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　本紙177号（2021年6月1日号）に
て『「嚥下障害」を学ぶため自院を一
時休院し、単身大阪へ』というテーマ
で取材させていただいた伊藤充孝先生
（高知市開業）。高知での再スタートの
取り組みについてお話を伺いました。

2021年4月、“満を持して”
高知で再スタート

　昨年3月、大阪大学歯学部 顎口腔
機能治療学教室での1年間の研修を終
え、「とにかく早く摂食嚥下で困って
いる人の助けになりたい」という強い
気持ちを抱いて地元高知に戻り、4月1

日に再開業を果たしました。
　開業から1ヵ月ほどたった頃、休院前

から知り合いだったケアマネージャー
（以下ケアマネ）さんから「在宅で嚥
下障害の方を診て欲しい」という依頼
から始まり、歯科医師会の在宅歯科連
携室や医科の先生からも依頼があり、
少しずつ訪問診療の機会も増えてきま
した。個人的には「もっと来い！」と
も思いますが、それぞれの患者さんと
じっくり向き合う時間も取れるので今
のところは満足しています。
　重症な嚥下障害で困っている方は全
国にたくさんいるはずですが、医科、
歯科を問わず嚥下を診ることができる
先生が少なく放置されてしまうケース
も多いのではないかと考えています。
私の場合は、単純にアピール不足で周
りに知られていないことが原因の一つ
と感じて、現場でケアマネさんなどに
お会いした際には「摂食嚥下も診れま
すよ」とお伝えするようにしています。
「えっ！歯科の先生が嚥下まで診れる
のですか？」と驚くケアマネさんも多

いので、まだ歯科は“歯を治すところ”
で「嚥下障害＝歯科」という発想が浸
透していないことを痛感します。

初診の診療室での第一声は
「手を見せて」

　大阪研修時代の恩師、大阪大学の野
原幹司先生からは、「ベースは病態把
握、全身所見を取れるようになるよう
に」と教え込まれてきました。ですか
ら自然と歯を診るのは最後になってし
まいます（笑）。訪問診療の際にも初
めての施設や居宅で「お薬は何を飲ん
でいますか？」「血液検査の結果を見
せてください」という質問から入るの
で、「そんなことより口の中を診て」「歯
の治療のために来てもらったのに何な
のこの歯医者？」という、周囲からの
マイナスオーラをひしひしと感じます
が、それも最初のうちだけで、何度か
お会いして私の考えを理解してくださ

取材時は午後から訪問診療がスタート。伊藤
院長と歯科衛生士2名で訪問先に向かう。

高知県高知市 
いとう歯科  院長
伊藤 充孝

連 載：超高齢社会における歯科医療が果たす役割 Part 15

病態を把握し、薬を知る
そして、いかに栄養摂取に貢献できる
かが高齢者歯科に求められている

177号の記事はこちら
からご覧いただけます。

体調や全身状態のささいな変化を見逃さない
よう、歯科でもできることとしてケア前に手
や爪の状態から脱水状態をチェックする。

外来診療中の伊藤院長。「病態把握だけで
なく、もちろん口の中も丁寧に診ています
（笑）」。

p082-085_closeup_ito.indd   82p082-085_closeup_ito.indd   82 2022/10/07   10:042022/10/07   10:04



83Dental Magazine

Close Up

るにつれ、取り組みにご協力いただけ
ています。
　嚥下障害はその重症度が問題で、誰
でも誤嚥はしますが、健康であれば肺
炎には進行しません。そのためまず病
態を知ることが大事で、薬、年齢、既
往歴などの背景を把握し、重症度を判
断します。病態を知り、全身所見を取
れるようになると、歯科領域外の疾患
の予測もできるようになります。
　外来に来た80代男性で、電話予約の
際に極度の構音障害をきたしていまし
た。来院してまず「手を見せてくださ
い」と見せてもらったら、母指球のと
ころが極端に萎縮していました。今ま
では別の歯科医院を受診していたそう
ですが、「自転車での通院が辛くなっ
たので、自宅からいちばん近い歯医者
に来た」とのことでした。シルバーカー
に頼ってかなりヨボヨボの状態でした
ので、「別の病気があるかもしれない」
と判断し、「主治医の先生に相談して
みて」と伝えてその日は帰ってもらい
ました。母指球の萎縮から神経内科的
な疾患を疑い、構音障害もその影響と
判断したのです。結局その患者さんは
疾患が見つかって、現在入院中です。
　また、別の患者さんで指の先端が異
常に肥大している方がいらっしゃいま
した。これは「ばち状指」と呼ばれる

