs７項目中３項
目に記載がみられた。
１）SBOs の学習評価
⑴ 知識領域－１「周術期口腔機能管理の目的を述
べる」
４１名（８３．７％）の実習生に「学習できたこと」に
関連する記載があった。全身麻酔による手術前で
は「VAPの予防」，心疾患症例では「感染性心内
膜炎の予防」，化学療法や放射線療法では「口腔
粘膜炎を悪化させないこと」など，症例ごとの周
術期口腔機能管理の目的をあげて理解できたとす
る記載が主だった。

⑵ 知識領域－２「医科疾患を有する患者の専門的
口腔衛生処置を説明する」
実習生全員の１００％が「学習できたこと」に関

連する記載があった。「口腔衛生管理を開始する
際は，口腔ケアの必要性を理解してもらえるよう
十分な説明を行って実施する」「がん治療では有
害事象に応じて清掃器具を選択する」などが記載

された。
⑶ 知識領域－３「口腔と全身の関連性を説明する」

５名（１０．２％）の実習生は「学習できたこと」に
関連する記載があった。１名（２．０％）の「学習で
きなかったこと」に関連する記載は「口腔と全身
の関連性の理解が不十分だった」という内容で
あった。

⑷ 技能領域－１「医科疾患患者の状態把握のため
の情報を調べる」
４８名（９８．０％）の実習生が，「情報収集は安全な
処置を実施する上で必要なスキルである」と記載
して「学習できたこと」とする一方で，重複して
「学習できなかったこと」を記載する実習生が１９
名（３８．８％）いた。「学習できなかったこと」とし
て「血液データの異常値が示す病態が分からな
かった」や「医科で用いる専門用語や略語を理解
できなかった」という理由から「患者の状態把握
が不十分だった」という内容の記載があった。

⑸ 技能領域－２「周術期の合併症に影響する口腔
内の問題を調べる」
「学習できたこと」の記載は１０名（２０．４％）の実
習生のみで，「学習できなかった」とする記載は
なかった。レポートに記載された口腔内の問題
は，口腔清掃不良や歯周病，う蝕の存在など，全

＊ ％は実習生４９名中の割合を示す

図２ SBOs の学習成果

歯科学報 Vol．１１８，No．３（２０１８） ２２３
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員が記載できていた。しかし，周術期の合併症や
有害事象として「歯周病の進行」「う蝕の進行」
など歯科疾患のみをあげる実習生が多く，そのう
ち学習できたとする１０名は，指導者によって，全
身麻酔による手術前では「VAP」，化学療法では
「口腔粘膜炎」がレポートに追加されていた。

⑹ 技能領域－３「がん患者の有害事象を観察する」
「学習できたこと」の記載は１０名（２４．５％）で，
「口腔内は歯牙や歯肉だけでなく粘膜面も観察す
る」「有害事象が出やすい部位を注意深く観察す
る」などの記載があった。「学習できなかったこ
と」に関連する記載をした５名（１０．２％）は「有害
事象が出やすい部位を観察していなかった」「有
害事象が出る時期を把握せずに観察していた」が
あがった。

⑺ 態度領域－１「医科疾患を有する患者に配慮す
る」
４７名（９５．９％）に「学習できたこと」に関連する
記載があり，「学習できなかったこと」に関連する
記載はなかった。「学習できたこと」として「患者
の訴えを傾聴すること」「体調がすぐれない場合
には姿勢を確認しながら行う」などが記載された。

２）実習プログラムに対する実習生のGIO達成度
実習生のVASによる評価平均が，８６．５±１１．１点

と高いのに対して，指導者の実習生へのVASによ
る評価平均は４８．３±１０．６点と低い傾向にあった。
「オリエンテーションの内容は概ね理解している」
という指摘が指導者１名（１２．５％）からあった。しか
し，指導者６名（７５．０％）からあがった最も多い指摘
は，「３症例の周術期口腔機能管理の目的が区別で
きていない」という内容であった。また，指導者２
名（２５．０％）から「口頭試問を行うと理解できていな
い」，指導者１名（１２．５％）から「口腔内の問題点は
抽出できても，周術期の治療上の問題点に結びつか
ない」という指摘があった（表２）。

