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松村　まず，先生方のこれまでの訪問歯科活動に
ついてお話しいただきます．
原　私自身が在宅医療にかかわるようになった
きっかけは，20 年ほど前に東京都と東京都歯科
医師会が寝たきり老人の訪問をすることになった
ことです．当時は「寝たきりの患者を歯医者が診
るなんてとんでもない」という状況でした．
　医師の方や訪問看護師さんと実際に患者さんを
訪問してみると，通院で外来に来られている患者
さんとは全然違います．診察室では経験しないよ
うな方ばかりで，カルチャーショックを受けまし
た．それを何とかしなければならないとの思いで
積極的に訪問歯科診療を行うようになりました．
松村　2000 年の介護保険施行以前から訪問をさ
れていたのですね．現在，原先生が受け持たれて
いる外来患者さんと訪問患者さんの比率はどのく
らいですか？
原　およそ，外来 10 に対して訪問診療 1 です．

寝たきり患者さんの口のなかをみて
カルチャーショックと試行錯誤の日々

保険点数もそのくらいの比率です．足立区北千住
で開業しているので，区内はもちろんのこと，近
隣の地区から依頼があれば訪問に伺います．現在
ではクチコミで介護者の方や，訪問看護ステー
ション，それからもちろん病院からも依頼されま
す．
松村　牛山先生はいかがですか？
牛山　1986 年から，市からの委託で山梨県歯科
医師会甲府支部（当時）が訪問歯科診療事業をはじ
めました．しかし実際に訪問してみると，寝たき
り高齢者の患者さんは治療以前の問題，という状
況でした．お口のなかが汚れていて，まずこれを
何とかしなければ治療もうまくいきません．です
が当時はキュア優先でケアがないがしろにされて
いた時代で，ケアに関しては方法論がわかってい
ませんでした．そこで，自分なりに訪問先で介護
者の方と相談したり，工夫したりと試行錯誤して
きました（編集部注：この際に開発された口腔ケ
アのための「牛山グッズ」や手技の数々は，牛山
京子（著）：在宅訪問における口腔ケアの実際，第
2 版増補．医歯薬出版，2007．をご参照ください）．

地域や在宅の現場で診療するうえで，患者さんの口腔に関連する訴えや食に関するトラブルはとて
も重要な問題です．とはいっても，医師にとって患者さんの口腔内はブラックボックスに等しいといっ
ても過言ではなく，またなかなか歯科分野との連携が円滑にできている方は少ないのではないでしょ
うか？今座談会では，訪問歯科分野のパイオニアでおられる先生方をお招きし，プライマリ・ケア
医に向けて，地域での医科と歯科とのより有機的な連携のポイントを伺いました．患者さんの「食
べること」への支援を，地域の歯科分野の方 と々はじめてみませんか？

食べるための支援
地域における医科・歯科連携

特集 歯科口腔外科との連携
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　その後，この現場をみてきた経験をいろいろな
形で訴えていかねばと思い，歯科衛生士の方たち
に向けて講演会や研修活動をするようになりまし
た．患者さんの口腔内の現状を訴えても，はじめ
はなかなか受け入れてもらえないということがあ
りましたが，1989 年には歯科衛生士の訪問が法
律で認められるようになり，また NHK の番組

「とびきりかあさん」に私の活動が取り上げられ
たことをきっかけに，全国から講演依頼がくるよ
うになりました．現在は，研修会や大学，歯科衛
生士学校などで技術を育てる支援や，訪問口腔ケ
アや指導を行っています．
　口腔ケアは手作業でアナログです．それに，口
を開けていただくためにはコミュニケーションが
大切です．そういったスキルを養成するようにし
ています．とにかく，汚い口，動かない口を，キ
レイに快適にすることによって食べられる口にで
きる．そのためには何をすればいいのか，という
毎日が闘いの日々でしたね．
松村　訪問をはじめたころは，どのくらいの患者
さんにかかわっておられたのですか？

牛山　はじめの 10 年間は毎日訪問していたので
すが，年間通して 180 件の患者さんを一人で担当
していました．
松村　それはすごい数字ですね！
牛山　ですから，ありとあらゆるケースを経験で
きたと思います．本当に，目の前の人を何とかし
たいという思いでやってきました．

