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第１章　すべてのがん患者にキュアとケアの垣根を越えた
　　　　口腔管理が必要とされている
１．『歯科医師ががん患者をサポートする』ことの意味
２．がん患者に対する口腔管理はなぜ重要か？
３．ケアだけでは管理しきれない口腔トラブル
４．健康な時から始まっているがん患者の口腔管理
第２章　口腔トラブルの種類　

―がん患者の口腔内に何が起こっているのか―
１．口腔トラブルががん患者の QOL を大きく下げている
２．がん治療により起こる口腔トラブル
３．がんの進展により起こる口腔トラブル
第３章　口腔トラブルの診断　

―的確な問診と口腔内診査が正しい診断を生む―
１．肉眼的所見が最も重要な口腔トラブルの診断
２．口腔トラブル診断（臨床診断）までの手順

第４章　口腔トラブルへの対応　
―キュア・ケア一体型対応ガイド―

口腔粘膜炎
感染症 ① 口腔カンジダ症
感染症 ② 細菌感染症
口腔乾燥症
味覚障害
口臭
摂食・嚥下障害
歯科的問題① う蝕症・義歯
歯科的問題② 化学療法中の歯科治療
歯科的問題③ 放射線療法中・後の歯科治療

付録　がんに関する基礎知識
１．「がん」とは
２．がんはどんな経過をたどるのか
３．がん治療とは
４．がんの再発と転移
５．がんの終末期

１．ひと目でわかる！ がん患者の口腔管理 
―時期別目標と対応メニュー

２．このまま使えるがん患者さんへのトーク集
３．口腔粘膜疾患臨床診断チャート

１．医科歯科連携を始めるためのノウハウ
２．今すぐ使える医科歯科連携関連ツール

診療室での患者さんへの掲示物  
病院向け配布用資料
周術期口腔機能管理依頼書（診療情報提供書）の一例
周術期口腔機能管理計画書の一例
周術期口腔機能管理報告書（Ⅰ・Ⅲ）の一例
口腔管理経過報告書の一例
病院内における口腔アセスメント表の一例

CONTENTS
知識と対応法、ノウハウを学ぶ『本編』

チェアサイドでの実践を支援する
『チェアサイド活用編』

周術期口腔機能管理の導入ノウハウを紹介
『医科歯科連携で活用編』
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学んだ知識を即実践するためのマニュアル仕立ての付録つき！

＋

NEW BOOKS INFORMATION

実践を支援する
２冊のマニュアル付録つき！

あなたの歯科医院でもできる
がん患者さんの口腔管理 7,344 円
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本書は、

歯科医院向けで唯一の
周術期口腔機能管理の本です
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図3-1a　口腔内診査の手順。

図3-1b　口腔粘膜診査。

図3-1a図3-1a　口腔内診査の手順。　口腔内診査の手順。
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観察ポイント1　

特徴的な色の変化はないか？

粘膜の限局性の色の変化を斑といい、
色調によって４種に分かれます

観察ポイント3　

潰瘍はないか？

組織欠損の深さによってびらん
（erosion）と潰瘍（ulcer）にわけられま
す。びらんも潰瘍も、上皮が欠落して
いるため、血管結合組織が外部に露出
した状態となり、外部刺激の影響を強
く受けることになります

観察ポイント2　
腫瘤はないか？

体内にできた腫れもの一般を腫瘤
（tumor）といいますが、原因や組成に関
係なく、炎症や増殖性疾患で肥厚・肥
大した組織、腫瘍（neoplasm、tumor）、
内腔に分泌液や泥状物を含んだ袋状の
嚢胞（cyst）、内部に膿汁空洞のある膿瘍
（abscess）、などをさします