症状で、肺がんや肺腫瘍など一部の肺
疾患に伴って発生します。そのことは
あえて伏せて「この症状は何かの病気
のサインかもしれないので主治医の先
生に相談してみて」とアドバイスして
病院で診てもらったところ、肺がんは
否定されたそうですが、呼吸器系の疾
患の疑いで継続検査中とのことでした。
　さらに、施設に居住する認知症の患
者さんは、週に一度歯科衛生士が口腔
ケアのために訪問しているのですが、
そのスタッフから「今日の〇〇さんの
口腔ケアは楽しかったです。“家でチ
ラシ寿司作ったので食べにおいで”っ
て言われました」と報告を受けました。
ところが翌週「今日は最悪でした。“帰
れ”ってすごい剣幕で怒鳴られて、ケ
アどころじゃなかったです」としょん
ぼり帰ってきたことがありました。こ
れは認知の程度に変動がある「レビー
小体型認知症」の特徴で、そのスタッ
フには「いい経験になったね」と話し
ました。病態を把握していれば、「こ
の患者さんにはそういう日もある」と
スタッフにも分かりますから、切り替
えて再訪することができるのです。
　大阪大学ではとにかく「まずは病態
把握」「疾患を見逃すな」ということ
で毎日こんな勉強ばかりしていました。

服用薬のチェックも欠かさない

　当院では外来の患者さんとしばしば
持病の話で盛り上がります。野原先生
から「服用薬は必ずチェックするよう
に」と指導を受け、ひと通り勉強しま
した。現在は受付スタッフに『お薬手
帳』のコピーを必ずとるように指導し
ていますが「薬をなぜ歯医者に言わな
いといけないの？」という方はほぼい
らっしゃらないです。初診では、『お
薬手帳』を見て薬をチェックし、分か
らない薬があればその場で調べてから
診療室に入って、「心臓がお悪いよう
ですね。何のご病気ですか」「ご病気
はいつからですか」と伺うと、ほぼ皆
さん病気と薬について語ってください
ます。本当は話したくて仕方ないけど
誰も聞いてくれないようで、「伊藤先
生なら聞いてくれる」と一心に話して
くださいます。でも実はこのお話こそ
「教科書には載ってないけどこんな症
状もある」とか「この薬を飲むとこん
な副作用がある」といったことなどが
知れて、とても勉強になります。薬を
勉強し名前を覚えていくとあらゆる処
理能力が格段にアップしますし、薬を
知ることで医科の先生方とも綿密なコ
ミュニケーションが取れるようになり
ますから、ぜひお勧めします。

1軒目は在宅の患者さん。脳性麻痺で35歳から車椅子生活となり、3年前に脳梗塞になり寝たきりに。レーザーポインタと文字板を使って会話を行う。
当日、歯科衛生士が口腔ケアを行うと「（口から食べられないので）使っていない歯をキレイにしてもらうのは爽快ですが、少しぜいたくな気分です」
と笑顔で伝えてくださった。「口から食べること」と「おしゃべりすること」が目下の願いだ。
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うちは“お掃除屋さん”じゃない
歯科は「栄養を変えられる」

　訪問先の患者さんの全身疾患は基本
的に慢性期なので命を救う急性期医療
とは性格が異なりますが、生活に密着
した栄養改善は歯科が行うべき分野だ
と私は考えています。「安全に安心し
て食べられるか」を判断するために、
まず摂食嚥下について理解を深め、歯
や口の中だけでなく摂食嚥下までを歯
科で診ることができれば、これまでよ
り確実に栄養摂取量を上げることがで
き、ひいては患者さんのQOL向上に
直結するのです。そうしたQOL改善
に寄与する役割を担うのは歯科医師で
あり歯科衛生士が適任ではないかと考
えています。そのためにはもちろん常
に患者さんの病態を考えながら、誤嚥
リスクがどの程度あるのかを把握して
おく必要があります。当院の歯科衛生
士には「うちは単なる“お掃除屋さん”

じゃないからね」と折に触れて話すよ
うにしています。口腔内をキレイにす
ることだけが歯科衛生士の目的ではな
いのです。現在は歯科衛生士だけで施
設に訪問し口腔ケアをしてもらうこと
もありますが、例えば有病高齢者の場
合、口腔ケアに入る前に手や爪を触診
し、脱水症状になっていないかスク
リーニングするよう指導しています。

30秒ほどで終わるこうしたひと手間を
かけることで、病態把握にもつながり
ますし、患者さんや施設のスタッフさ
んの歯科を見る目にも変化が生まれま
す。脱水症状にならないように、通常
は「できるだけ水分を摂りましょう」
とアドバイスすると思いますが、「しっ
かり食べてますか？」とも声掛けして
います。心不全の方が過剰に水分を摂
取すると心臓に負担がかかります。ま
た、そもそも高齢の方の場合、喉の渇
きを自覚しにくく、水分を摂っても筋
肉量が少ないので保水できず、腎機能

