
【進行】　日本歯科大学附属病院口腔リハビリテー
ションセンター長、菊谷武さまと、島根県飯南町立
飯南病院副院長、三上隆浩さまです。よろしくお願
いいたします。

【菊谷】　こんにちは。これから2時間にわたって、
このワークショップを行います。今、ご案内があり
ましたように座長を仰せつかりました、日本歯科大
学附属病院の菊谷と申します。私自身が、摂食・嚥
下と口腔ケアということを専門にしていまして、こ
の国診協の皆さまとも、かねてからお付き合いをさ
せていただいて、たくさんのご助言をいただいてい
る立場です。大学で医療を展開している者ですが、
きょうはよろしくお願いいたします。

【三上】　島根県飯南町立飯南病院の三上と申しま
す。よろしくお願いいたします。では、私のほうで
進行させていただきます。まず、お手元の抄録集等
で、演題番号が書いてありますが、このワーク
ショップを進めていく中で、コンセプトを設定いた
しました。その関係で、発表の順番を、あらかじめ
皆さまにお配りしているものとは若干、変更させて

いただきますのでご了承ください。発表の内容を見
ていただきますと、各施設・病院等の個別の事例の
発表から、地域からシステムというような発表まで
ございます。順番としては、個別の事例からより広
い取り組みへというような流れになるように順番を
変更させていただきました。では菊谷先生から、
きょうのワークショップを進めていくうえでの、考
え方について説明をしていただきます。

【菊谷】　摂食・嚥下・口腔ケアといいますと、こ
れはほかの医療、ほかのケアも同じようなことが言
えるかもしれませんが、やはりどうしても多職種で
のかかわりというものが必要になってくると考えて
います。医療保険・介護保険においても、多職種で
取り組むことの重要性がうたわれていますが、特に
この摂食・嚥下・口腔ケアに関しては、この右に出
るものはないだろうと思っています。もちろん、そ
れぞれの専門家がおります。その専門家が、専門性
を持ってかかわることに対する評価も重要ですし、
その専門家がもしいなかったとしても、またはいて
も多職種で連携することによって、その質が担保で
きれば、これにかなうものはないということです。
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きょうのテーマである摂食・嚥下・口腔ケアで、多
職種連携を意識させたということで、このワーク
ショップを進行していきたいと思っています。
　このワークショップを企画されて、演題の募集を
されたようですが、思うように集まらなくて、実は
一般演題にお申し込みの先生方に、ぜひ、ワーク
ショップでの発表をお願いしますということで、お
願いをして、今回数演題、このワークショップにお
持ち込みいただいたという経緯があると聞いていま
す。その先生方にとっては、10分で帰れるところを、
2時間お付き合いいただくことになりましたが、そ
の発表が特にこのワークショップにふさわしいとい
うことで、多職種連携ということをキーワードに選
ばれたと思って、イメージしていただきたいと思い
ます。そのようなことで、このワークショップを今
後、2時間にわたって運営していきたいと考えてい
ます。

【三上】　それでは、早速始めたいと思います。各
演題のご発表をいただいたあとには、その発表の内
容についての確認などがあれば、その都度、簡単に
お受けしたいと思います。ですから、ディスカッ
ション全体のお考えを述べていただくというような
時間は、最後の全体討論の中でやりたいと思います。
各演題に対しては、事実確認程度というふうにお考
えいただければと思います。それでは、早速、第1
題から始めます。演題番号は160番です。「誤嚥性
肺炎を繰り返さないための取り組み」ということ
で、兵庫県五色診療所の三軒家由利子さんよろしく
お願いいたします。

【三軒家】　誤嚥性肺炎予防における口腔ケアの効
果に関する報告が数多くなされ、口腔ケアの重要性
および必要性が認識されるようになっているものの、
その方法は施設によって異なり、いろいろな問題点
があるのが現状です。今回、五色診療所では、はち
みつ希釈水と、うがい用のハチアズレを用いた口腔
ケアを導入したので、その方法、効果と吹き戻しを
利用した嚥下体操、嚥下訓練を中心に誤嚥性肺炎予
防の取り組みについて報告します。

五色診療所は兵庫県淡路島の洲本市五色町にありま
す。洲本市は平成24年4月現在、人口約4万8,000
人で、うち五色診療所の診療圏域にあたる合併前の
旧五色町の人口は約1万人です。洲本市全体の65
歳以上の高齢化率は28.7% です。

五色診療所は有床診療所で、病床19床のうち介護
保険療養型が10床、医療保険療養型が2床です。
平均入院患者数は平成23年度14.6人でした。また、
デイケアは定員20人で、週5日行っており、平成
23年度1日平均利用者は15.5人でした。

　栄養サポートのうち、特に摂食嚥下対策を中心に
平成15年より活動を行っています。言語聴覚士、
栄養士などのメンバーと共に、月1回カンファレン

  洲本市の概要 
  （平成24年4月現在） 

 人口 男 22,796人 
     女 25,216人 
     計 48,012人 
 （65歳以上高齢化率 28.7％） 

  旧五色町 
      男  5,157人 
      女  5,623人 
      計 10,780人 

兵庫県 

と 

徳島県 

おおさ 

大阪府 

淡路島 

  洲本市国民健康保険五色診療所 
 

   ◆ 病床 １９床 
       介護保険療養型     １０床 
       医療保険療養型      ２床 
       医療保険一般        ７床 
◆    平均入院患者数（平成23年度）  １４．６人 

