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テーマ名                                     小児総合医療センター 

ファシリティドッグが介在した口腔ケアの取り組み 
サークル名 森の歯医者さんプラスわん 

メンバー名 小児歯科    小方清和 

                   専門外来 ◎○宮本真巳子 ◎○本田彩 渡辺里子 

           鈴木厚子 吉田迪子 吉田 裕美 

シャイン・オン！キッズ  大橋真友子 アイビー           

看護部   鎌田美恵子                

森の３番地   佐藤實    藤本好美   庶務課  大島吏貴 

１ テーマ選定理由 

近年、周術期口腔機能管理による全身合併症の予防効果が明らかになり、平成 24 年度からがん治療などを受け 

る患者を対象とした周術期口腔機能管理として保険診療報酬が収載された。がん治療前や治療中の口腔内の環境

改善は、口腔粘膜炎や口腔乾燥、味覚障害などの副作用の発現予防や症状の軽減に役立つ。しかし、幼児期の子

どもは、歯ブラシ等の口腔ケアを嫌がることが多く、不安や恐怖を抱きながらケアを受けるような状況にあり口

腔ケアが難しい。そこで、当院に導入されたファシリティドッグ(入院中の患者や家族の不安を和らげ、心理的な

サポートをするなど子供たちの治療に寄り添うことを目的に育成された犬、以下「ＦＤ」とする。）のアイビーが

介在することにより、子供自身が自分から進んで楽しく口腔ケアを行うことができ、口腔内の衛生状態の改善に

つながると考え、テーマを選定した。 

 

２ 現状と問題点 

当院小児歯科では、がん患者の歯科治療や口腔管理を継続して行っている。周術期口腔機能管理における定期

的口腔ケア対象児の延べ介入件数は、平成 29 年度は 595 人、平成 30 年度は 740 人と増加しており、今後もます

ます歯科の介入件数の増加が予想される。しかし子どもは不安や緊張から、歯科受診を嫌がり口腔ケアが十分に

は行えないことがある。また歯科衛生士がベッドサイドで口腔ケアをする際に、泣いてしまう子どももいる。子

ども自身が進んで楽しく歯科受診や普段のブラッシングが行えるような動機付けの方法を検討し、実施すること

が、子ども自身のＱＯＬ向上に繋がるのではないかと考えた。 

 

３ 取組内容 

対象患者を当科で周術期口腔機能管理を行っている血液・腫瘍科病棟から選出した。口腔ケアの重要性を記載 

したパンフレットを作成し、それを用いて説明をした後、ＦＤが介在した口腔ケアを行った。具体的には、ＦＤ

が一緒に患者のところへ訪問し、ＦＤの歯磨きの様子を子供に見せたり、歯科衛生士が子供の口腔ケアを行う際

に、ＦＤが子どものそばに寄り添ったりするなど、様々な形で本活動を行った。 

 

４ 今後の取組（結果） 

本活動に参加した子どもは口腔ケアに対し不安な気持ちがあり、はじめのうちは涙を見せるなど消極的な様子

であった。介入の回数を重ねるごとに、明らかに表情が穏やかになり、歯科衛生士と距離が縮まっている実感が

あった。この変化はＦＤによる動物介在療法がもたらしたものであると考えられる。「アイビーと一緒なら頑張れ

る、楽しめる」といった前向きな気持ちが持て、子ども自身のやる気と笑顔を引き出したものと推測される。さ

らに、それは子どもと家族の行動変容に繋がり、口腔衛生状態の改善にも寄与した。 

現在も、ＦＤが介在した口腔ケアを継続して実施しており、今後はさらにその対象患者を増やしていく予定で

ある。口腔ケアに抵抗のある子どもに対し、自然な流れでＦＤが介在した口腔ケアを実践できるような体制を整

えていく。  
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テーマ名                                     小児総合医療センター 

