
演 題

179

公立甲賀病院歯科口腔外科における化学療法中の口腔管理

発 表 者 玉井 文子 （滋賀県：公立甲賀病院 歯科口腔外科）

共同研究者 竹内 則子、小嶋 悠子、玉木 裕子、真岡 昌代、松井 竜一、村田 真里、
窪田 亮介、田中 克弥、角熊 雅彦
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今年度は改革プランの最終年度であり、２４年の

決算が厳しい結果になったこともあり、最終評

価も厳しい結果になると予想しています。しか

し安来市で唯一の自治体病院として、また国保

直診施設としての役割や使命を果たしていく必

要があります。そのためには、患者数を確保し、

収益を確保して経営の健全化を図ることが重要

であると考えています。

また、当院の本館は建設から４３年が経過してお

り、病院の立て替えも視野に入れ、今後の病院

のあり方を検討する準備を進めています。２０２５

年の医療・介護制度改革を見据え、病床再編や

在宅医療の検討、地域の医療機関との連携強化、

高度医療機関の後方支援機能の検討等、今後の

医療情勢に対応していかなければなりません。

地域住民の医療ニーズを把握し、地域に必要と

される病院となるよう、職員全員で取り組みを

行っていくことが重要であると考えています。
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近年、日本人の２人に１人が癌に罹患し３人

に１人は癌で死亡するといわれています。

超高齢化社会を迎え訪問診療や在宅看取りが

推奨されるようになり、在宅における肺炎予防

などの健康維持効果に対して歯科の介入が必要

なケースも増加する傾向にあります。

癌の治療においても他職種によるチーム医療

が求められ、歯科による口腔機能管理も必要と

されています。
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当院では２００９年から周術期患者に対し医科の

外来受診時や手術前後に口腔機能管理を行い、

さらに化学療法患者に対しても歯科が介入し口

腔管理を行っています。

今回私たちは初診時の口腔内状態および抗癌

剤による口腔内の副作用について検討し、口腔

機能管理の効果と副作用出現時の対応について

検討したので報告します。
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対象

２０１１年４月から２０１３年７月まで外来および入

院で化学療法を施行された患者のうち、医科か

ら口腔機能管理を依頼された２７歳から８５歳まで

の７２人を対象としました。

男女別では男性５２人、女性２０でした。
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化学療法を受けている患者の原疾患の内訳は

大腸癌１２例、肺癌１１例、胃癌８例の順に多く、

そのほかには、血液の癌、生殖器系の癌等がみ

られました。

aPQ�
�bc

{|�F� }~z


������

���Y����� @wz

�������}����� @Bz

化学療法を開始する前に歯科を受診した患者

は５４人。

化学療法開始後に歯科を受診した患者は１８人

でした。

化学療法を開始する前に歯科受診した患者５４

人の初診時の口腔内の状態について、歯周病の

有無、歯の清掃状態、舌苔の付着について調査

しました。

７mm以上の歯周ポケットがあり歯槽骨吸収

が著明な重度歯周病は５４人中１４人。

口腔内清掃不良（食物残渣、歯垢、歯石等）

は５４人中２８人。

舌苔あり（舌の１／３以上）は５４人中２９人で

した。

歯科受診時に口腔内精査を行い、歯石除去や

口腔内の清掃および、セルフケアの指導を行い

―８８９―



ます。

そして抗癌剤の副作用について説明し、口腔

粘膜炎や口腔乾燥対策を指導し、セルフケアの

重要性を認識してもらいます。初診時に口腔内

の乾燥を認めた場合、口腔保湿剤の使用を勧め、

口腔乾燥の重篤化を予防しました。

口腔に関して少しでも変化があった時には歯

科に連絡して頂くよう指導し、症状出現時から

早期に対応を図り、入院中であれば１週間に１

回は必ず口腔状態を観察しました。
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化学療法開始後の副作用は、口腔乾燥症状を

訴える症例が増加し、飲水で対応すると気にな

らない程度の軽度の乾燥がみられた人が１３人。

就寝中や起床時に口渇が著明で、保湿剤を使用

する必要があった強い乾燥がみられた人が８人

ありました。
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口腔粘膜炎の程度については、厚生労働省の

重篤副作用疾患別対応マニュアルから、WHO

の分類を参考に判定しました。
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有害事象スケールにて評価した結果です。

化学療法開始後から介入した患者では、スケー

ル０は１０人、スケール１は１人、スケール２は

２人、スケール３は２人、スケール４は３人で

した。

化学療法開始前から介入した患者では、スケー

ル０は４７人、スケール１は３人、スケール２は

１人、スケール３は３人、スケール４は認めま

せんでした。

化学療法開始前から介入した患者において、

放射線療法が併用されたことにより副作用によ

る嚥下痛の出現が認められた症例はありました

が、口腔粘膜炎による経口摂取不可症例はみら

れませんでした。
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化学療法開始前から歯科が介入した患者５４人

では、７人に口腔粘膜炎を認め、重度でもスケー

ル３が３人ありました。

化学療法開始後に歯科が介入した患者は、口

腔内トラブルが出現後歯科を受診したケースが

多く、８例に口腔粘膜炎を認め、重度の有害事

―８９０―
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口腔に関心がなかった施設への歯科介入による意識変化

発 表 者 平田 里紗 （広島県：公立みつぎ総合病院）

共同研究者 渋谷 美恵、岩本 巳千江、倉本 睦子、新美 由紀、占部 秀徳

象スケール４が３人あり、この３人は全て外来

通院化学療法を行っているケースで、うち２人

は口腔粘膜炎の出現による経口摂取が困難な症

例で化学療法を中断し入院治療に変更されまし

た。
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考察

化学療法に際して早期から多職種が関わり患

者を把握することは粘膜炎等の口腔症状に対し

て迅速な対応が可能になります。さらに化学療

法開始前から歯科が介入し、専門的口腔ケアや

セルフケアの指導を行うことは口腔内の乾燥対

策が早期から行うことが可能で、口腔粘膜炎の

重症化が予防出来たり、粘膜炎が出現した時に

早期治療が可能になります。また自宅療養や入

院生活の QOLの維持が期待でき、治療が副作

用により中断することなく予定通り実施される

ために重要であると考えられました。

課題として、入院中や外来にて点滴や注射で

化学療法を受ける患者に対して院内チーム間の

連携は図れていますが、通院で抗癌剤を内服し

ている患者に対する歯科の介入の機会はまだ少

なく、不十分と考えられ、今後、抗癌剤の副作

用を軽減させるため、また患者の QOLを高め

るために医療職間の連携を取り、早期に対処し

ていく必要があると考えています。
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近年、病院や老人介護施設において、口腔ケ

アの重要性が認識され、多くの施設で介護の一

貫として口腔ケアは行われるようになってきま

した。ところが、某医療機関から歯科訪問診療

と口腔ケアを当院歯科に依頼され、町内某施設

に訪問してみますと、スライドに示しますよう
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