    

   ◆一日平均外来数（平成23年度）  １０２．９人 

 

   ◆ デイケア（通所リハ）        定員２０人 

          週 ５日 実施 

     一日平均利用者(平成23年度）   １５．５人     

     栄養サポートチーム（ＮＳＴ） 

 ○メンバー  医師、看護師、言語聴覚士、栄養士、放射線技師 
  ○月１回カンファレンス 
  ○嚥下障害グレード８以下の入院患者とディケア利用者が対象 
    月平均  １４．３人（入院 ５．４人、ディケア ８．９人） 
                   平成１５年より活動開始 
 
  検討事項 
  ①月１回の血液検査と週１回の体重測定による栄養状態の評価 
  ②食事摂取量の評価 
  ③嚥下食・栄養補助食品の検討 
  ④口腔ケアや嚥下訓練の検討 
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スを行っています。嚥下障害グレード8以下の入院
患者と、デイケア利用者を対象に①月1回の血液検
査と週1回の体重測定による栄養状態の評価②食事
摂取量の評価③嚥下食・栄養補助食品の検討④口腔
ケアや嚥下訓練の検討などを行っています。対象者
は平均して入院5.4人、デイケア8.9人の計14.3人
でした。

入院中の患者については、栄養状態の指標として、
血液中のアルブミン、総コレステロール、ヘモグロ
ビンなどを月1回測定し、その血液検査結果と体重
の変化などにより、栄養状態を評価しました。また、
毎日の食事摂取量により1日平均摂取カロリーを算
出し、食事のときの嚥下状態の観察などにより栄養
方法、補助食品、嚥下訓練などについて検討しまし
た。

デイケア利用者についても、体重の変化や食事摂取
時の観察などにより食事形態や、補助食品、嚥下訓
練の方法などについて検討しました。

　誤嚥性肺炎予防の取り組みとして、経口摂取者に
対しては嚥下食、嚥下時の姿勢の調整などを行いま
したが、経管栄養者に対しては胃・食道逆流の予防
を主な目的として平成22年より、液体流動食を半
固形化栄養法へと変更しました。PEG 患者につい
ては、半固形栄養剤を使用し、経鼻胃管の患者のう
ち、胃・食道逆流が認められると考えられる患者に
は液体流動食に増粘剤を追加し、半固形化する方法
を使用しました。また、入院患者全員に口腔ケアや
食事の前に、嚥下体操、嚥下訓練を行いました。

平成21年以降、経管栄養使用者は10例で、PEG が
4例、経鼻胃管が6例でした。当院入院患者のうち
3ないし4例が経管栄養者で、最長8年以上 PEG に
よる経管栄養中の患者もいます。以前は、液体流動
食を使用していることが多かったのですが、最近で
は半固形化栄養法を取り入れることが多くなってい
ます。ただ、NG チューブで内腔3.0ミリ未満の細
いものの場合、半固形化栄養法は使用できませんで
した。

        ＮＳＴ症例検討（入院患者） 

  

   氏名   年齢 
嚥下障
害グ
レード 

体重 BMI Ａｌｂ     
（3.5-5.3） 

総ｃｈｏ      
(130-219) Hｂ  

カロリー必要量    

一日平均摂取   
カロリー 

栄養    
リスク 

備考 

1 Ｔ ・ Ｉ  ７ ９ ２ 
52.6     

(+1.5） 
２１．１ ３．３ １５９ １３．３ 

1123    
1000 

高 

◆PEG： 半固形カームソリッド   朝・昼 ３００kcal  
 （４００ml） 夕 ４００ｋｃａｌ（４００ml） １０００ｋｃal/日   
 お茶ゼリー1００ml×３ 