ファシリティドッグが介在した口腔ケアの取り組み 
サークル名 森の歯医者さんプラスわん 

メンバー名 小児歯科    小方清和 

                   専門外来 ◎○宮本真巳子 ◎○本田彩 渡辺里子 

           鈴木厚子 吉田迪子 吉田 裕美 

シャイン・オン！キッズ  大橋真友子 アイビー           

看護部   鎌田美恵子                

森の３番地   佐藤實    藤本好美   庶務課  大島吏貴 

 

１ テーマ選定理由 
近年、周術期口腔機能管理による全身合併症の予防効果が明らかになり、医科歯科連携強化を目的に平成 24 年

度から周術期口腔機能管理が保険診療報酬としても評価されるようになった。さらに周術期口腔機能管理の適応

範囲が拡大され、がん治療などを受ける患者が歯科を受診する機会が一層増えるものとみられる。がん治療の化

学療法や放射線治療の副作用として、口腔粘膜炎や口腔乾燥、味覚障害などが起こる可能性が高く、治療前から

の口腔内の環境改善は、これらの副作用の発現の予防や症状の軽減に効果がある。当院小児歯科でも、がん治療

を受ける患者（主に血液・腫瘍科の悪性疾患罹患者）を対象に定期的な口腔ケアを実施している。 
しかし、幼児期の子どもは、歯ブラシ等の口腔ケアを嫌がることが多く、口腔内の環境改善が容易ではない。

そこで、令和元年８月に当院に導入されたファシリティドッグ（以下、「ＦＤ」とする。）のアイビーが介在して

口腔ケアを行うことで、口腔ケアに対して前向きな動機づけが出来るのではないかと考えた。 
ＦＤとは、アメリカで確立された専門的なトレーニングを受けた犬のことである。施設に常勤し、臨床経験の

あるハンドラーと共に入院中の子供たちの治療に寄り添い、子供やその家族の不安を和らげるなど、治療に前向

きに取り組むようサポートする役割を果たしている。ＦＤが介在することにより、採血の時に泣いてしまう子ど

もが落ち着いたり、手術室まで同行すると落ち着いて入室できるなどの報告があげられている。そこで、口腔ケ

アを行うときも、ＦＤが介在することで、無理やりに実施するのではなく、子ども自身が進んで楽しく行えるよ

うになり、口腔内の衛生状態の改善につながると考え、テーマを選定した。 
 
２ 現状と問題点 

当院小児歯科では、がん治療前や治療中の患者（主に血液・腫瘍科の患者）を対象として歯科治療や口腔ケア、 

口腔内の副作用発症時の対応などの口腔管理を行っている。周術期口腔機能管理における定期的口腔ケア対象児

の延べ介入件数は、平成 29 年度は 595人、平成 30年度は 740人と増加しており、今後もますます歯科の介入件

数の増加が予想される。 

しかし、子どもは歯科治療や口腔ケアに対する不安や緊張、恐怖心から、歯科受診をスムーズに行えないこと 

が多い。歯科衛生士がベッドサイドへ往診の際、泣いてしまう子どももおり、口腔ケアの中断や、往診時間の延

長を余儀なくされることもある。また、普段のブラッシングにおいても、保護者からの「本人はあまり歯磨きが

好きではないです。」「歯ブラシは嫌がるので、仕方がなく押さえつけてやっています。」という声も少なくない。 

乳歯が生え揃う３歳頃から、永久歯が生え始める６歳頃までの期間は乳歯列期と呼ばれ、保護者による歯磨き 

に加え、子ども自身で歯を磨く練習が必要となる時期であり、楽しく歯磨きを行う習慣をつけることが求められ

る。そこで、子ども自身が進んで楽しく歯科受診や普段のブラッシングが行えるような動機付けの方法を検討し、

実施することが、子ども自身のＱＯＬ向上に繋がるのではないかと考えた。 
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３ 取組内容 

