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研究要旨： 

要介護者への口腔保健医療ケアを適切に提供していくため体制整備について病診連

携面から検討を行うことを目的に、新潟県内の病院歯科を対象にアンケート調査を実

施し、64施設中44施設（68.8%）から調査票を回収した。 
病院歯科における診療の内容としては一般歯科治療中心が23施設と約半数を占め、

また、歯科医師も非常勤のみ又は常勤1人のみの施設が29施設と7割近くを占めた。 

 2次医療圏を単位としてみた場合、入院下あるいは全身管理下での歯科治療が可能

な病院歯科が存在しない2次医療圏は13医療圏中1カ所のみであり、要介護者への口腔

保健医療ケアを提供していく上での最低限の病院歯科機能はほぼ確保されていると言

えるものの、その体制や機能、実績は必ずしも十分でないこと等が明らかになった。 

 

A．研究目的 

 要介護者への口腔保健医療ケアを適切

に提供していくための体制整備について歯

科診療所（かかりつけ歯科医）と病院歯科

における病診連携の観点から検討を行うこ

とを目的に、新潟県内の病院歯科を対象に

郵送自記式アンケート調査を実施した。  

 

B．研究方法 

平成 14 年 11 月末に新潟県内全ての病院

歯科（64 施設）に対し、病院歯科の機能お

よび要介護者の歯科治療における病診連携

の実態等に関する調査票を郵送した。厚生

労働科学研究に使用することの承諾を得た

うえで、返送された 44 施設の調査票を対象

に解析を行った。 

 

C．研究結果 

1．調査票の回収率は 64 施設中 44 施設で

68.8%であった（表１）。 

 

2．歯科に関する標榜科名は、歯科 38 施設

（86.4%）、歯科口腔外科 25 施設（56.8%）、

小児歯科８施設（18.2%）、矯正歯科７施設

（15.9%）であった（表２）。 

 

3．中心となる診療の内容は、一般歯科治

療中心が 23 施設（52.3％）と最も多く、次

いで中間型 17 施設（38.6%）、口腔外科中

心２施設（4.5%）の順であった。なお、44

施設には大学附属の歯科病院が２施設含ま

れている（表３）。 

 

4．常勤歯科医師数は、常勤歯科医師が勤

務しておらず非常勤歯科医師のみで対応し

ている施設が９施設(20.5%)あり、常勤１人

のみの 20 施設(47.7%)と合わせて 7 割近く

を占めた。 

常勤歯科医師２人の施設は９施設

(20.5%)、３人が１施設(6.8%)で、４人以上

の施設は２施設（4.5%）で大学附属歯科病

院のみであった（表４）。   

 

5．入院下での歯科治療が可能な病院歯科

は 28 施設(63.6%)であった。これを２次医

療圏別にみると、新潟県内の 13 保健医療圏

中 11 保健医療圏に入院下での歯科治療が

可能な病院歯科が存在した（表５）。 

 

6．全身管理下での歯科治療が可能である
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病院歯科は 35 施設(79.5%)であった。これ

を２次医療圏別にみると、13 保健医療圏中

12 保健医療圏に全身管理下での歯科治療

が可能な病院歯科が存在した（表５）。 

 

7．摂食機能療法を実施している病院歯科

は 16 施設(36.4%)であった。これを２次医

療圏別にみると、13 保健医療圏中 9 保健医

療圏に摂食機能療法を実施している病院歯

科が存在した（表５）。 

 

8．訪問歯科診療が可能な病院歯科は 22 施

設(50.0%)であった。これを２次医療圏別に

みると、13 保健医療圏中 11 保健医療圏に

訪問歯科診療が可能な病院歯科が存在した

（表５）。しかし、過去３ヶ月間に訪問歯

科診療を実施した実績を有する施設は 3 施

設（6.8%）に留まった。 

 また、通院が困難な患者のための移送用

車両を所有している病院歯科は 17 施設

（38.6%）で、13 保健医療圏中 9 保健医療

圏に存在した（表５）。 

 

9．要介護者への歯科保健医療ケアを提供

する上で、一般歯科開業医（かかりつけ歯

科医）からの病院歯科へのニーズの介護保

険施行後の動向については、「以前と変わ

らない」が 34 施設(77.3%)と最も多く、「や

や高くなっている」が 3 施設（6.8%）、「高

くなっている」が 2 施設（4.5%）であった。 

今後の動向については「高まる」が 5 施

設(11.4%)、「やや高まる」が 14 施設

(31.8%)、「変わらない」が 20 施設（45.5%）

であった（表６）。 

 

10．病診連携を進めるうえでの今後整備あ

るいは充実強化を予定していること（５つ

以内の複数回答）としては、「医科との連

携が必要な患者への対応」34 施設(77.3%)、

「口腔外科外来小手術」28 施設(63.6%)、

「入院治療が必要な口腔外科疾患患者の受

け入れ」22 施設(50.0%)が半数を超えてい

た（表７）。 

 