観察ポイント4　

水疱はないか？

水疱は、液体を内容液にもつ限局性病
変で、大きさと内容液により、小水疱、
水疱、大水疱、膿疱にわけられます

STEP 3

臨床診断

　問診で得られた主観的・客観的情報と口腔内診査で得られた客観的な

症状を、総合的に検討・判断して、臨床診断を導き出していきます（図

3-2）。その過程の考え方を明確にするための一助として、診断チャー

ト（今日から実践アシストブック チェアサイドで活用編参照）を用意し

ましたのでご活用ください。

図3-2　口腔トラブルの診断においては主観的情報と客観的情報を収集する。

患者への問診による
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口腔粘膜炎

原因

▶一般の口内炎とは区別してと
らえる

　抗がん剤投与や放射線治療による副作用としての口腔粘膜の炎症を口

腔粘膜炎（oral mucositis）といい（図 4-1）、口腔粘膜や歯周組織を含む

口腔の一般的炎症性病変を指す口内炎 (stomatitis) とは区別しています。

広義には、口腔内の炎症性病変はすべて口内炎ということになりますが、

炎症が解剖学的に一領域に限局している時にはその部位の名称をつけて

「歯肉炎」、「舌炎」などと表記したり、「アフタ性口内炎」のように特定の

炎症性疾患を示すこともあります。しかしながら、医科や看護領域の書

物ではこのような厳密な区別はされておらず、「口腔粘膜炎」を単に「口

内炎」と記載しているものがほとんどです。

①直接作用

　口腔粘膜炎の原因は、抗がん剤や放射線照射によって発生する DNA

損傷や活性酸素による直接的な細胞毒性ですが、それに加えて粘膜下組

織でのサイトカインによる炎症反応やアポトーシスによる上皮細胞の欠

損などの複雑が起こり、開始期から回復期までの５期にわけられていま

す１、２）(図4-2)。

②二次感染

　この中で最も重要な時期は、上皮が欠損する第４期の潰瘍期で、潰瘍

形成のために強い疼痛を伴うとともに、上皮が欠損するために口腔内細

菌、特にグラム陰性菌が感染しやすくなり、細菌内毒素（LPS）が粘膜下

組織を直接刺激してマクロファージからサイトカインの放出を促す結

果、組織傷害をさらに増悪化させ、口腔粘膜炎を一層重篤なものにして

しまいます。この重篤化を防ぐためにも、口腔内清掃を徹底して感染を

防ぐことが大変重要です（図4-3）。
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図4-2　口腔粘膜炎の発生機序（参考文献１、２より引用改変）。

図4-3　口腔粘膜炎の原因（参考文献３より引用改変）。

図4-1　左側舌縁部舌がんに対する放射線治療による口腔粘膜炎（WHO、NCI-
CTCAE グレード評価ともにグレード３（P. 34参照）。

通常の抗がん薬
抗がん剤投与１週間程度で生
じ、２〜３週間で改善する
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　口腔粘膜炎の重篤化を防ぐために、口腔内細菌の二次感染を防止す

ることが大変重要です。そのためには口腔内の清潔を保つこと（保清）

はもちろんですが、口腔乾燥症がみられる場合は、口腔内の保湿を行っ

て口腔乾燥を緩和する必要があります（P.46 参照）。

　口腔内の保清にあたっては、患者のセルフケアが基本になるため、

がん治療開始前に歯科を受診し正しいブラッシングの方法を習得して

おくことが最も大切です。その際に重要な点は、口腔粘膜炎ができて

しまった場合のセルフケア方法についても知識を得ておくことで、軟

らかめの歯ブラシで歯肉付着部を強く刺激しないブラッシングとスポ

ンジブラシなどを用いた口腔粘膜や舌の清拭方法を患者が体得してお

くことが望まれます（図 4-5a、b）。

　

　また、がん治療開始前に歯科において歯石除去や PMTC などの専

門的口腔清掃と可及的なう蝕治療や歯周病治療を行い、口腔内の感染

源となりうるものをできるだけ取り除いておくことも非常に重要で

す。ただ、セルフケアが困難な場合や口腔粘膜炎が重症化した場合な

どには、歯科医師、歯科衛生士や看護師が積極的に介入して口腔粘膜

炎のさらなる重篤化を防ぐ必要があります。

a. 口腔内細菌の二次感染
を防ぐための口腔清掃

b. がん治療前に患者のセ
ルフケアを強化する

c. がん治療開始前に専門
的口腔清掃と可及的な歯科
治療を

KEY ② 感染の防止

　口腔粘膜炎により摂食障害をきたした場合には、まず栄養面の管理

をしっかり行い、低栄養を防ぐことが大切です。十分なカロリー摂取

と栄養バランスをとること、食事の内容や調理方法の工夫を行い、刺

激の少ない食べやすい食事を提供すること、さらに脱水を防ぐために

十分な水分摂取（１日量として１～ 1.5ℓ）をとること、口腔粘膜炎が

重篤で経口摂取ができない場合は、経口にこだわらず輸液や人工的な

栄養補給も考慮するなど柔軟に対応する必要があります。

　また、患者へは摂食障害は一時的なものであること、症状が改善す

れば再び食べられるようになること、食べられない時は無理をせずに

輸液や人工的な栄養補給を行えば十分栄養は補えることなどを丁寧に

説明し、患者を精神的にもサポートすることが重要です。

　この時期の食事の工夫については、数々のレシピ集が書籍 5）、パン

フレット 6）、ホームページ 7）、などを通じて公開されており、これら

を十分に活用することが望まれます。

歯科医院での対処法①

KEY ①
栄養の管理

KEY ③
疼痛の

コントロール

KEY ④
口腔粘膜炎の

予防

KEY ②
感染の防止

KEY ① 栄養の管理

a. 低栄養に気づき、防ぐ

b. 患者への精神的サポート

Care Care

図4-5b　スポンジブラシによる口腔粘膜の清拭。図4-5a　口腔粘膜炎ができた場合は、軟らかめの歯ブラ
シで歯肉付着部を刺激しないようブラッシングする。
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歯科医院向けで唯一の
周術期口腔機能管理の本
として、
歯科医院での実践に欠かせない
知識と How to をコンパクトに収録

