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緒 言

食べることは，生命を維持するために基本的かつ
不可欠な行為である１）。そして，単なる栄養補給だ
けでなく，‘楽しみ’としての側面も持つ。Quality

of Life（以下，「QOL」）に関わる要因の一つでもあ
り，どんな食物を，いつ，どこで，誰と食べるのか
といった多数の要因が QOL に関係している２）。歯
科治療は，口腔領域の疾病を治したり，口腔内装置
により快適に食べられるようにしたりする３）。その

解説（論文 解説）

歯科治療中の患者への食支援
－東京歯科大学水道橋病院の食品紹介ブース利用者に関する調査－

Dietary support for patients during dental treatment : A survey of visitors
of the food introduction booth at Tokyo Dental College Suidobashi Hospital
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抄録：東京歯科大学水道橋病院では，歯科治療中の患者の食支援のために食品企業と協力して管理栄
養士による食品紹介ブースを開設している。この取り組みの一環として，歯科治療中の患者の摂食状
況を把握することを目的とした調査を実施した。２０１４年７月から２０１６年６月までの期間にブースを訪
問した患者数，年齢を調査した。また，２０１５年１月から２０１６年５月までの期間の訪問者に対し，受診
中の診療科，摂食に関して抱える悩みや問題点等のアンケート調査を行った。結果，調査期間中の
ブース訪問者数は１，９４８人であった。アンケート調査の結果から，歯科治療中の患者の抱える問題は
「硬いものが食べられない」，「噛むことが難しい」，「口が開かない」の順に多いことが明らかとなっ
た。口腔外科と矯正歯科の受診者では，「口が開かない」という回答の割合が他科よりも多いことが
わかった。
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ため，歯科治療前後の QOL や日常生活動作（ADL）
を比較した研究が数多く見られる４－８）。インプラン
ト治療７）や義歯装着８）などの補綴歯科治療によって，
摂食状態が改善したという報告もある。しかし実際
には，歯科治療中もしくは治療直後に，痛みや腫れ
などによって食事摂取が一時的に困難になることが
ある。歯科の外来診療では，外科処置，義歯装着，
矯正治療など侵襲や痛みを伴う治療が多岐にわたり
行われているが，そのような治療の最中や直後に
は，程度の差はあるが摂食に問題を与えることが多
い。普段通りの食事が摂取困難であった，水分やゼ
リー飲料しか摂取できなかったといった訴えを，術
後に患者から聞くことも多い。このような歯科治療
に伴う一時的な食事摂取困難には，日常的に遭遇し
ている。しかし，それらの患者は，その後短期間で
日常の食事が摂取できるように回復することがほと
んどであるため，これまで見過ごされてきたのが現
状である。しかしながら，短期間とはいえ，治療に
伴う侵襲により QOL が低下する事実がある以上，
歯科医師はそれに対応する必要があると考える。

以上のような背景のもと，東京歯科大学水道橋病
院では，歯科治療中に食事摂取困難の発生が予想さ
れる患者への対応を検討するワーキンググループが
結成された。このワーキンググループは，一時的な
食事困難が多く発生すると予想される診療科に所属
する歯科医師を中心に，管理栄養士，事務職員，食
品メーカー社員などもメンバーとなった。このグ
ループでは，歯科治療中に一時的に食事困難になっ
た患者を支援するために，パンフレットの作成や市
販の軟食や栄養補助食品，栄養補助飲料などを用い
た支援策について検討した。また，栄養・食事指導
に関する院内勉強会を開催したり，市販の食品を組
み合わせた食事メニューの開発を試みたりもした。
さらに取り組みの一環として，２０１４年７月には軟食
や栄養補助食品，栄養補助飲料などの食品を紹介す
るブースを東京歯科大学水道橋病院の入口の一角に
開設した（図１）。このブースは，食品メーカーによ
り運営され，管理栄養士が患者や家族の相談を受け
るものである。各診療科の歯科医師は，治療後に摂
食困難な状態になると予想される患者や，歯科治療
中に摂食困難になった患者に対し，このブースへの
訪問を指導している。

目 的

歯科治療に伴う一時的な摂食困難者の状況を把握
することを目的に，東京歯科大学水道橋病院に開設
された食品紹介ブースを訪問した患者数，受診中の
診療科等について調査を行った。

方法と対象

東京歯科大学水道橋病院で歯科治療を受けた患者
またはその家族のうち，食品紹介ブース（以下，
「ブース」）の訪問者数を調査した。また，訪問者
を対象にアンケート調査を実施した。訪問者数の調
査期間は，２０１４年７月から２０１６年６月とした。アン
ケート調査の期間は，２０１５年１月から２０１６年５月と
した。本研究は東京歯科大学倫理審査委員会の承認
を得て行われた（承認番号６７５）。

