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■第５44回（10月）例会「他職種が実地医家に求めるもの」

医科歯科連携に向けて
─歯科医から望むこと─
髙
○はじめに
「医科歯科連携に向けて，歯科医から望む

野

直

久

ころ」といった「暮らし」に必要な様々な条
件を支え，人がその人らしく生きていくため
に欠かせない基本的機能である。

こと」というよりも，開業歯科医が，とても

これからの歯科医療は，全ての人のライフ

気にしながら歯科診療を行っている現状を，

ステージにおいて生活を支える医療を目指す

理解して頂ければ，自ずと，実地医家の先生

ことにしている。

方にも，一緒に地域医療を行うことを願って
いる歯科医が，現実の問題として望んでいる

○課題となる疾病の変遷

「医科歯科連携」の全体像が見えてくるので

我が国の死亡に関する疫学的変遷をみると

はないか。まずは，歯科治療，口腔保健がど

以前は感染症が重点課題であったが，最近で

のようなものであるか，医科の先生方に，ご

は生活習慣病への対応が課題とされている。

理解頂ければと思う。

生活習慣病としては，糖尿病，脳卒中，心臓

人が自立した日常生活，すなわち
「暮らし」
を営むには，良好な生命活動，生活活動，社
会活動が不可欠であり，その基盤として，身
体的・生理的機能と精神機能の維持・向上が
大切である。
口腔は呼吸器官と消化器官の入り口であり，

病，高血圧，脂質異常症，歯周病，肥満など
が挙げられている。

○むし歯も歯周病も感染症
むし歯は感染症であるし，歯周病も感染症
である。さらに，むし歯も歯周病も生活習慣

摂食・咀嚼・嚥下機能，味覚，唾液分泌，発

病でもある。幼児期では母親による仕上げ磨

声・発語といった生理機能だけではなく，口

きの大切さは変わらない。実際問題，子ども

元や顔はその人の自己表現の源であり，コ

のむし歯の原因は，親のむし歯菌か？

ミュニケーションや情動の表出，さらには若

うたら，そう考えても間違いではないといえ

さ，美しさ，整容などの要素も表現するとい

るほどの実証データがある。むし歯を予防す

う心理的，社会的機能をも担っている。した

るには，いくつかの条件を改善することであ

がって，口腔の機能は「いのち」
「からだ」
「こ

る。大事な歯をなくすことや食べないなどの

たかの なおひさ
東京都足立区・（社）東京都歯科医師会理事，（一
般社団）東京都学校歯科医会理事，髙野歯科医院
院長
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と問

選択肢は考えないとしたならば，歯を丈夫に
したり，食べる環境を整えるなどの必要があ
る。そこで歯質強化にフッ化物を活用する
（フッ化物の配合された歯磨き粉やフッ素洗


図１

高血糖が歯周病を悪化させるメカニズム

口）
。食べ物とむし歯菌の接触共存する状況

る。この成分が過剰に産生されると，自らの

を物理的あるいは時間的に減らす（おやつな

組織を破壊する現象がおこり，歯肉炎さらに

どの間食をだらだら食べる習慣をなくす。さ

歯周炎に発展して歯槽骨が吸収され，ついに

らに，食後に歯磨きや口濯ぎを行う。べとつ

は歯が抜ける。そこで，歯周病は放置すると

く食べ物を避ける）
。むし歯菌を減らす（口

歯を失う感染症であるといえる。

腔内の除菌のため薬剤をトレー法で行う。あ

歯周病原菌の攻撃に対して，炎症や免疫に

るいはむし歯菌の栄養素である糖類の代わり

関わる細胞はサイトカインを産生し防戦する。

にキシリトールなどを応用することで，少し
ずつむし歯菌を減らす）ことである。

○歯周病
生活習慣の短期的乱れは，まず歯肉の病気
に現れる。歯周病のうち骨破壊などのない軽

サイトカインや歯周病原菌の一部は，血液
を介して全身の組織や臓器に運ばれ，悪影響
を及ぼす。しかし，誤嚥性肺炎などの呼吸器
感染症では血液を介さないで影響を与える。