松村　では，歯科と医科が連携してうまくいった
印象的な例がありましたら，ご紹介ください．
牛山　2001 年に，牧丘病院の医師 古屋聡先生と
連携して対応した高齢患者さんがいました．75
歳で脳梗塞・腹部大動脈瘤を発症して入院された
のですが，食べられなくなって胃瘻となってしま
われました．しかしこの方は病気をされる前は元
気な方だったし，なんとか食べられるようになる
のでは？との依頼を受けて私が訪問した際には，
流涎が多くお口にティッシュを詰められていると
いう大変な状況でした．足かけ 5 年ほどかかわり

食べられない患者さんも，
口腔ケアと歯科治療で食べられるように
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ましたが，はじめの 1 年で，デイサービスでしっ
かりご飯を食べられるまでに回復なさいました．
この方は，胃瘻と口から食べるとの併用でした
が，最期までお食事を楽しんでおられました．は
じめはかなり暗い表情だったのが，笑顔が戻り大
変感謝され，訪問は感動の日々でした．
松村　口腔ケアによって，ADL がとてもよく
なったのですね．
牛山　そしてその過程をご覧になった他職種の方
たちが，「口腔ケアはすごいのではないか」と認
めてくださったことがきっかけで，古屋先生や多
職種の方たちが集まって「お口とコミュニケー
ションの会」が設立されました．「食べられない」
と依頼を受けた患者さんでも，本当は食べられる
ことが多くあるのです．
原　私の場合は，病院から要請があり入院患者さ
んを診ることがあるのです．患者さんが入れ歯を
なくされたから作り直してほしい，ということも
多いのですが，そのうちに「入院患者さんの口腔

のトラブルは原先生に診てもらおう」ということ
になり，食べられなくなった患者さんの口のなか
を診ることが増えました．ある入院の高齢患者さ
んで一本だけ残っていた奥歯がぶらぶらしている
ために食べられないということがわかったので，
診察したその日に抜歯して，入れ歯を新製したと
ころ食べられるようになりました．
　おもしろいのは，先生方の前で私が患者さんの
抜歯を麻酔なしで行ったりするとびっくりされる
ことですね．出血傾向がなくぶらぶらしている歯
の場合，麻酔をするほうが患者さんは痛いんです
よ．
松村　そういったことは，在宅医療をしている医
師なら経験的に知っていても，病院勤務ではなか
なか知るチャンスがありませんから．
原　まだまだ病院の医師の先生は歯科に関しては
無関心なんですよね．私が歯科医師として病院に
4，5 年通っていても，いまだに「この人は誰だ
ろう？」という顔をされます（笑）．
松村　それは私もですよ．患者さんの家庭医とし
て病院に出向いても，病院の先生には「誰です
か？」と（一同笑）．
原　いまは，嚥下まで歯科がかかわることはブー
ムのようになっていますが，基本的には咀嚼がで
きなければ嚥下はできないわけですから，「噛む」
という段階での歯科医師の役割は大きいと思いま
す．
　また，こんな患者さんもいました．外来にやっ
との思いで来られた要介護 3 の方なのですが，自
宅で急にものが食べられなくなり，おしゃべりも
できなくなってしまったのです．口のなかをよく
診ると，奥の歯が齲歯で崩壊していて，尖った歯
が舌部を傷つけて潰瘍ができていたのです．舌が
動かせないばかりにものが飲み込めず，食事がで
きなくなっていたのです．そこで尖っている歯を
削って対処療法しただけで，3 日ほどで食べられ
るようになり生活習慣も元に戻りました．
松村　お恥ずかしい話ですが，私にも似たような
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経験があります．食事ができない患者さんに対
し，内科的精査をしていたのですが異常がみつか
りません．ある時思いついて口のなかを診てみた
ら，入れ歯があっていなくて，口腔内に潰瘍がで
きていたのです．いかに見当違いのことをやって
きたか，という私自身の失敗例でした．
原　患者さんがもし食べられなくなったら，胃や
老衰の問題のこともありますけれど，医師の先生
方には，まずは「口のなかにもしかしてトラブル
があるのではないか」という視点で診ていただき
たいと思います．そしてトラブルがあれば，また
よくわからなければ，ぜひ歯科に要請していただ
きたいと思います．