D．考察 

要介護者等への口腔保健医療サービスを

提供していく上で、特に全身管理が必要な

患者への対応や入院下での歯科治療などの

点で病院歯科と一般歯科診療所（かかりつ

け歯科医）との連携・機能分担は重要であ

る。 

要介護者に対する全身管理下や入院下で

の歯科治療は、実施される歯科治療自体は

一般的歯科治療に近いものが多く、その患

者特性や治療内容からして、原則として２

次医療圏内でこれらに対応可能であること

が望ましいと考えられる。 

こうした観点から新潟県内の病院歯科を

対象に病院歯科の機能および要介護者の歯

科治療における病診連携の実態等に関する

アンケート調査を実施したが、通常の歯科

診療所と同様な一般歯科治療中心の施設が

52.3%、歯科医師が非常勤又は常勤 1 人のみ

という施設が 68.2%を占めるなど、病院歯

科全体としてみると、歯科における高次医

療機関としての機能、体制を有している施

設は多くないことが明らかになった。なお、

今回のアンケート調査に回答ないしは同意

が得られなかった病院歯科は精神病院等の

小規模な歯科が多く、実態としての上記の

割合は更に高まるものと考えられる。 

要介護者の歯科治療に関する病院歯科の

診療機能等について２次医療圏毎に分析し

た結果では、入院下での歯科治療および全

身管理下での外来歯科治療に関しては、ほ

ぼすべての２次医療圏で受け入れ態勢が確

保されている状態であったが、いずれの対

応も確保されていない医療圏が 13 医療圏

中１カ所存在した。 

また、近年要介護者などのＡＤＬおよび

ＱＯＬの維持・向上の観点からその重要性

が注目されている摂食・嚥下機能障害者に

対する摂食機能療法に関しては、対応出来

ない医療圏が 13 医療圏中 4 カ所存在し、対

応可能施設数としても 36.4%と未だ十分な

受け入れ態勢が整っていないことが明らか

になった。 

さらに、一般歯科診療所（かかりつけ歯

科医）等からの要請に基づき、在宅の要介

護者などへの訪問歯科診療を行えるとして
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いる施設も 13 医療圏中 11 カ所に存在し、

施設数でみてもほぼ半数が対応可能として

いる一方、実際に過去 3 ヶ月間で訪問診療

を実施した施設は 3 施設（大学附属歯科病

院を除くと 1 カ所）にとどまっていた。 

これらのことから、要介護者に対する口

腔保健医療サービス提供の重要性が認識さ

れるに従い、これを支える基盤としての病

院歯科の役割がクローズアップされ、診療

報酬においてもこれらの機能に着目した各

種評価が進められている一方、現実には病

院歯科の機能強化と病診連携の実績がこう

した流れに十分追従できていないことが示

唆された。 

この原因として、病院歯科側の人的、設

備面などの基礎体力の弱さ、採算性の問題、

かかりつけ歯科医を含めた対外的なＰＲの

不足などが考えられる。また、かかりつけ

歯科医の側でも、要介護者の歯科治療等を

実施するうえで具体的にどのように他の医

療機関等と役割分担・連携していけばよい

のか明確になっておらず、自ら対応可能な

範囲で処置等を済ませてしまっていること

などが考えられ、これらの要因が複合的に

影響しているものと思われる。これらの原

因を明らかにしていくことは、今後病診連

携を効果的に推進するための対策を構築す

るうえで重要である。 

今回、新潟県内の病院歯科を対象に実施

した基本的な病院歯科の診療機能等に関す

るアンケート調査で、2 次医療圏を単位と

してみた場合、入院下あるいは全身管理下

での歯科治療などの最低限の病院歯科機能

はほぼ確保されていると言えるものの、そ

の体制や機能、実績は必ずしも十分でない

ことが明らかになった。 

今後、要介護者への質の高い口腔保健医

療ケアを提供していくためには、病院歯科

の役割を明確化したうえで、適切な機能強

化を図るとともに、かかりつけ歯科医等と

の円滑な連携を支援するシステムを構築し

ていくことが急務である。 

 

E．結論 

1.新潟県内の病院歯科 64 カ所を対象に病

院歯科の機能および要介護者の歯科治療に

おける病診連携の実態等に関する郵送自

記式アンケート調査を実施し、研究使用の

同意を得たうえで、返送された 44 施設の調

査票を対象に解析を行った。 

 

2. 診療の内容としては一般歯科治療中心

が 23 施設（52.3％）と最も多く、次いで中

間型 17 施設（38.6%）、口腔外科中心２施

設（4.5%）であった。また、常勤歯科医師

が勤務しておらず非常勤歯科医師のみの施

設が９施設(20.5%)、常勤１人のみの 20 施

設(47.7%)と合わせて 7 割近くを占めた。 

 

3. 2 次医療圏を単位としてみた場合、入院

下あるいは全身管理下での歯科治療が可能

な病院歯科が存在する 2次医療圏は 13医療

圏中それぞれ 11 カ所と 12 カ所であった。 

 

4.摂食機能療法を実施可能な病院歯科は

16 施設（36.4%）、訪問歯科診療が実施可

能な病院歯科は 22 施設（50.0%）であった。 

 

F．健康危険情報 

   なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

    なし 

 

２．学会発表 

  なし  

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

  なし  

２．実用新案登録 

   なし  

３．その他 

     なし 