○医科歯科連携

度では歯肉炎のレベルである。また，成人の

とくに医科歯科連携を行いたい対象をリス

約 ８ 割が罹患している疾患で，検診しなくて

トとして挙げるならば，糖尿病，喫煙，透析，

も歯周病に罹っているといっても ８ 割の方は

がん（とくに周術期の連携），閉塞性睡眠時

正しいことになるいわゆる国民的病気であり，

無呼吸症候群，骨粗鬆症，関節リウマチ，ア

また生活習慣病でもある。歯周ポケットでは

スピリン喘息，妊娠，急性心筋梗塞，脳梗塞，

プラーク中の細菌が歯周組織を攻撃し，歯周

要介護者，高齢者，児童虐待，精神疾患など

組織は，炎症・免疫により防戦する。細胞は

である。

サイトカインと呼ばれる成分を盛んに分泌す
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人間の医学

図２

歯周病が糖尿病を悪化させるメカニズム

図3
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糖尿病医療地域連携イメージ
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［糖尿病］

糖尿病をもつ歯周病患者の場合に，歯周病
治療をしないで放置すると，血糖値は悪化の

歯周病と糖尿病とは，次のようないくつか

一途を辿ることになる。しかし，歯周病の治

の類似点がある。①初期症状はどちらも無症

療を行うと，歯周病が治癒するだけでなく，

状，②どちらも生活習慣病，③どちらも自己

血糖値の低下にもつながる。

管理で予防ができる（歯周病はプラークコン

糖尿病の人が，定期健診等を受けて歯周病

トロール，糖尿病は食事療法や運動療法な

の兆候がみられた場合には，歯周病が悪化す

ど）
。また，歯周病は糖尿病の合併症の一つ

る前にその治療やケアをすることが重要であ

でもある。怖いのは糖尿病ではなく，その合

る。まさしく，地域における医科歯科連携が

併症であるといえる。

発揮される環境整備の推進が，現在の重要な

糖尿病が歯周病に及ぼす影響として，よ

課題といえる。内科医が，眼科医に対診する

く，高血糖が続くと歯周病も悪化するといわ

ように，糖尿病の患者に対して歯科受診を勧

れている。糖尿病の人は， 糖尿病でない人

奨する時代が来たのである。東京都糖尿病医

に比べて，中等度あるいは高度の歯周病にな

療連携協議会においても，かかりつけ医と糖

る頻度が ２ 〜 ３ 倍高く，歯周病が進行しやす

尿病専門医との連携に，眼科医とともにかか

く，治りにくいとされている。高血糖が歯周

りつけ歯科医が加わる構図が示されている

病を悪化させるメカニズムとしては，血中の

（図 3 ）。 １ 年に一回は歯科受診をする糖尿病

糖化タンパクの増加が，マクロファージを刺

の医療連携に際してのガイドラインが示され

激してサイトカイン量を増加させることにな

ている。

り，血液を介して歯周組織の炎症が促進され
ると，考えられている（図 1 ）
。さらに，糖

［喫煙］

尿病の人は免疫力が低下しており，組織を元

喫煙に対する対策として，歯科からも禁煙

通りにする力も弱いため，炎症による組織破

支援を行っている。その目的は，がんや慢性

壊が進行しやすいといわれている。

閉塞性肺疾患（COPD）の予防対策だけでは

歯周病の治療で血糖値が改善したという報

ない。それでは，歯科における禁煙支援とは，

告が多数ある。歯周病は糖尿病を悪化させる

何を目的にしているのか？

要因のひとつである可能性がきわめて高いと

禁煙支援は，肺がんや肺気腫，COPD などの

歯科関連職種の

いえる。歯周病が糖尿病を悪化させるメカニ

防止のためにやるのか？

ズムとしては，歯周組織においてある特定の

にも役立つが，それよりも喫煙により，まず，

サイトカインが増加し，血液を介して肝臓，

たばこの煙は口腔を通り，口腔にもその影響

筋肉，脂肪組織に運搬されるとインスリンの