松村　お話しいただいたように，医師は患者の口
のなかにはあまり注意を払わない傾向があります
が，それでは，現状では歯科医科連携をするうえ
で何が一番問題だとお考えでしょうか？
原　在宅医療をやっておられる先生方は，口のな
かを診ることは重要ということをわかっておられ
る方が多いのですが．ただ，たとえば医師が歯科
に依頼をしようと思っていても，ではどこにお願
いすればいいのか悩むという現状はあると思うの
です．歯科医師でも訪問診療をしていない場合も
ありますし，連携するルートがない場合もありま
す．在宅をがんばってやられている医師の方は重
要性を認識して，歯科医師を探すのですが，なか
なかみつからない．私も 20 年在宅にかかわって
きましたが，なかなかうまくいっていないと感じ
ています．それに，「患者さんの口のなかのトラ
ブルを何とかしてほしい」という依頼は医療側か
らというよりも介護側からのほうが多いのです．
　そこで，2009 年に全国在宅歯科医療・口腔ケ
ア連絡会を立ち上げました．いま全国的に組織拡
大しようとしています．それぞれの地域で医師が
口腔のことで問い合わせをできる仕組みを作りた

歯科と医科との連携を
円滑にするために

いと考えています．医師や訪問看護師，薬剤師，
歯科，そして介護が円滑に全国レベルで組織でき
れば，一気に連携の取り組みは進むのではないか
と思います．
牛山　原先生が，大きく組織をして取り組まれて
いるのは素晴らしいことだと思いますが，歯科衛
生士の立場からすると，キュアだけではなく，あ
るところケア優先の方法論を連携にも取り入れた
いと思います．つまり，歯科医療だけでなく，歯
科衛生士にもアクセスしやすい，というルートが
あってもよいのではないかと思っています．
　たとえば，在宅におられる患者さんには何十年
もお世話になっているかかりつけの歯科医師がい
る場合もありますし，いろんな角度で在宅に歯科
が入れるとよいと思います．その場合，ケアマネ
ジャーさんや主治医の先生が中心となって結びつ
けることが必要だと思います．
　私は山梨県で，いつでも訪問口腔ケアの要請が
あればすぐいけるように 1992 年から研修会を実
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施してきました．歯科衛生士もそれぞれ仲間作り
をがんばってきましたが，なかなか現実のニーズ
にあわない部分もあったかと思います．それらも
うまく有効的に活用できればいいと思っていま
す．
原　歯科衛生士さんに関していえば，私は訪問看
護ステーションのように，訪問口腔ケア・ステー
ションがあってもよいのでは？と思います．歯科
衛生士が訪問しやすいような法整備も必要です．
そうして地域に訪問歯科衛生士が増えて自由に動
けるようになれば，療養されている患者さんの
ニーズに応じることができると思います．

松村　さきほど牛山先生が，患者さんとかかりつ
け医との関係という非常に興味深いご指摘をされ
ましたが，たとえば歯科の先生が患者さんの口腔
内を診る際，やはり全身疾患とのかかわりはかな

