〔日総歯誌

第7巻

第 1 号：69 〜 71 頁，2015，10 月〕

症例報告

口腔崩壊を起こしている患者の病気（Illness）
に配慮し対応した経過と患者の変容
加

藤

麻

友

勝

部

直

人

長 谷 川 篤 司

抄録：歯科医師はしばしば患者の「病気」（illness）を十分に理解しないまま治療を進行させる傾向がある。そのため患者は「病
気」に対する歯科医師の理解不足を感じ，歯科に対して不信感を抱く事になる。
本報では，近歯科医院にて粘膜補綴を起こしているにも関わらず冠橋義歯での補綴治療を強引に進められた結果，肉体的・精
神的にストレスを受け，歯科治療を受け入れられなくなり口腔崩壊を起こした患者に対し，コミュニケーションの継続により患
者が治療を受入れることに成功した事例である。歯科医師が患者背景の理解に努め，患者の病気に向き合い繋がり続けることで，
患者の受診に対する意欲が高まり行動変容し，適切な治療を提供出来ると結論付けた。
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く毎月 1 度，1 時間半程度の歯科受診による口腔衛生
管理と相談を継続した。
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図 3 病気行動の自己調節モデル
（Self-regulatory model of illness behavior）
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本報における患者の変化は「患者の行動変容」2）と

歯科医師が「疾患」のみ認識し治療を試みても，

考えられるが，そのほかに図 3 で示すように「病者の

「疾患」にならない口腔内の状態に気づかなければ，

自己調節モデル」3）にも該当すると考えられた。すな

患者の抱える「病気」の解決に至らないと結論づけ
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①に相当する第 1 段階の患者が病気を認知するに至
り，治療の受容に至ったことが図 3 の②に相当する第
2 段階のそれによる対処行動であった。
また「もっと早く治療を受け入れていればよかっ
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An approach for behavior modiﬁcation in patients with oral collapse
Mayu Kato, Naoto Katsube and Tokuji Hasegawa
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Abstract：Dentists often tend to cure patients without consideration of any underlying illness, sometimes causing patients to be ill at ease with their dentist.
In this case, we successfully treated a patient for oral collapse, while at the same time maintaining
open communication. This person was under a lot of physical and mental stress, thus treatment was
not possible without suﬃcient explanation of the cause of oral collapse despite the presence of an oral
mucosal prosthesis ﬁtted by a general practitioner.
In conclusion, communication by the dentist can contribute to appropriate oral treatment through
understanding a patient s background and emotional response to illness.
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