が出るから歯科からも禁煙支援を行っている

作用を抑制することになり，そうなると細胞

のが真実である。

もちろん，それら

内へのブドウ糖の取り込みが阻止され，その

口腔がんは，喫煙者の口の中にできる病気

結果として血糖値を上昇させると考えられ

として昔からよく知られている。喫煙により

ている（図 2 ）
。さらに，脂肪細胞・マクロ

発生した口腔がんによる死亡者は，肺がん死

ファージ相互作用による炎症性反応の増幅作

亡者とほぼ同じくらいの発生率が挙げられて

用が全身に影響することになる。また，歯周

いる。米国の報告（米国がん協会）では，約

病が肥満を引き起こすかもしれないとも考え

３ 万ケースの新たながん患者のうち男性 ４ ％，

られはじめている。

女性 ２ ％が口腔がんである。そして，毎年約

12
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図4

７ 歳の女児の口腔内写真

図5

４ 歳の女児の口腔内写真

３ 万人が口腔がんと診断されて治療を受けて

いる。喫煙の歯周病へのリスクは，非喫煙者

いるという状況である。その ３ 分の ２ 以上は

に比べて ２ 〜 ９ 倍と大きいことが分かる。ま

男性である。そして，８,５００人に及ぶ患者が

た，元喫煙者のリスクを見ると，喫煙者の値

毎年命を落としているという。これらの患者

の約 ２ 分の １ と低くなり，禁煙すると歯周病

のほとんど（約９０％）が実際何らかの形でた

のリスクが減少する。歯周ポケットは，歯石

ばこを愛用していたという状況である。世界

や細菌がたまりやすく炎症をきたすもとにな

では，このところ，各国で舌がんをはじめと

る。歯周ポケット底の歯根面との付着の位置

する口腔がんが増加している。最近は，特

が歯根側に後退する様子は喫煙者に多く見ら

に若い男性に増加しているという。 １ 年間に

れる。また喫煙量が多いほど後退の程度が深

口腔がんとして新たに診断されるのは，約

くなり，歯周病が進行している。

３７８,５００人，年齢的には，特に３５〜６４歳の口

歯周病の進行，歯の早期喪失については，

腔がんの発生率が高まっている。口腔がん

ニコチンの作用で，歯周組織への血流が悪く

の発生部位は，舌が最も多く６２.９％，次いで

なると，細菌等に対する抵抗力が落ち，歯

口腔底の１１.９％，下顎の歯肉９.１％，頬の粘膜

周病にかかりやすくなる。歯周病の初期症

７.９％の順である。その他，上顎のがん，下

状（歯肉炎）が目立たないため，歯周病を早

顎のがん，くちびる，つまり口唇がん，口角

期発見しにくくなる。また，歯周病の治療を

がんなどがあるとされている。今では，
「喫

受けても，効果が現れにくいといわれている。

煙で歯が抜ける」は世界の常識である。

そのため，喫煙者は非喫煙者に比べ，早期に

歯周病は歯肉，歯槽骨，セメント質，歯根

歯を失う傾向がみられる。

膜といった歯の支持組織の病変で，歯肉炎や

例示した症例は ７ 歳と ４ 歳女児の口腔内写

歯周炎のことをいう。歯肉炎は歯肉が赤く

真である（図 4 ，図 5 ）。父親が喫煙するので，

なって腫れ，出血するなどの症状を呈する。

受動喫煙が原因で歯肉が黒く着色したようで

歯周炎は，炎症が歯槽骨に及んだものである。

ある。たばこのニコチンによって毛細血管に

歯肉の炎症，歯と歯ぐきの間にすき間があ

血流障害が起こり，その結果歯肉の色はピン

く，歯周ポケットの形成，歯槽骨の吸収（溶

ク色ではなくなる。さらに歯肉がメラニン色

けること）が特徴であり，口臭や歯の動揺も

素沈着により黒ずむ。

伴う。この歯周病のリスクファクターとして，
生活習慣の中でも喫煙が大きな位置を占めて
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また，たばこに含まれる一酸化炭素の作用
で血液中のヘモグロビンの酸素供給能力が奪
13