口腔内トラブルと全身疾患
医師からの情報提供がカギ

りあると思います．全身を診ている主治医と連携
するうえで，医師からはどのような情報提供をし
てほしいと思いますか？
原　私自身，そこは今も悩んでいるところです．
以前，顎のリウマチがあって前歯が噛んでいない
患者さんがいました．しかし，リウマチを診てい
た主治医が引っ越して通えなくなっており，連携
を取ろうとしても現実にはとれず，私のできるこ
ととして，特殊な義歯で前歯部でも噛めるように
しました．なかなか現場ではうまくいかないこと
もあります．自分が担当している患者さんについ
て，医師とどのように連携すればよいのかはいま
だに悩んでいます．
松村　在宅で療養されている患者さんの疾患につ
いて，必要時に情報が得られないのは困ります
ね．その点，牛山先生のいらっしゃる山梨県は進
んでいると思いますが．
牛山　私たち訪問歯科衛生士に依頼がある際に
は，主治医の医師にお願いすれば直接歯科衛生士
に情報はいただけます．そのほか，訪問看護師さ
んやケアマネジャーさんからも情報を得られま
す．
原　それが本来あるべき姿ですよね．山梨県や，
白髭先生の長崎市の事例（コラム参照）のように，
成功しているところはあります．核となる医師の
先生や看護師さん，歯科衛生士さんなどがいれば
連携もしやすいですが，現実的には現場は苦労し
ています．われわれ歯科医師から医師につなぐ努
力をしなければいけないのですが，療養している
患者さんには主治医を持たない場合もあります．
　そのような方の場合には，わたしは地域の大き
な病院の勉強会などに積極的に参加してアプロー
チしていくようにしています．しかし，病院と地
域の歯科医師との連携は全然取れていないので
す．そこをうまくやらないと，在宅医療は広がっ
ていかないのではと思います．
　在宅医の先生方も「私たちはマイノリティだか
らね」とおっしゃいますが，歯科はそれに輪を掛
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す．
　また，スキルアップの話になりますが，いまは
訪問看護師もヘルパーさんも口腔ケアを行うよう
になってきているので，歯科衛生士にわざわざ要
請がくるのは困難事例が多いのです．そのために
は歯科衛生士はトレーニングを積んでいないと対
応できませんから，できるだけすべての事例に対
応できるよう養成したいと思います．
松村　普通の歯科医師に依頼しても，そのような
十分なトレーニングを積んだ歯科衛生士さんには
なかなかたどり着けないという現実もあるので
しょうか．原先生，いかがでしょうか？
原　歯科医療の場合，診療所内完結型が多く，歯
科衛生士も在宅に出かけることが少ない，まず経
験がない．その意味でも「訪問口腔ケア・ステー
ション」に詰めるスキルの高い歯科衛生士を多く
輩出する必要を感じています．
　それ以前に歯科が訪問に積極的になれない原因
があります．ひとつには，歯科医師が訪問をする
際には非常に効率が悪いという問題点です．治療

けた状態で，本当に在宅にかかわる歯科医師は少
ないのです．ですが歯科はマンパワーがあるの
で，スキルアップしてネットワーキングができれ
ば地域の要請に十分応えられるはずです．
松村　患者さんが通院している病院の主治医がた
とえば心臓だけを診ている専門医の場合，地域と
の連携がつくりにくいのかもしれません．そこを
家庭医がカバーしながらうまく連携する仕組みが
必要ですね．

松村　多職種連携を進めて患者さんのケアにあた
るうえで，いちばん大切にされている点は何で
しょうか？
牛山　私の場合，介護者の方より歯科以外の相談
を受けることも多いのです．そうした相談や雑談
のなかから，多職種で患者さんのケアをするため
のヒントを的確に得られることが多くあり勉強に
なりますので，そのような関係を大切にしていま

連携のためのスキルアップ
制度上のネックも
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のための道具を用意し，片付けるだけでも非常に
時間がかかります．一人の患者さんの訪問歯科治
療が 30 分だとしても，それに付随する準備時間
を含めると 1 時間はかかってしまいます．診療報
酬はものすごく低いので，歯科医師も訪問をしよ
うとする意欲が湧かないという現実があります．
また，そういった事情を知っている医師の先生方
は，「こんなに安いんじゃ頼めない」と遠慮をし
て歯科に依頼なさらないこともあるようです．で
すが，必要があるから訪問するのですから，そこ
は遠慮なさらず依頼していただきたいです．
牛山　歯科衛生士も，すごく保険点数は低いんで
す．口腔ケアを研修会などで学びがんばっても採
算が合わなくて断念する方もおられます．30 分
で診療報酬は 350 点ですが，30 分だけでは納得
のいくケアはできません．1 時間かけますが，点
数はそのままです．ですが，熱い思いを持ってい

る訪問歯科衛生士は日本中におられますから，そ
の方たちが活動しやすい条件が整うことが重要で
す．しかし実践が先ですので何とか良い条件がつ
くことを願って活動をしています．

松村　それでは最後に，今後の歯科医科連携の夢
と，それに向けての医科の医師へのリクエストが
あればお聞きしたいのですが．
原　病院から在宅に移行しそうな患者さんがおら
れる際には，患者さんが入院された時点で歯科医
師も連携に加えていただきたいと思います．たと
えば，入院中の 2 週間でも，注意を払わないと患
者さんの口のなかはミゼラブルな状況になってし
まいますから．集中治療の傍らで，そういった歯
科への視点をぜひもっていただけると嬉しいで