調査内容

ブース訪問者数およびブースへの訪問経路の調査
を行った。訪問経路の調査は，歯科治療に伴う一時
的に食事摂取が困難となった，もしくは，困難とな
ることが予想されるとして，歯科医師または管理栄
養士が患者にブース訪問を紹介した場合と，歯科医
師の紹介によらず自らの興味により訪問した患者と

図１ 東京歯科大学水道橋病院に開設された
食品紹介ブース
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に区分した。さらに，紹介の場合は依頼票の交付を
受けて訪問した患者（以下，「依頼票持参」）と口頭
のみで指導（以下，「口頭紹介」）とに区分した。

アンケートの項目は，患者の年齢層，患者との関
係，食事に関する問題点，受診中の診療科（依頼元
診療科）とした。患者との関係は，「本人」，「配偶
者」，「（患者の）保護者」，「（患者の）子」，「その他」
に区分した。食事に関する問題点は，患者の主観に
基づいて「硬いものが食べられない」，「噛むことが
難しい」，「口が開かない」，「栄養の不足，偏りが気
になる」，「口の中が痛い」，「飲み込むことが難し
い」の６項目からの選択回答（複数回答可）とした。
訪問者が回答したくない項目は，無回答とした。

結 果

１．ブース訪問者数
調査期間中のブース訪問者数は，１，９４８人であっ

た。その内，依頼票持参は４１３人，口頭紹介は１５６人

であった（図２）。暦年別（２０１４，２０１５，２０１６年）でみ
ると，訪問者数はそれぞれ６４６，７６５，５３７人であっ
た。１日の訪問者数（平均±SD）は，それぞれ５．７±
３．１，３．２±０．６，４．５±２．４人であった。月の依頼票
持参者平均数は，２０１４，２０１５，２０１６年でそれぞれ
２．５±１．４，１１．９±３．９，４２．５±４０．０人であった。月
の口頭紹介者平均数は，それぞれ３．２±２．０，６．８±
４．３，９．２±５．０人であった。いずれも増加傾向が認
められた。診療科別の訪問者数を表１に示す。依頼
票持参者数は，口腔外科（以下，病棟の管理栄養士
からの紹介を含む）が２２５人，口腔インプラント科が
８５人，補綴科が４９人の順で多かった。口頭紹介の者
は，口腔外科が１１２人で，次に「その他」と続いた。
２．アンケート

調査期間中のアンケート回答者数は９６１人であっ
た。年齢層の回答があった８８８名のうち，多いもの
から２０歳代１５４人，７０歳代１３４人，３０歳代１２４人の順
であった（図３）。訪問者との関係に回答のあった

表１ 診療科別の依頼票持参者数および口頭指示者数

診療科 紹介資料持参
ｎ＝４１３

口頭紹介
ｎ＝１５６

口腔外科(管理栄養士を含む） 225 112
口腔インプラント科 85 8

補綴科 49 3
矯正科 40 8
保存科 4 10
その他 10 15

図３ 年齢層別のブース訪問者数

図２ 食品紹介ブース訪問者数とアンケート回答者数
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９２２人のうち，本人が７４０人で一番多かった（図４）。
問題点の回答のあった８６９人のうち，多いものから
「硬いものが食べられない」３３７人，「噛むことが難
しい」１８０人，「口が開かない」１１９人の順であった

（図５）。
診療科別の年齢層では，口腔外科では全年齢層に

わたっていたが，矯正歯科では２９歳以下の若年層が
７１％と多く，補綴科では７０歳代以上の高齢者層が
７５％と多かった（図６）。診療科別の問題点を見る
と，いずれの診療科も「硬いものが食べられない」
や「噛むことが難しい」が多くの割合を占めた。ま
た，口腔外科と矯正歯科では「口が開かない」とい
う回答の割合が他科よりも多かった（図７）。

考 察

口腔の痛みや構音障害，咀嚼障害等の口腔の状
態は，QOL に大きく影響すると言われている９）。

Leao & Sheiham（１９９５）１０）の研究では，歯の欠損や
齲蝕により QOL に影響が出ると報告されている。
また，口腔内が健康であるかどうかが，食事や精神
状態の安定，笑顔などに影響があるともいう１１）。こ
のように，口腔内の状態と QOL の関係は密接であ
り，口腔内の状態が良くないと食事にも影響すると
考えられる。