われると歯肉組織の活性化が阻害され，害毒

声をかけるように心がけている。その後，主

物質の排除も阻害される。そのため歯周病の

治医との連絡は依頼状や情報提供書などを活

回復に必要な組織再生細胞の働きや新生が妨

用して，医療連携を密に取るようにしている。

げられるため，線維化によって硬くなる。
これは喫煙者の前歯部唇側に鮮明に見られ

［がん（とくに周術期の連携）
］

る。喫煙習慣が長く，喫煙量の多い人ほどな

国が示しているように，がん・脳卒中等の

りやすいもので，美容上の問題でもある。こ

５ 疾病に対して新たな医療連携体制の構築が

の歯肉の着色は本人の喫煙ではもちろんだが，

求められ，歯科医療もその一翼を担っていく

周囲でたばこの煙を受ける受動喫煙によって

ものと考える。がん治療の基幹病院および拠

も認められる。両親の喫煙により受動喫煙に

点病院においては，悪性腫瘍や多様な疾病に

曝された小児にはっきりとした歯肉着色のあ

対する周術期の患者に対して専門的口腔ケア

ることが認められている。

により，術後呼吸器感染症の予防や在院期間

「たばこの煙曝露に安全なレベルは存在し

の短縮などに効果を上げつつあり，患者満足

ない（There is no safe level of exposure to

度も高いと報告されている。今後は，糖尿病

tobacco smoke.）
」という事実を強調する論

患者に合併する歯周病ならびにがん患者に合

文が２００８年１２月になって「Pediatrics」とい

併する口内炎，歯周病等に対しても医科歯科

う米国小児科学会雑誌に発表された。この論

の医療連携を進め，効率的で効果的な診療体

文で新たに危険を訴えているものは，セカン

制が整備されるよう願っている。

ドハンドスモーク（直接受動喫煙）ではな

口腔がん・頭頸部がん以外のがん患者にお

く，サードハンドスモーク（間接受動喫煙：

いても，近年，化学療法，放射線療法等によ

Thirdhand Smoke）である。

る外来通院による治療が多く行われるように

［透析］

なってきている。これに伴い，口腔内には口
内炎や歯周病等が重症化している場合も散見

透析している歯科患者について気にかかる

される。地域の歯科治療を担う第一線である

のは，①抗凝固剤使用があり，観血処置時の

歯科医院に来院する機会も増えることから都

止血である。最近では，休薬せず局所止血で

民向けの啓発事業展開と，地域の中核を担う

対応している。②腎機能低下のため観血処置

病院歯科を含めた，かかりつけ歯科医間の連

後の投薬である。処置後の投薬で薬剤の選択

携により，病診連携ならびに診診連携もス

と投与量を決め，腎負担の軽減などを考えて

ムーズに行われるよう努力している。地域で

いる。③感染症罹患の可能性が高いとされ，

の講習会ならびに医療の地域連携コーディ

A 型肝炎，B 型肝炎，HIV，梅毒などについ

ネーターなどの人材育成に至る具体的，必要

て気をつけるようになっている。

な事業について，かかりつけ医の先生方にも，

透析カード（災害時透析カード）の活用で

ご支援とご協力をお願いしたい次第である。

は，とくにアレルギー，禁忌薬剤，感染症の

がん治療の支持療法としての口腔ケアの意

状況等の情報を最初に得る機会として考えて

義としては，頭頸部がん，食道がんの術後局

いる。次いで，歯科医は，日常の診療の中で，

所合併症の発症率軽減，誤嚥性肺炎の頻度・

来院者にお願いして，透析カード，お薬手帳，

重症度の軽減，化学療法や放射線・化学療法

母子健康手帳などを見せて頂き，これを最初

による口腔粘膜炎の発症率，発症グレードの

の医療情報を得る機会と捉え，できるだけお

軽減，全身麻酔（挿管手技）に伴う術後肺炎
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リスクの軽減，人工呼吸器関連性肺炎の発生，