患者さんへの説明、鑑別診断＆対応法が
マニュアル仕立てでよくわかる！

『チェアサイド活用編』
がん治療中の患者さんが来
院した際の口腔内診査と臨
床診断の流れがわかる！

口腔内に現れた症状に対する
歯科医師と歯科衛生士による
CureとCareを一体型で解説！　　

患者さんの口腔内によく現れる、抗が
ん治療や放射線治療による副作用の
症状別・治療法やケアの内容がわかる！
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連動して
います！

これは便利！

黒色病変
あり

対応

□ 症状なし □ 黒色腫瘤、境界不明瞭、口蓋、歯肉 悪性黒色腫

☞ P.26 参照
•歯科口腔外科紹介

□ 舌背糸状乳頭の黒色伸長 黒毛舌

☞ P.26 参照
•舌ブラシなどで除去

•口腔清掃

黒色病変の鑑別診断フローチャートとポイント

　黒色を呈する理由は、メラニン産生によるものですが、悪性
黒色腫はメラニン色素を産生する細胞（メラノサイト）が悪性化
したもので、濃い黒色を呈し、硬口蓋、歯肉、頬粘膜などに発
生し、予後は極めて不良です。
　黒毛舌はそれとは異なり、伸張・肥厚した糸状乳頭に飲食物
や薬剤（抗菌剤、ステロイド剤）、タバコなどの色素が付着して
黒変した外来性色素沈着の一種と考えられます。

診査結果
問診（自覚症状の有無は？） 診査（他覚症状の有無は？）

紫色病変
あり

対応

□ 症状なし □ 暗紫色の弾性軟の腫瘤

□ 血管の集合を思わせる限局性腫瘤

血管腫

☞ P.27 参照
•経過観察

•大きさや発生部位によっては歯科口腔外科紹介

□ 青紫色の波動

を触知する半

球状の腫瘤

□ 比較的小さく

口唇、舌下面

に多い

貯留嚢胞（粘液嚢胞）

☞ P.27 参照
•摘出術

•歯科口腔外科紹介

□ 比較的大きく、

舌下部、口底

に多い

貯留嚢胞（ガマ腫）

☞ P.27 参照

•歯科口腔外科紹介

紫色病変の鑑別診断フローチャートとポイント

　内容液を有する腫瘍（血管腫）や嚢胞が膨張性に発育すること
により、粘膜上皮が薄くなって内容液の色が透けてみえ、血管
腫は内部の静脈血のために暗紫色に、粘液嚢胞やガマ腫は唾液
が貯留するために青紫色を呈します。いずれも腫瘤を形成する
ため、この点からの鑑別も可能です。ただ、粘液嚢胞は破れや
すく、再発を繰り返すと粘膜上皮が肥厚して白色を呈するよう
になります (P.30 線維腫参照 )。この場合、良性腫瘍（線維腫）と
の鑑別が必要になります。

診査結果
問診（自覚症状の有無は？） 診査（他覚症状の有無は？）

カラーイメージ

カラーイメージ

24

３．口腔粘膜疾患 臨床診断チャート
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腫瘤あり 悪性黒色腫

黒毛舌腫瘤なし
　舌のみ

黒
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□ 比較的大きく、

舌下部、口底

に多い

貯留嚢胞（ガマ腫）

☞P.27 参照

•歯科口腔外科紹介

腫瘍
限局性
弾性軟
暗紫色（血液）

半球状
波動触知
青紫色（唾液）

嚢胞

粘液嚢胞

紫

血管腫

貯留嚢胞（ガマ腫）

診断
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黒色病変
（色素斑 pigmentation）

臨床診断用資料

黒毛舌

• 右側頬粘膜

悪性黒色腫

26
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紫色病変
（紫斑 purpura）

臨床診断用資料

貯留嚢胞（ガマ腫）

• 右側口底

•右側舌縁

•右側下口唇

•左側頬粘膜

•ブランダンヌーン嚢胞（舌尖部舌下面）

血管腫

貯留嚢胞（粘膜嚢胞）
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口に現れた病変の色別に
対応法が引ける！