もっと光を！
連携に向けて，医師へのリクエスト

在宅ケアにおける口腔ケア連携をどう作る？
白髭　豊
（医療法人白髭内科医院院長／認定NPO法人長崎在宅
Dr.ネット事務局長／長崎市医師会理事）

　口腔ケアは，誤嚥性肺炎予防に効果的で，咬合
支持が不十分な高齢者の増加や咀嚼機能の低下し
た認知症患者の増大に伴いその重要性は大きく
なっている．口腔機能の改善による低栄養状態か
らの回復のためにも，在宅歯科診療は重要であ
る．しかし歯科は全診療所の 8割が歯科医一人体
制であり，外来診療と在宅歯科診療とを両立させ
るのは環境整備などからも難しい．歯科医師の意
識改革・相互連携，在宅歯科診療に対する研修，
そして，2008年度に新設された在宅療養支援歯
科診療所の報酬改善などが必要と思われる．
　一方，歯科と医科の連携が進まない現状も看過
できない．長崎市歯科医師会は，何らかの原因に
より「食べられない，飲み込めない」といった摂
食・嚥下障害を有する患者を対象として，専門的

な口腔ケアと摂食・嚥下リハビリテーションを実
施していく「口腔リハ事業」を行っている．1997

年（平成 9年）4月に，長崎市脳卒中患者等の口腔
ケア支援事業として開始され，2003年（平成 15

年）10月，「口腔リハ」部会の発足とともに事業
名を「口腔リハ事業」と変更した．目的は，「救
急から在宅まで」の継続的支援を関連医療職・介
護職の協力の下に行うことで，病状の変化に伴
い，病院，施設，在宅と生活環境が変化しても，
継続したケアやリハビリテーションを行うことで
ある．長崎市歯科医師会独自の事業で，事業協力
を希望した歯科医師（協力医）によって行ってい
る．「口腔リハ」部会は，2003年 12月より長崎
在宅 Dr．ネットと連携関係を結んだ．Dr．ネット
メンバーが在宅訪問診療を開始した舌がん症例
が，歯科医の訪問診療による調整にて入れ歯使用
が可能になり，腫瘍の増大とともに食事摂取が困
難となってきたところで表面麻酔剤使用の指示が
著効して摂食量が改善した事例などを経験した．
少しずつではあるが，医科と歯科が情報交換をし
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す．
　ある時，一般の方に「PEG を行う前に歯科が
口腔機能や VE などで嚥下機能を診るべきだ」と
の指摘をいただいたこともありました．現在の医
学では，経管栄養や PEG などがやむを得ない場
合もありますが，人間も動物です．動物の最後の
生命力としての「食べる」行為を大事にしていた
だきたいです．ぜひその際には歯科医師・歯科衛
生士を頼りにしてください．
　歯科医師としての組織化の話になりますが，全
国にいる開業歯科医師 7 万人のうち，1 ／ 10 の
方たちが少しでも訪問診療に携わっていただけれ
ば，高齢者社会の国民の口腔関連のニーズに十分
応えられると思います．そういった歯科医師の組
織化と，訪問歯科診療のスキルアップを目指した
いと思います．
牛山　在宅で，高齢者から「食欲がない・食べら

れない」との訴えがある場合，全身疾患以外に口
腔内の問題や，食事の内容・介護者の介助方法・
精神的問題，それから摂食・嚥下障害などの原因
があると思います．医師の先生には，いろいろな
角度から患者さんを診ていただきたいです．それ
に加えて，現在高齢となった方のほとんどは戦中
派で，とても我慢強い方が多いのです．口のなか
についての訴えは医療者には伝わってこないこと
が多いので，考慮していただきたいと思います．
　また，現在の高齢者はご自分の歯が残っていな
い方が多いのですが，今後は残存歯数が増えてい
くので，口腔ケアのありかたも変わっていくで
しょう．それからインプラントなどの高度医療を
受けている方も増え，ますますケアは多様性を増
すと思いますので，個別に対応する注意が必要で
す．そのあたりもご注意いただければと思いま
す．
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ながら在宅診療を行う実績を積みつつある．
　また，「長崎口のリハビリテーション研究会」
という組織があり，歯科医師会，医師会，歯科衛
生士会，ST会，PT会，OT会，栄養士会，そし
て長崎県看護協会が参加し口腔ケア，摂食・嚥下
障害について勉強会を行っている．
　さらに長崎県歯科医師会は，2011年より県内
の在宅歯科診療の充実をはかり，県民のニーズに
こたえ利用者の生活を支えるために，市郡歯科医
師会や関連団体と連携し「長崎県在宅デンタル
ネット」を運営する準備を行っている．すでに，
長崎市歯科医師会では，歯科医院へ通院すること
が困難な場合（有病者や障害者など）に，訪問歯科
診療の受付および訪問歯科診療協力医療機関への
依頼を行っていたが，このような活動を県下で普
遍化させていくものとして期待している．また，
2011年度より在宅歯科医療連携室整備事業のな
かで，歯科医師会雇用の歯科衛生士を急性期病
院，がん診療連携拠点病院や回復期リハビリテー
ション病院などへ派遣し地域連携室と情報交換す

