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テーマ選定理由 

  

周術期の安全な医療の提供を阻害する因子の一つに、 
全身麻酔気管内挿管時の歯の損傷事故があげられる。 
 
発生率は0.1～0.3%と報告されており、術前の 
適切な診査で防ぎ得るケースがあると考えられる。 
 
さらに歯が損傷した場合、患者の不満をまねき 
患者満足度の低下につながる可能性がある。 
 

 予防するのは歯科の役割である。 
  



担当医より歯科に依頼を受け実施する口腔機能管理 

従来の全身麻酔患者 当院歯科手術前介入対象 

周術期口腔機能管理 

算定対象患者 非算定対象患者 

   

歯科介入あり 歯科介入なし 

★豊島病院では、保険算定が開始された 
 2012年より手術症例を中心に介入している 

【対象疾患手術】 
全身麻酔下でおこなわれる 

 種々の癌、人工関節、脳卒中 

【手術例】 
鼠径ヘルニア、良性腫瘍 
扁桃腺摘出 など 

 



全身麻酔挿管時 歯のトラブル件数 
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患者の不安をあおりかねず 
    可能な処置も限られる 

  



周術期口腔機能管理 算定対象患者における問題点 

 

対象患者の抽出 

歯科依頼・予約 

 

口腔内診査 
歯科処置 

手術 

主治医  歯科口腔外科 入院 

           
     ・依頼もれの発生 

     ・依頼作業が医師の負担となる 
       ・医師の交代のたびに依頼数が減少 
       ・歯科介入が入院当日になることがある 
 
 
     

 
 
 

【従来の介入フロー】 



周術期口腔機能管理 非算定患者における問題点 

 ・口腔トラブルの抽出は主治医・麻酔科医師まかせ 
 
 ・入院後に緊急対応となるケースが多い 
 
 ・手術前に抽出されず、全身麻酔挿管時に 
                  歯の損傷事故が発生した事例があった 
 
 
 
 
 

手術前の歯科介入システムがない 

  



問題解決の模索 

入退院支援加算の算定要件に歯科の介入は対象となっていない 

今年度４月、公社病院の中で先行して 
総合患者支援センターを開設 

入院支援部門 

【入院サポート】が立ち上がる 

歯科の介入は予定されていなかった 



 口腔の専門家である歯科衛生士が、 
入院サポートで口腔内スクリーニングを 
実施し口腔トラブルの早期発見と歯科受診へ
つなげる。 

安全な全身麻酔管理をサポートし 
安心な医療の提供を目指す。 



当院入院サポート 

 
 
 

医師事務 MSW 

入院サポート
看護師 

管理栄養士 薬剤師 認定看護師 歯科衛生士 

入院・手術日決定 
  外来当日 

★患者の負担軽減のため外来当日に介入し各専門職種が入院支援を行う 



入院サポート歯科介入に向けての課題 

   1.システムの構築 

  2.口腔内評価の統一 

 
   3.環境整備 

        4.地域連携  

        5.周知 



1.システムの構築－歯科介入対象と方法 

●対象患者 

①口腔内の挿管リスクの抽出 
②周術期口腔機能管理対象者の抽出 
③必要な歯科受診へとつなげる 
 

●目的 

入院サポートで介入する予定入院患者のうちの 
全身麻酔下手術予定患者 

●方法 

入院サポート内での歯科衛生士による口腔内診査実施 



1.システムの構築－歯科介入フロー 

歯科衛生士による口腔内診査 

当院 歯科口腔外科 
手術 

入院サポート  歯科治療・口腔ケア 入院 

地域 かかりつけ歯科医 

周術期口腔機能管理算定対象患者 

非算定対象患者 

入院サポート看護師 
による患者の抽出 

・患者の同意 
・依頼書の確認 
・状態に合わせた予約 

・必要時、入院前の 
 歯科受診を推奨 

・かかりつけ受診 

 困難時は当院対応 
  
 