口腔ケア実施時の子どもの不安や緊張の軽減を図り、口腔ケアに対して前向きな動機付けを行うため、ＦＤ介

在による口腔ケアの取組を以下のとおり行った（表１）。 

表１ 本活動の取り組みの流れ 

（１） 対象患者の選出 

（２） 子ども用パンフレット作成・説明 

（３） 口腔ケア実施(例) 

第 1 回：歯科外来にて口腔内の評価・口腔ケア（ＦＤ介在なし） 

第 2回：病室往診にて口腔ケア（ＦＤ介在あり） 

第 3回：病室往診にて口腔ケア（ＦＤ介在あり） 

第 4回：歯科外来にて口腔内評価・口腔ケア（ＦＤ介在あり） 

（４） インタビュー・アンケート 

 (1) 対象選出 

対象患者は、当科で主に周術期口腔機能管理を行っている、血液・腫瘍科の入院中患者で３歳から６歳まで 

の年齢の者とした。 

 

(2) 子ども用パンフレット作成・説明  

口腔ケアの重要性や治療中の食生活の注意等を記載した、子ども向けのパンフレットを作成し、それを用い

て口腔ケア実施前の患者に説明した。本活動実施前は、保護者への説明が中心であったが、口腔内を清潔に保

つことの重要性を患者自身にわかりやすく伝えることで、子どもを主体とした口腔ケアの取り組みにつながる

のではないかと考えた（図１）。 

 

図１ 子ども用パンフレット 

 

 

(3) 口腔ケアの実施 

 ＦＤが介在した口腔ケアを行った。子どもの体調や状態、口腔ケアの介入内容に合わせ、往診および外来で実

施した（表２．３）。 
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表２ 病室へ往診して口腔ケアを実施する流れ 

 歯科衛生士による口腔ケア ＦＤ介入内容 

①  訪室 ＦＤ、ハンドラーと一緒に、ベッドサイドへ向かう。（写真１） 

②  口腔内診査 実際の歯科用ミラーを使用し、ＦＤの口腔内チェックを実演する。

（写真２） 

③  子どもへブラッシング指導 子どもの歯の磨けていない部位をＦＤの歯の位置で示し、「アイビ

ーの歯と同じところを磨いてみよう！」とＦＤと一緒にブラッシン

グを行う。 

④  保護者へ仕上げ磨き指導 ハンドラーによるＦＤの歯磨きの姿を子どもに見せ、同じように保

護者による子どもの歯の仕上げ磨きを行う。（写真３、４） 

※ＦＤの口腔ケアは寝かせ磨きでのブラッシングであるため、人間

の仕上げ磨きの様子とよく似ている。 

⑤  口腔内写真撮影 実際の口腔内用カメラでＦＤの口腔内写真撮影を実演する。 

⑥  機械的歯面清掃 子どもの傍に寄り添い、応援する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 歯科外来で口腔ケアを実施する流れ 

 歯科衛生士による口腔ケア ＦＤ介入内容 

①  患者入室 病室から２階の歯科外来まで往復の移動の際、ＦＤが同行した。（写真５） 

②  口腔内の評価 

・口腔内診査 

・歯の汚れの染め出し 

・口腔内写真撮影 

・歯科ユニット上での口腔ケアの際は、ＦＤも歯科ユニット上に座り、

子どもにそっと寄り添っていた。（写真６，７） 

・歯科衛生士は「終わったらアイビーをいっぱい、ヨシヨシしようね！」

という声掛けを行った。 

・口腔ケアが上手に行えたご褒美として、「ご褒美シール」を作成した、

終了後に子どもに渡した。（写真８） 

③  口腔ケア 

・ブラッシング指導 

・機械的歯面清掃 

 

 

（写真１）                （写真２）             

（写真３）              （写真４）             
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(4) インタビュー・アンケート 

ＦＤが介在した口腔ケアを実施後、子どもに対しインタビュー、家族に対し本活動における子どもの様子や変化

等について記載したアンケート調査（選択式・自由式）を行った。 

 