る傾向がある。窒素含有 BP 剤として経口の

ならびに重篤化の予防などがあり，がん治療

ボナロン錠®，アクトネル錠® があり，注射

に口腔ケアが寄与するとされている。

剤：ビスフォナール注®，ゾメタ点滴静注®，

がんの治療において，地域がん拠点病院な

アレディア点滴静注® がある。窒素非含有

どとの緊密な連携により，地域歯科医療機関

BP 剤には経口のダイドロネル錠® がある。

が，がん患者の口腔ケアや歯科治療を，継続

②局所的ファクターとして，骨への侵襲性の

的に提供することで，
“がん治療開始からが

ある歯科治療（抜歯，歯科インプラント埋入，

ん終末期まで，口から自然な形でおいしく食

根尖外科手術，歯周外科手術など）。口腔衛

べることを支援する”という歯科医療の社会

生状態の不良，歯周病や歯周膿瘍などの炎症

的使命を果たすことができると考える。

疾患の既往が挙げられる。好発部位としては，

［閉塞性睡眠時無呼吸症候群］

下顎の方が上顎より多く，下顎隆起，口蓋隆
起，顎舌骨筋線の隆起が挙げられる。③全身

睡眠時無呼吸症候群（OSAS）の治療はい

的ファクターとして，がん，糖尿病，高齢

くつかあり，肥満例で高度の場合，肥満を解

者，腎透析，ヘモグロビン低値，肥満，骨パ

消することで改善が期待できる。薬物療法は，

ジェット病などがある。④先天的ファクター

ダイアモックスという薬剤が １ 種類だけ保険

として，MMP─２遺伝子，チトクローム P４５０

認可が下りているが効果はそれほどでもない

─２C 遺伝子がある。⑤その他のファクターと

と言われている。顎が小さい方や，CPAP 療

して，薬物（ステロイド，シクロフォスファ

法が使えない人には，マウスピースを使うこ

ミド，エリスロポエチン，サリドマイド），

とがある。歯科は依頼されて，下顎を前に出

化学療法，放射線療法，喫煙，飲酒が挙げら

すようなスリープスプリント
（マウスピース）

れる。

を作成し，これを着けて寝て頂くのであるが，
この効果も人によりまちまちな部分がある。

［骨粗鬆症（osteoporosis）
］
糖尿病等と同じように，重症になるまで自
覚症状がほとんどない。骨粗鬆症による骨折
によって，日常生活に大きな支障をきたし，
所謂高齢者の寝たきりにつながり，生活の質
（QOL）を低くする。骨粗鬆症は食事や運動
など生活習慣により予防可能である。

［関節リウマチ］
メソトレキセート ® 服薬により，ときに口
腔内に潰瘍を形成することがあるため，他の
抗リウマチ剤に変更できないかと，医科歯科
連携で，照会することもある。

［アスピリン喘息］
プレドニン錠® 内服中の患者では，歯科治
療において，例えばスケーリング（歯石除

健常者と比較して骨粗鬆症患者は歯槽骨の

去）の歯周病治療を行った後に，急性化膿性

吸収量が大きい。骨粗鬆症患者では，歯周病

歯周炎を急発することもある。投薬において

が進行しやすい傾向がみられる。

も，配慮が必要で，発作時の対応も準備する

ここで，BP 製剤の歯科治療におけるリス
クファクターについて考えてみる。
① BP 製剤ファクターとして，窒素含有 BP
剤は窒素非含有 BP 剤より影響が強く出る。
また，注射用製剤は経口製剤よりも強く現れ
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必要がある。そこで，とくに鎮痛剤の選択に
気をつけるようにしている。

［妊娠］
妊娠は，正常な経過であり大多数の場合，
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病気ではないものであるが，ホルモン分泌や，