も低下していますから、すぐに尿とし
て体外に出してしまいます。お米や野
菜にもたくさんの水分が含まれていま
すから、むやみに液体としての水分摂
取をアピールしないのも歯科ならでは
の提案方法だと思います。

“多くの目で支える視点”を持てば
「他職種連携」へと繋がる

　とくに要介護の方の場合、とにかく
できるだけ“多くの目で支える”こと
が大事で、訪問ドクター、看護師、
ご家族に加えて、私たち歯科医師、歯
科衛生士もその輪の中にはいって、口
だけではなく医療従事者として、いろ
んな視点から多角的に支える意識を持
ちたいものです。そうすれば無理に意
識しなくても自然と他職種連携、医科
歯科連携の形になっているのではない
でしょうか。ただ、その輪の中に入っ
ていくためには、やはり共通言語が必

続いて南国市にある障害者支援施設「こくふ」に移動。歯科衛生士さんが1名合流し、計4名でケアに臨む。当日の患者さんは5名。4名に口腔ケア、
1名にCR処置を行った。ケアの際には施設の看護師さんや管理栄養士の方など多くの方が見守り、ケアの様子や一人ひとりの健康状態、口腔状態に
関する情報を共有する。
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要です。学生時代に基礎医学を学んだ
経験があるのは唯一医科の先生と歯科
医師だけです。新たな気持ちで専門用
語や薬について勉強すれば必ず勘を取
り戻せるでしょう。私も最初はとても
大変でしたが、経験値が増えていくに
従い、それまで点で考えていたことが

1本の線で繋がって加速度的にレベル
アップしていくことを何度も経験しま
した。ぜひ皆さんも摂食嚥下という
“未開の地”を切り拓いていって欲し
いと思います。

　「初めての抜歯」は多くの先生方
の記憶に残っているのではないで
しょうか。私にとって一生忘れられ
ないのは、ある認知症の患者さんの
抜歯です。脳梗塞で左半身麻痺にな
られ、最初は開口してくれず蹴られ
たりつかまれたりと非協力的でした
が、なぜか私は「この方は必ず心を
開いてくれる」と直感し、入所され
ている施設に定期的に通い続けまし
た。最初の数ヵ月はダメでしたが、
優しく接していくうちに、だんだん
心を開いて態度も軟化していくよう
になりました。そのうちどうしても
右下7番を抜歯する必要に迫られ、

いつ抜歯できるかとずっと様子を伺
う日が続き、「今日こそ抜歯できる
かな？口開けてくれるかな？」と不
安いっぱいで伺ったら、その日パ
カーッとお口を開けてくれたので
す。「〇〇さんありがとうありがと
うありがとう」と言いながら抜歯し
ました。脳梗塞により失語の症状が
あるので話せないのですが、ほんの
小さい声で「ありがとう」と言って
くれました。これには付き添いの娘
さんも本当にびっくりされていまし
た。抜歯する以前から歯は割れてい
たので随分前から痛みに耐えておら
れたんだと思います。
　また、私の恩師である島田力先生
（高知県四万十市開業）がこんな話
をしてくださいました。島田先生は
在宅療養支援を中心に摂食嚥下、口

腔リハビリに精力的に取り組んでお
られ、高知県に野原先生を招聘して
くださった張本人です。島田先生の
現場では看取りの歯科として人生の
最期まで関わっている患者さんが一
年に50人近くも亡くなるそうです。
「伊藤君、僕は今日往診に行って2回
泣いたよ。一人は胃ろうから解放さ
れて『やっと口から食べられる、本
当に良かった』という嬉し泣きを見
てもらい泣きして、もう一人は『も
う口からは食べられないから胃ろう
になる』ことが悲しくて泣いている
のを見て思わず泣いたよ」。このエ
ピソードは、私にとって「歯科ほど
ダイナミックな仕事は他にない」と、
歯科医療がもつ可能性を再認識させ
てもらえた瞬間でした。

Message 歯科は、患者さんの人生の岐路に立ち会う“ダイナミックな仕事”

詳しい情報はこちらから。

伊藤先生が「第14回DHフォーラム」
でご講演されます。

伊藤院長が「一生忘れないでしょう」と語る抜歯をさせてくださった患者さん。「治療が終
わって“ありがとう”とささやくように言ってくださるのを聞くと涙が出そうになります」。
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