これまでに，歯科治療の方法による満足度の違
い１２）や，治療前後での QOL の比較１３）についての報
告はある。しかしながら，一般的な歯科治療中の患
者の QOL について検討した報告はない。治療の過
程で QOL を低下させる要因としては，咬合状態の
変化や炎症による疼痛・浮腫などが考えられる。そ
のような症状が原因で，噛むことができず，一時的
に食形態の変更が必要になる場合がある。そこで，
その実態を把握するために本調査を企画した。

その結果，ブース訪問者は年々増加する様子が認

図５ ブース訪問者の食事に関する問題（複数回答あり）

図４ ブース訪問者の患者との関係
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められた。その理由の一つに，我々の活動が病院内
で次第に周知されてきたことがあると考えられ，潜
在的に食事に関する支援が必要な患者が多数存在し
ていたことが伺われた。患者は，歯科治療に伴う疼
痛や開口困難があっても，歯科治療中であることか
ら，それまでのように食事をとることができない状
態は仕方ないものと諦めていた。しかし，歯科医師
から歯科治療中の食事の対応方法について説明を受
けることで，ブースを訪問するという行動を促すこ
とになったと考えられる。また，当ブースを病院内
の目立つ位置に設置したことも訪問者の増加につな
がったものと思われる。さらに，初診時の書類一式

にブースの案内を加えたところ，訪問者が増加した
という事例もあった。口腔外科や口腔インプラント
科などからの訪問者が多かったが，侵襲を伴う外科
治療が行われることが要因であると考えられる。

訪問者の年齢層は２０歳代から３０歳代が多かった
が，この年齢層は食べることや歯科治療による変化
への関心が強いことが分かった。これらの患者は，
治療前は食事にまったく問題がなかったため，治療
による変化を強く感じたものかもしれない。また，
７０歳代以降の年齢層の訪問者も多かった。Montero,
Bravo, López-Valverde, & Llodra（２０１０）１４）は，若年
者と比較して高齢者は摂食に関する問題が多いと報

図７ ブース訪問者の食事に関する問題の診療科による比較

図６ 診療科別のブース訪問者の年齢構成
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告しているが，これは本調査結果と整合すると考え
られる。ブース訪問者は，患者本人が最も多かっ
た。外科治療を受診予定の子供の保護者が次に多
かった。また，義歯調整中の高齢者に代わって，
「子」や「その他」が訪問したケースも見られた。

問題点としては，「硬いものが食べられない」，
「噛むことが難しい」などの咀嚼困難が多かった。
歯の欠損や義歯の未装着，口腔内の疼痛などにより
咀嚼困難が生じるとされ１５），前歯部の補綴治療によ
り咀嚼が改善したという報告もある１６）。このよう
に，歯の欠損や疼痛等が原因で咀嚼や摂食に影響が
生じるため，歯科治療に伴う一時的な口腔内環境の
変化や疼痛も咀嚼困難を引き起こしたものと考えら
れる。さらに，歯の欠損状態と栄養状態とは関係し
ており，義歯などの補綴装置が適切に機能している
と栄養状態を良好に保てるという報告がある１７）。
Choi らは，同じく不正咬合の若年者と比較して，
不正咬合のある高齢者は咬むことへの不満が多いと
報告している１８）。このため，歯科治療途中であって
も，可能な限り暫間的な補綴処置を行い，その補綴
装置で摂取できる食事について説明する必要がある
と思われる。

診療科による違いを見ると，口腔外科と矯正歯科
では「口が開かない」という問題の割合が他の科と
比較して多かった。これは，口腔外科では治療後の
炎症や腫脹，顎間固定などの処置が要因と考えられ
る。矯正歯科では，治療による咬合の変化や歯の移
動に伴う疼痛が原因と考えられる。口腔インプラン
ト科では壮年層が多くを占めていたが，「硬いもの
が食べられない」問題が多かった。一方，保存科で
は，「噛むことが難しい」が「硬いものが食べられ
ない」が多い傾向があった。歯科治療中に患者が抱
える摂食に関する問題を解決するためには，歯科治
療の内容やその経過，年齢層による嗜好の違いなど
を考慮した適切な食事指導の内容を検討する必要が
ある。歯科治療中の患者の苦痛軽減や栄養状態改善
のために，食品紹介ブースが情報提供の場なること
が期待される。本研究結果は，その一助となると思
われる。

結 論

東京歯科大学水道橋病院に設置された食品紹介

ブースの訪問者の調査と，訪問者に対するアンケー
トを実施した。その結果，歯科治療中に摂食に問題
を抱える患者が多いことが分かった。また，診療科
により問題に違いがあることが明らかとなった。
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