ることで，口腔ケアや摂食・嚥下リハビリテー
ションの必要な患者を入院中の早期に同定し，退
院支援・調整の段階から歯科医師，歯科衛生士の
介入を開始し，在宅や施設への移行においても継
続してかかわっていくことを計画し，現在行政と
の協議を行っている．今後，長崎在宅 Dr.ネット
などと連携し，医科と歯科が同時に関与していく
症例が増えるものと期待される．長崎市では，入
院後の早期から退院支援を視野にいれ，常に多職
種が協働して地域医療のニーズにこたえていく姿
勢が一般化しつつあるが，以上のように，今後，
歯科医・歯科衛生士もその輪のなかで一層活動し
てくこととなりそうである．

●
　今後，在宅における口腔ケア連携を進めるため
には，在宅での連携推進のみならず病院入院中の
早期から歯科衛生士が口腔ケア・摂食嚥下リハビ
リテーションの必要な症例の掘り起こしを行い，
歯科医・歯科衛生士が退院支援・調整へ積極的に
参画していくことが肝要だと考える．
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　また，医師の先生には，口腔ケアへの認識不足
があるのではないかと思います．たとえば，う蝕
や歯周病は生活習慣病です．歯周病は糖尿病や心
筋梗塞などに関連があります．
松村　糖尿病患者さんの場合，必ず歯は診なけれ
ばいけませんね．まず，口のなかに問題があるの
かもしれないと意識を向けて，もし問題があれ
ば，適切な連携先につなげるということですね．
牛山　看護師さんも，口腔ケアでは自分だけで解
決できずに抱え込んでしまっているケースがよく
あります．ですが，専門家に任せるべきことは整
理していただきたいと思います．うまくいかない
口腔ケアには，勘違いもあります．間違ったま
ま，自己流に陥らないように，専門家である歯科
衛生士に頼っていただきたいです．歯科衛生士の
教育課程も 3 年制となり，歯科衛生士の訪問に対
するスキルも上がってきているので，ぜひ「ケア
のことは歯科衛生士に」と，チームにいれていた
だきたいと思います．それから，すべての施設や
病院に歯科衛生士が勤務できると，飛躍的に口腔
衛生の意識や技術が高まり，患者さんの口の健康
が保たれますので，それを願っています．
　また，地域の「介護予防健康教室」で講話し
て，お話しを伺うと，高齢の方の楽しみは，趣味
と食べること，この 2 つであることがわかりま
す．高齢者の方に少しでも幸せを感じていただけ

るように，歯科衛生士，歯科医師だけでなく医師
の方にも手助けしていただきたいと思います．
松村　医師はどうしても，患者さんの病気だけに
注目してしまいがちですが，患者さんはやはり病
気をもった生きた人間ですから，まず「生きるこ
ととは口から食べること」という基本を認識した
いと思います．こうしてお二方が準備をなさって
いることを心強く思います．医師にとって，患者
さんの口のなかはまさにブラックボックスなので
す．ゲーテではないですが，お口のなかに「もっ
と光を！」ですね（笑）．お口のなかも，全身も診
て，もっと患者さんが幸せに生きられるような手
助けをできればと思います．
　本日は，どうもありがとうございました．

（2010 年 11 月 3 日，医学書院本社にて収録）
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