ドローム指標の陽性数との関連性を調べる

体内動態は変化しており，胎児を成長させる

と，歯周病の人は歯周病でない人に比べてメ

ため，母胎にはいくつかの負荷がかかり，時

タボリックシンドローム指標を多く持つこと

に口腔内に症状が発現したり，既存の病気の

が判明した。②歯周病による ４ 年後のメタボ

悪化などを示す場合がある。妊娠の可能性の

リックシンドロームの発症リスクを調べる

ない時期に侵襲性のある歯科治療（埋伏歯の

と，歯周病があると将来メタボリックシンド

抜歯，歯周外科手術など）は済ませておいて

ロームの発症リスクは高くなることが判明し

頂きたい。このような意味合いから，妊娠す

た。③歯周病によるメタボリックシンドロー

る可能性のある女性に対しては，産婦人科の

ム各指標の発症リスクを調べると，歯周病が

医師だけでなく，各科の医師の方にも，歯科

あると脂質異常，高血圧の発症リスクは高く

受診を勧奨して頂ければ幸いである。

なる。以上から，歯周病とメタボリックシン

［急性心筋梗塞］

ドロームとの間には関連性がある1）。さらに，
歯周病に罹患すると，将来メタボリックシン

急性心筋梗塞の発症時における細菌性心内

ドロームの発症リスクが高くなる2）ことが明

膜炎などの術後合併症の予防や，急性心筋梗

らかにされた。メタボリックシンドロームと

塞の発症ならびに再発のリスクを下げるため

歯周病は，相互に影響し合っている。そこで，

にも，歯科医療機関と連携し専門的口腔ケア

歯周病の予防は，メタボリックシンドローム

や歯周病治療をすみやかに受けられる体制整

の予防にも寄与する可能性が高いと思われる。

備，ならびに確保のための医療連携を推進す
ることが大切である。さらに医科歯科連携は，

［脳卒中および高齢者］

急性期，回復期，慢性期，安定期など各期で

脳卒中患者を減少させていくためには，高

それぞれを担う医療機関と歯科医療機関の緊

血圧，糖尿病および脂質異常などの危険因子

密な連携体制が確保されるように環境整備を

とされる生活習慣病について国民の理解を得

推進することが望まれる。

る施策が必要で，医科医療機関よりも若い世

歯周病原菌や歯周組織で産生されたサイト

代の受診率の高い歯科医療機関を，生活習慣

カインが血流に入り心臓冠動脈に血栓を形成

改善を支援したり，健康情報などの啓発を行

させることがあり，心冠状動脈狭窄部位血管

える情報発信地としてかかりつけ歯科医院の

内壁プラークからの歯周病原細菌が検出され

機能強化と活用を推進している。脳卒中患者

ている（冠状動脈バイパス手術にて発見され

のリハビリテーションに際し歯科による専門

た歯周病原菌同定）
。歯周病原細菌の循環障

的口腔ケアなどが，多くの地域，在宅でも受

害への関わりが示されている。

けられる体制の整備を推進するため，摂食・

［歯周病とメタボリックシンドローム
との関係］
２４〜６０歳の製造業に従事する成人を研究対
象者として，メタボリックシンドローム指標
と歯周病との関連性について検討した報告が
ある１，２）。
①歯周ポケット保有とメタボリックシン
16

嚥下機能維持向上のために医科歯科連携をス
ムーズに行えるように，摂食嚥下機能評価研
修の推進，ならびに研修受講後のスキルアッ
プやフォローアップ研修などの支援と環境整
備を推進している。
生活機能評価において，医師の方にぜひ，
視診において口腔内も見ていただき，反復唾
液嚥下テスト（RSST）や口腔の項目に注意
人間の医学