４ 結果 

(1) 対象患者の概要 

今回、８月から 11 月の間の活動において、４例の患者に介入した。対象患者の初回時年齢、性別、病名、 

実施状況は下記に示した通りである。 

対象患者Ａ：３歳 11か月、女児、急性リンパ性白血病（アンケート実施済み） 

対象患者Ｂ：６歳 1か月、男児、神経芽腫（アンケート実施済み） 

対象患者Ｃ：５歳３か月、女児、再生不良性貧血（口腔ケア第３回実施済み） 

対象患者Ｄ：４歳７か月、男児、ランゲルハンス細胞組織球症（口腔ケア第３回実施済み） 

(2) 子どもの変化 

合計４回の病棟往診及び外来受診での子どもの表情や態度、発言などを観察した。今回の対象患者のうち、顕著

に変化がみられた対象患者Ａの様子を表４に示す。初回介入時は緊張から表情や態度が強ばった様子であり、歯科

衛生士が話しかけると泣いてしまうような状況であったが、ＦＤが介入して以降は、徐々に表情も穏やかになり、

口腔ケアを進んで受けられるようになった。 

表４ 活動中の対象患者Ａの変化 

 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 
実施場所 外来 病棟 病棟 外来  

ＦＤ 無し 有り 有り 有り 
表情 ・強ばった表情 

・歯科ユニットを
倒す時から涙を流
す 

・表情無し 
・途中で涙あり 

・穏やかな表情 
・泣かなかった 

・笑顔 

姿勢 ・本人による歯磨
きを拒否 

・歯科衛生士によるブ
ラッシングを拒否 
・母による仕上げ磨き
はできた 

・歯科衛生士によ
るブラッシングが
できた 
 

・進んで歯科ユニットに座る 
・今まで嫌がってできなかっ
た本人による歯磨きの様子を
見ることができた 

（写真５）                               （写真６） 

（写真７） 

 

（写真８） 
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 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 

発言 なし なし ・歯科衛生士の姿
を見て「今、歯医
者さん来たよ！」
と言っていました
（母） 

・今日これから歯医者さんな
んだ～って、楽しそうに職員
さんに言っていました（母） 
・「（ご褒美シールをもらって）
見てー！ミニオンもらっちゃ
った！」（本人） 

その他 ・歯科衛生士の問
いかけには下を向
いてうなずきで応
答する 
・ケア中は終始母
の手を握っている 

・薬による食欲亢進で
機嫌が悪く、体調も悪
い 
・母がいなくなると不
安になる 

・歯科衛生士から
の問いかけに対
し、目を見てうな
ずいて応答 
・退出時に「バイ
バイ」と手を振る 

・母が近くにいなくても、楽
しそうに口腔ケアを受けるこ
とができた 

 

(3) 口腔内衛生状態の変化 

    ＦＤが介在した口腔ケアの初回と４回目の染め出し液による歯垢染色の状況を図２に示す。プラーク付着状

況を示す O'Leary Plaque Control Record （以下 PCR）では、対象患者Ａは初回が 46％であったのに対し４回

目は 21％、対象患者Ｂは初回が 41％であったのに対し４回目は９％ と共に改善がみられた。この数値は一般

的に 20％以下を目標とされるため、数値上でみても口腔内衛生状態は良好となったことが分かった。 

また、PCR では評価できないが、小児の齲蝕頻発部位である臼歯部咬合面のプラーク付着状況については、

図２のとおり明らかな改善が認められた。 

 
  図２ 口腔内の変化 

 