入院後、手術前 
 口腔内確認 



2.口腔内評価の統一 

評価基準 

•手術看護認定看護師との情報共有 

•歯の動揺、口腔汚染、開口量などの評価基準の設定 

•麻酔科医師からの承認 

•マニュアル作成、患者説明ツール作成、勉強会実施 

•歯科口腔外科内での症例検討 スタッフ 

育成 



３．環境整備 

  入院サポート 

ワンストップ・サービス方式 
※患者が一か所でまとまったサービス
を受けることができる。 



3.環境整備 

・診査カートを入院サポート内に一台設置 
・診査時、各テーブルに移動 

水道設備の代用として、 
紙おしぼりや口腔内用ウェットシート 
 

患者間は 
パーテション 
で仕切り 



4.地域連携－非算定対象患者の地域かかりつけ歯科への依頼 

歯科衛生士より当院歯科医師に報告 

 適切な歯科治療につながるように依頼書を作成 

     挿管リスクを確認 

歯科医師の負担軽減のため、 
指示のもと医師事務が代行入力 



５．周知 

＜院内周知＞ 総合患者支援センター会議 
・介入事例報告 総合患者支援センター会議 

  事例報告、情報共有 

  ※週１回 定例開催 

病院全体説明会 
     にて周知 

 関係部署スタッフへの個別説明 



５．周知 

＜院外周知＞ 
 
  「連携としま」写真 

 
 

医療連携広報紙 
「連携としま」に掲載・配布 

〈配布部数〉 

   歯科医療機関：約１１５０部 
その他医療機関：約３３５０部 

  

医療連携訪問 





症例：６５歳 男性 上行結腸癌 腹腔鏡下結腸右半切除術 

 
        

 

 

【介入時】 
  (手術2週間前) 

複数歯の動揺 

著しい清掃不良 

自力で着脱できない入れ歯 

歯科治療回数５回、予定通り手術施行、挿管トラブルなし 

【介入後】 





歯科介入件数・結果 ４月～１０月 

歯科介入 ５４９件 
   挿管リスク ５３件（9.6％） 
    
  リスク内容：動揺歯や脱離の危険性のある補綴物 

  入院前の歯科受診 

 

 

 

手術時 歯の損傷事故発生 0件 
手術直前や手術中の歯科医師へ緊急対応依頼0件 



周術期口腔機能管理 算定対象：非算定 介入内訳 

周術期口腔 
機能管理 

算定対象患者  
１６６名 

非算定対象 
患者 

３８３名 

入院サポートでの介入がなければ、 
挿管リスクを抱えたまま入院していた可能性が高い 

挿管リスクあり 
 25件（15.1％） 

挿管リスクあり 
28件（7.3%） 

 

昨年度までは介入していなかった 



【実施方法】 
任意によるアンケート 

【期間】    

9月11日～11月22日 

【配布数】  

 216枚 

【回収数】   

 100枚 
（回収率46.2％） 

患者アンケート実施 



患者アンケート結果 

  自由意見の中に、 
『近いうちに歯医者に行きます』『診ていただき安心しました』 

 

     手術前の歯科受診の動機付けと 
           手術への安心につながった 

役に立った 理解できた 

YES NO どちらでもない 

説明ツール 

の満足 
１００％ ９９％ 

９６％ 

Ｎ＝１００ 



周術期口腔機能管理料（Ⅰ・Ⅱ）+付随歯科治療収入 
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付随歯科治療収入 

周術期口腔機能管理料 

（抜歯、歯石除去など） 

    ※前年度４-10月累計比 

管理料＋付随歯科治療収入 

 33.9% 増収 

（円） 

周術期口腔機能管理算定対象者を入院サポートで抽出し
依頼もれを防いだことで増収につながった 



介入結果 まとめ 

  全身麻酔挿管時の歯の損傷事故０件 

 患者満足（役に立った）１００％ 安心 

増収 

安全 

収入（管理料等） 33.9% UP 
            ※前年度4-10月累計比 



今後の取り組み 

 多職種連携 

 術後合併症 
予防効果の検証 

摂食嚥下認定看護師 
NSTとの情報共有 

誤嚥性肺炎の発生率 

地域への貢献 

勉強会の実施 
医療機能の分化強化 



ご清聴ありがとうございました。 

『君の歯は。』 