何を問診するかわかる！ 診断名と対応法がわかる！

何を診査するかわかる！

チャートに沿って診断できる！ 便利な診査・診断・対応法チャート

　現在の歯科医療は、う蝕や歯周病をいかに予防し管理するかに重点が

おかれています。これは、特に歯周病が歯を失う最大の原因で口腔機能

に大きな影響を与えるだけでなく、糖尿病や動脈硬化症、メタボリック

シンドローム、関節リウマチ、早産などの全身疾患の一因となっている

ことが歯科医療側に理解されてきているためと思われます。歯周病を予

防し管理することは、単に口腔状態を健康に保つためだけでなく、全身

の健康を維持するためにも大変重要なことなのです。口腔の健康は、全

身の健康に直結しているといっても過言でなく、人が人として健康な生

活を送るためには、普段から口腔を健康に保つための治療やメインテナ

ンスが欠かせないことを、患者にも理解してもらう必要があります。

　また、がんなどの重大な病気にかかった場合でも、口腔が健康で良好

な状態に保たれていれば、治療や病気の進展によって口腔状態が多少悪

化したとしても、「食べる」機能の低下は少なくて済み、低栄養や免疫能

の低下を防いで、病気を克服するための確固たる基盤をつくることがで

きます。ただ、口腔の健康は、治療してすぐに得られることは少なく、

毎日のケアの積み重ねがないと達成できません。そのためにも、普段か

ら口腔の健康に対して注意を払い、かかりつけ歯科医院での治療や定期

的なメインテナンスを受けることが大切なのです。

普段の治療時・メインテナンス時から
患者に伝えておきたいこと１

Talk
「歯周病予防と管理は
口だけでなく、全身
の健康保持につなが
ります。」

Talk
「重篤な病気になった
時でも、口が健康な
ら低栄養や免疫低下
を防げます。」

伝える

伝える

２．このまま使える がん患者さんへのトーク集
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　一般的に、がんであることを知った患者は、非常に強い精神的衝撃を

受けます。２～３日は「まさか」と思い、絶望的な気持ちになったりしま

す（衝撃段階）。その後、「これからどうなるのだろう」という不安や、「な

んで自分が」という不公平感からの怒りなど、精神的に不安定な時期が

続きます（不安定段階）。この不安定な時期は、２週間ほど経過すると徐々

に落ち着いてきて、やがてがんに対して正面から向き合い始めるように

なります（適応段階）（表ア -1）2）。しかし、このような適応がうまく行え

ずに精神障害をきたし、専門的な支援が必要になるがん患者もいます。

　ただ、口腔以外のがんを指摘された患者が、自発的にかかりつけ歯科

医院を訪れて、がんについて相談することはごく稀です。むしろ、がん

治療医や看護師からの周術期口腔機能管理を勧められて来院している場

合がほとんどですが、中には歯科での治療中にがんがみつかり、今後の

がん治療と歯科治療の進め方について相談されることや、がんの再発・

転移後のがん治療中に歯科的な問題が発生して受診する患者もいます。

また、口腔がんの指摘を受けた患者がセカンドオピニオンを求めて来院

することもあります。

　このような場合、まず患者の心の反応が前述（表ア -1）のどの段階に

あるのかを判断し、歯科的な口腔管理について理解して受け入れるだけ

の精神的余裕や冷静さがあるかどうかを見極める必要があります。患者

の心の反応がまだ衝撃段階であったり、精神障害をきたしているような

時は、がん治療医と相談の上、対応策を検討します。また、口腔がんの

場合は、病院歯科口腔外科受診を強く勧め、決して放置しないように諭

します。

通院患者から「がん」を申告されたらここに注意２

経過 第１段階【衝撃段階】 第２段階【不安定段階】 第３段階【適応段階】

反応

症状

・疑惑
「検査結果が間違っているのでは
ないか」など

・否認
「そんなはずはない」など

・絶望
「治療なんてしなくていい」など

・不安

・抑うつ気分

・食欲不振

・不眠

・集中力低下

・日常生活活動への支障

・新しい状況に順応する

・現実の問題に直面する

・楽観的になろうとする

・様々なこと（例えば、新たな、あ
るいは修正した治療計画や目標）
に取り組み始める

期間 ２～３日間 １～２週間 ２週間以降

表ア -1　がん患者の心の反応（参考文献 2より引用改変）

Observe
その患者が今、どん
な心の状態にあるか
を理解する

観察する

２．このまま使える がん患者さんへのトーク集
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付録１は
こんな感じです

患者さんからよく質問される内容への
回答例を紹介！患者さんの不安を解消する
ノウハウがわかる！

チャートの次のページで
病変の種類を鑑別できる！

２つのマニュアル仕立ての付録で
実践を強力にアシスト！