考 察

１．学習成果
本研究は，実習プログラムを導入した実習生のみ

を対象としたため，導入以前との比較検討はできな
かった。また，各実習生で配当患者が異なったた
め，見学内容は統一されていない。しかし，この実

習を通じて，安全な周術期専門的口腔衛生処置を実
践するためには，病期や病状に合わせた個別の処置
と指導計画を立てて対応することを学ぶことができ
たと考える。これは，オリエンテーションで周術期
口腔機能管理の説明を受けた上で実習に臨んだこと
に加えて，指導者がカルテや看護記録，各種検査
データから患者の状況を分析し，それらを考慮して
患者負担を軽減した専門的口腔衛生処置の実践を見
学したことによるものと考えられる。さらに，手術
に不安のある患者や化学療法や放射線療法中のがん
患者の訴えを，指導者が傾聴して声かけをする場面
を見学したことで，精神的サポートの必要性を学習
できたと記載しており，「患者へ配慮する」という
態度面の学習に繋がったと推察される。その反面，
医科用語や血液データが学習できなかったことにあ
がり，病期や病状が把握できず患者の全身状態の理
解が不十分であった実習生がいた。今回の実習は，
実習生が対象患者を実習時に知ったため，事前に患
者情報を得た上での学習が十分できなかったことも
一因であった。また，血液データは１年次，２年次
の授業において履修済みではあるが，それらの異常
値と疾患や病態を結びつけるまでには至らなかった
と考えられる。知識領域の「口腔と全身の関連性を
説明する」と技能領域の「周術期の合併症に影響す
る口腔内の問題を調べる」が両者とも低い学習成果
だったのは，患者を把握するためのデータ解釈や治
療対象疾患に関連する知識が不十分な状況で技能
の学習を求めたことも原因と考えられる。今後は
実習生の理解度を考慮した SBOs の設定が必要であ
る。また「がん患者の有害事象を観察する」とい
う SBOs は，口腔粘膜炎を発症している患者が少な

表２ 実習プログラムに対するGIO達成度評価の平均と指
導者のコメント

実習生の自己評価の平均 ８６．５±１１．１点

指導者の評価の平均 ４８．３±１０．６点

【指導者のコメント】
•オリエンテーションの内容は概ね理解できている（１２．５％）
•口頭試問を行うと理解できていないことが多い （２５．０％）
•３症例の周術期口腔機能管理の目的の区別ができない

（７５．０％）
•口腔内の問題点は抽出できても，周術期の治療上の問題点
に結びつけることができない （１２．５％）

２２４ 菅野，他：歯科衛生士臨床実習での周術期口腔機能管理
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かったことや，全身の有害事象が強く出ている患
者は実習生見学を拒否するケースがあったため，
SBOs と LS が一致せず低い学習成果になったと考
えられる。

２．今後の課題
指導者から最も指摘が多かった「３症例の周術期

口腔期機能管理の目的を区別ができていない」とい
う点は，知識領域の SBOs「周術期口腔機能管理の
目的を述べる」を４１名（８３．７％）が学習できたとする
結果と異なった。これは，指導者からの口頭試問で
回答できなかったという指摘や化学療法の合併症と
してVAPをあげるなど，症例と合併症が一致せず
にレポートを添削された実習生が散見されたことか
らも，評価の差異が明らかである。加えて，１４日間
という短時間で講義と３症例の見学実習をしたた
め，知識が整理できないまま実習に臨むこととな
り，症例が混同しやすい状況も一因であると考えら
れる。さらに，口腔内に実在する歯肉の腫脹やプ
ラーク，歯石の付着は観察できていたが，周術期に
おける合併症や有害事象との関連を解釈するまでに
は至らなかった。これが，指導者からの「周術期の
治療上の問題点に結びつけられない」という評価に
つながったと考えられる。がん患者を対象とした場
合，その治療と患者特性や管理に関する知識も求め
られる９）。そのためには，治療法や患者の状態を把
握する情報収集とそれを解釈する知識を要するた
め，事前指導とともに実習後のフィードバックも強
化する必要がある。今後は，実習前に患者情報を確
認して調べる時間を確保することや，症例をしぼっ
て全身と口腔を関連づけた学習ができるよう，
SBOsの設定も含めて再検討し，医科疾患患者に対応
できる実習プログラムを構築していきたいと考える。

結 論

本研究の結果から，本実習プログラムは周術期口
腔機能管理に関する知識，技能，態度を学ぶ機会と
なったことに意義があった。周術期口腔機能管理に
おいては，医科疾患の治療内容や目的によって必要
とされる歯科衛生士による専門的口腔衛生処置や口
腔衛生指導は異なるため，今後は，医科疾患の治療
における合併症，有害事象に考慮した歯科衛生介入

を計画して，歯科医師の指示をふまえて実践する力
を指導していくことも必要である。ただし，実習プ
ログラム立案にあたっては見学が困難な症例もある
ため，臨床実習以外の学習方略も検討が必要であ
る。それらも考慮した上で，医科疾患患者の口腔健
康管理を担う歯科衛生士を育成できるよう，実習プ
ログラムの目標，方略，評価の改善を図っていきた
いと考える。
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