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昨年発表されて記憶に新しい、ヨーロッパ歯周病学会
（EFP）とアメリカ歯周病学会（AAP）による新分類。なぜ、
どのように内容が変わったのかを理解することで、歯科
衛生士としての臨床への活かし方が見えてきます。今回
は、新分類でより高まったと思われるプロービングの重要
性について、歯周疾患、インプラント周囲疾患の各側面か
らあらためて見直してみたいと思います。
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Illustration：ユカワアキコ

赤ちゃんから老後まで患者
さんのお口をずっと守ってい
くために『歯科衛生士』は“生
涯メインテナンス”をテーマ
に、各ライフステージに対応
する特集をお届けします。

本誌のコンセプト

「食べてくれない!」「食形態を上げたい!」と相談されたら?
食事観察のはじめかた
佐々生康宏、木村聖子、片山智子、川脇梨菜、丸山 咲

訪問先で、患者さんやそのご家族、施設スタッフの方に「食べるのに時間
がかかる」「食形態はこのままでいいのか」など、食事についての相談をさ
れることも多いのではないでしょうか。的確なアドバイスをするためには、
口腔状態だけではなく、実際の食事場面を見なければ話は始まりません。
本特集では、どのような視点をもって観察すべきか、
ポイントを教えてもらいます。
さぁ、「食べているところ」を見にいきましょう!

48

2特  集

付録連動

78

TOPIC

特別対談

平穏死に歯科はどうかかわるか
［前編］ 死は“敗北”か?
石飛幸三×米山武義

外科医として長年最前線で執刀されてきた石飛先生。特別養護老人ホー
ムの常勤医となって著した『「平穏死」のすすめ―口から食べられなくなっ
たらどうしますか』（講談社）は、高齢者の嚥下機能が低下して口から食べ
られなくなったら生命の限界が来ているとし、いわゆる終末期の延命治療
に疑問を呈してベストセラーになりました。
今回、同じく特養で置き去りにされてきた高齢者の口腔ケアに取り組み、
その重要性を訴えてきた歯科医師・米山武義先生が、石飛先生の元を訪
れました。前編では、お二人がこれまでの医療に疑問を持つに至るまでを
中心にお話しいただきます。
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