(4) ＦＤが介在した口腔ケアを受ける子どもと家族による評価 

ＦＤが介在した口腔ケアを実施後、子どもに対しインタビュー調査を行った（表５）。家族に対してはアンケ 

  ート調査を行った（表６，７）。 

表５ ＦＤが介在した口腔ケアを受けた対象患者Ａ・Ｂへのインタビュー 

インタビュー項目 子どもの回答（Ａ/Ｂ） 

アイビーのことは好きですか うん！/好き！ 

アイビーと歯磨きしてどうでしたか 
アイビーがイスに乗ってくれて嬉しかった/１人よりアイ

ビーいたほうがいい。 

歯磨きは好きですか 好き。/うん。 

これからもアイビーと歯磨きしたいですか 
アイビーとまた一緒にできたら嬉しい。/アイビーきてほ

しい。 
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なお、選択式アンケートの項目は下記の通りである。対象患者Ａ・Ｂの家族からは、全項目において肯定的な回

答を得た。 

 

 

５ 考察 

  本活動に参加した子どもは口腔ケアに対し不安な気持ちがあり、初めのうちは涙を見せるなど消極的な様子で

あった。介入の回数を重ねるごとに、明らかに表情が穏やかになり、歯科衛生士と距離が縮まっている実感があ

った。この変化はＦＤによる動物介在療法がもたらしたものであると考えられる。「大好きなアイビーと一緒なら

頑張れる、楽しめる」といった前向きな気持ちが持て、子ども自身のやる気と笑顔を引き出したものと推測され

る。さらにそれは、子どもと家族の行動変容につながり、口腔衛生状態の改善にも寄与したものと考えられる。 

６ 今後の課題 

本活動は、ＦＤが介在した口腔ケアの試験的な取組として、対象患者を選出し、病棟看護師やハンドラーと介

入した。今回の活動では、２例においてアンケート調査まで実施できた。今後も継続して取り組み、年間で約 20

例以上の介入を見込む。口腔ケアに抵抗のある子どもに対し、自然な流れでＦＤが介在し、さらに実績を上げて

いきたい。 

  また、本活動期間中に、治療により患者の気分が落ち込んだ様子の時もあった。体調や気分が優れないときも、

口腔ケアは必要であり、その患者の状態にあわせた方法で介入することが要される。そのためには患者のリアル

タイムの情報収集が必要であり、病棟看護師など他職種のスタッフと連携をしながら、そのときの状況に十分配

慮した介入を行っていきたい。 

インタビュー項目 子どもの回答（Ａ/Ｂ） 

歯医者さんは好きですか 好き。/うん！うん！ 

歯医者さんが来るのはどう思いますか 嬉しい/最初より怖くなくなった。 

表６ ＦＤが介在した口腔ケアを受けた対象患者Ａ・Ｂの家族へのアンケート 

選択式アンケート項目 

ＦＤと一緒の歯磨きは楽しそうでしたか 

以前より自分から進んで歯磨きを行えるようになりましたか 

ＦＤと一緒に歯磨きをしたことで、お子さまへの仕上げ磨きは行いやすくなりましたか 

これからもＦＤと一緒の歯磨きを継続されることを希望されますか 

表７ アンケートに寄せられた対象患者Ａ・Ｂの家族からの意見と感想（自由記載） 

子どもの変化に

ついて 

 歯磨きはあまり好きな方ではなかったが、病気になり口の中のケアが大事だと本人も理解し

てきたみたいで、自分から歯磨きしようという行動が出てきた 

   大好きなアイビーと歯磨きができて、前より自分から進んでしてくれるようになった 

良かった点  歯磨きで大切なポイントや専門の方から色々話を聞けて勉強になった 

  わからない所は丁寧に説明していただけるのでありがたい 

  

 これからも歯磨きのポイント（コツ）や、注意していかないといけないことを色々教えても

らいたい 

 アイビーと散歩しながら歯科に行くことで、緊張が和らいだ 

 外来でもアイビーがいてくれて安心感があって、一人で行くより良いと言っていた 

悪かった点  副作用が強い時（気分変調や食欲亢進状態のとき）の指導は、本人も少し辛いのかなと思っ

た 
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