していただけるのであれば，介護予防プログ

る。日常的口腔ケア（本人のセルフケア，家

ラムに載せ役立てることも可能である。

族，ホームヘルパーなどが行う日常の口腔ケ

口における廃用症候群につながりかねない，

ア）と，専門職による専門的口腔ケア（要介

経口摂取がないということは， １ ．自発呼吸

護者および介護者への口腔保健指導，専門的

力の低下， ２ ．口が開く
（口唇閉鎖不全）
，３．

口腔清掃，口腔機能の維持・回復など）の連

口が動かなくなる（顎関節の拘縮）
， ４ ．顎

携が重要であり，ケアカンファレンスなどに

関節が脱臼しやすくなる， ５ ．頸部の拘縮と

おいて口腔領域の情報の発信と共有が望まれ

後方傾斜， ６ ．舌運動不全と舌沈下， ７ ．誤

る。

嚥の発生， ８ ．経口摂取不能などが生じる可
能性がある。

口腔ケアの効果には，①むし歯や歯周病な
どの歯科疾患やカンジダ性口内炎などの口腔

往診時の内視鏡検査結果によると，現在の

感染症を予防，②咀嚼機能の改善および摂

栄養摂取方法が低すぎた方，逆に現在の栄養

食・嚥下障害の改善，口腔機能の低下や廃用

摂取方法が，高すぎた方もみられた。妥当な

症候群の予防，③誤嚥性肺炎などの原因とな

栄養摂取と異なる状況の方々がいることを

る口の中の細菌数を減少させ，全身感染症の

VE 検査により明らかにすることができるこ

予防を図る，④経口摂食を促し，低栄養や脱

とから，VE 検査により適切に評価する必要

水を防ぐことで，体力回復や意欲向上，全身

性が示された。

状態の改善，⑤構音機能の維持・回復による

在宅療養者において，低栄養と誤嚥性肺炎

コミュニケーション機能の回復がある。

などの予防，食べる楽しみ，話す楽しみの享

口腔ケアによる誤嚥性肺炎予防の効果につ

受による QOL の改善や，障害を持った口腔

いて調べた報告がある。全国１１カ所の特別養

に対するリハビリテーションなどを目的とし

護老人ホームで，専門的口腔ケアを受けた人

て，継続的な口腔機能の維持管理を行う歯科

と，受けなかった人に分け， ２ 年間にわたる

保健医療の役割は大きい。

追跡調査を行ったところ，肺炎発症率の明ら

口腔機能の維持管理の中心的な役割を果た

かな差がみられた。

す口腔ケアは，生涯にわたり QOL の維持に

さらに，継続的な口腔ケア群と対照群の発

深く関わっており，自立支援を目指したケア

熱発生者数，肺炎発症者数，肺炎による死亡

になる。

者数を調べたところ， ２ 年間の延べ ７ 日以上

口腔ケアにより，口腔環境が改善し，食生
活や栄養状態の改善がみられ，それに伴い
身体機能の改善につながり，生活意欲の回
復（生きる喜び・自立と QOL の向上）の源

の発熱発生者ならびに肺炎による入院，死亡
者数は口腔ケア群で優位に少なくなっていた。

［児童虐待］

になると考えられる。口腔ケアは日常的口腔

「むし歯がある」ということは，①十分な

ケアと専門的口腔ケアを含め，チームアプ

ケアを子どもが受けていない，②母親に守ら

ローチとしてケアマネジメントに位置づけら

れていない可能性（家庭内に問題？），③生

れることが大切である。口腔ケアには，口腔

活全般に問題がある場合が多い（DV，アル

清掃を目的とした器質的ケアと，口腔機能の

コール〈飲酒〉，ギャンブルなど）。単に，む

維持・回復を目的とした機能的ケアが含まれ

し歯（歯科治療の必要性など）だけの問題で

るが，自立度や口腔の状態は個人差が大きく，

はないことを，すべての関係者に認識しても

それに対応した適切な口腔ケアが必要とな

らう必要性がある。
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［精神科疾患とのかかわり］

識を共有することが必要である。医師には歯
周病に対する知識と理解を深めていただき，

歯科において，精神科疾患等との鑑別を要

必要に応じて歯科への受診を勧めてもらう。

するような疾患としては，顎関節症，口腔顔

また，歯科医師には歯周病と全身疾患との関

面痛などがある。そこで，これらを診ること

連性を患者に分かり易く説明できるように研

のできる歯科医師を増やすように努めている。

修の機会を提供する。

口腔外科専門医，顎関節学会専門医および口

お口のケアは口腔領域だけでなく，全身の

腔顔面痛学会専門医など認定医や指導医を含

健康増進や全身疾患の改善にも貢献すること

む専門家を地域において診診連携にて活用で

を国民に広く理解してもらえるよう努力して

きる体制の整備を推進しているところである。

いる。

かかりつけ歯科医において，精神疾患患者へ
の対応力をつけるために研修会を開催し，多

○おわりに

くの歯科医師，歯科衛生士に受講するよう勧

医療連携は，知識，情報の共有と理解から

奨している。認知症患者や精神科にて投薬治

始まる。そして，目指すのは，顔が見える医

療中の患者の中には，治療の同意や判断に苦

科歯科の医療連携である。地域医療を担うた

慮する場合があることから，相談できる方の

めに，もっと密な連携が，医科歯科において

連絡先などを記載したカードを行政が配布し，

行われることを願う。

活用の周知を併せて行うような環境整備を推
進できればと考えている。認知症患者も本来，
精神疾患患者であることから，今後，十分な
医科歯科連携ができるように研修カリキュラ
ムの充実を図りたいと思う。
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