2 T ・ Ｔ  １ ０ ０   ２ 
41.2     

(-0.3） 
２２ ３．０ １８４ １１．８ 

1210     
1000 

高 
◆NG: ＣＺＨｉ  朝・昼３００kcal(４００ml) 夕４００ｋｃaｌ  
    （４００ml)=１０００kcal/日   お茶 ２０ｍｌ×３ 

3 Ｓ ・ Ｔ  ８ １ ２ 
42.2 

 (-1.1) 
１５．１ ３．４ １６４ １２．１ 

1446   
1200 

高 
◆PEG: 半固形カームソリッド４００ｋｃal (４００ml）×３   
 ＝１２００kcal/日     ポカリゼリー１００ｍｌ×３ 

４ Ｓ ・ Ｓ   ８ ７ ２ 
36.1 

（-0.1）      
１６．５ ３．３ １４４ １３．５ 

787 
900 

高 
◆ＮG: ＣＺＨｉ ３００kcal（４００ml)×３ ＝９００kcal/日 
 お茶１００ｍｌ×３  

５ Ｍ ・ Ｔ  ８ ９ ７ 
47.5 

   
１７．４ ２．０ ２２２ ８．４ 

1276 
1026 

中 ◆嚥下食Ⅲ トロミ茶又はポカリゼリー 

６Ｙ・Ｍ   ８９ ２ 
42.9 

（+0.9） 
２１．３ ３．１ １８９ １３．０ 

1228      
1498 

高 

 
◆ＰＥＧ： 半固形カームソリッド３００Ｋｃal（４００ml)×３ 
  ＝９００ｋｃａｌ/ 日 お茶ゼリー１００ml×３ 
  

       誤嚥性肺炎予防の取り組み 
 

① 食事への介入 
 1) 嚥下状態に適した食事形態（嚥下食） 
 2) 姿勢の調整 
 3) 介助方法 
② 胃食道逆流予防（経管栄養の場合） 
 1) 半固形化栄養法 
 2) 注入速度・注入量の調節 
 3) 体位 
 4) 胃瘻から腸瘻への変更 
③ 口腔ケア （「はちみつ希釈水」・「ハチアズレ」の使用） 
④ 嚥下訓練 
⑤ 嚥下体操（「吹き戻し」の使用） 
⑥ 栄養状態の改善（栄養補助食品） 
⑦ 薬剤（ＡＣＥ阻害剤・シンメトレル・プレタール） 

  
  氏名 性別 年齢 病名 種類 形態 経管開始 期間 褥瘡 転帰 

1 T・I 男 79 
 頸椎損傷・ウエルニッケ脳症 PEG 液体メイバランス→半固形カームソリット H15.11.10～  8年以上 有→無 入院中 

                      

2 Y・O 男 79 頸椎損傷・嚥下障害 
 

PEG    
（腸瘻） 液体メイバランス H20.4.26～    2年3ヶ月 無 死亡 

3 Y・M 男 90 脳梗塞後遺症・腰部脊椎管狭窄 PEG 液体メイバランス→半固形カームソリッド H20.2.21～  4年以上 有→無 入退院 

4 Y ・Ｈ 男 91 脳出血・慢性腎不全・貧血 NG 液体メイバランス H21.4.13～     3日 無 死亡 

5 T・Ｋ 女 91 右硬膜下血腫術後・脳梗塞 ＮＧ メイバランス→テルミールα＋（トロメーク） H21.10.16～      2年6ケ月 有→無 死亡 

6 Ｓ・Ｈ 男 85 脳梗塞・認知症 ＮＧ 液体メイバランス Ｈ22.5.12～    1ケ月2日 有 死亡 

7 T・Ｔ 女 100 脳梗塞・心房細動 NG 液体メイバランス→テルミールα→ＣＺＨi H22.5.18～   2年以上 有→無 入院中 

8 Y・Ｏ 女 91 脳梗塞・心不全 NG 液体メイバランス H22.10.7～    3ケ月16日 有 死亡 

9 Ｓ・Ｔ  男 81 結核性髄膜炎・認知症  ＰＥＧ 液体名バランス→半固形カームソリッド Ｈ22.12.4～  1年９ケ月   有   入院中 

                    

10 Ｓ・Ｓ 男 88 左視床出血後遺症・嚥下障害 ＮＧ ＣＺＨｉ  H24.4.16～  5ヶ月以上 無 入退院 

経管栄養症例のまとめ（H21.4~) 

氏名 年齢  嚥下障害 
グレード 

体 重  BMI       備考 

１ Ｓ・Ｏ ７９  ７Ａ ４１．７ 
（-1.0） 

２１．８   ゼリー粥、ミキサー（全体量1/2量）トロミ使用 

２ M・M ７６  ８ ７０．５ 
（-1.4） 

２５．２   全粥、キザミ食  トロミ使用          

３ Ｙ・Ｙ ８９  ８ ５１．８ 
（-0.6） 

２４．９   常食（小）、副食1口大・軟菜  DM食1400Kcal 
 

４ Ｔ・Ｙ ８８  ８Ａ ４７．６ 
（-2.4） 

１８．３   全粥（小）、キザミ食  トロミ使用  在宅ではエンシュアも使用 

５ Ｋ・Ｉ ８７  ８ ３０．１ 
（-1.5） 

１５．３   全粥（小）、キザミ食 

      NST症例検討 
     （デイケア利用者）  
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　半固形化栄養剤を使用し、発熱回数が減少した症
例について報告します。頚椎損傷のために入院後、
PEG から液体流動食を投与していましたが、ダン
ピング症状や39度以上の発熱を繰り返していた患
者に対し、平成22年8月より半固形化栄養剤の投
与を開始しました。1日3回、1回400ミリの栄養剤
を加圧パックを用いて1回約15分で注入していま
す。半固形化栄養剤の使用を開始してから、1年間
の39度以上の発熱回数が5回から1回に減少し、格
段の減少が見られました。また、ダンピング症状と
考えられる多量の発汗も認めなくなり、下痢の改善
も見られました。半固形化栄養法の利点として、
胃・食道逆流の軽減、下痢・ダンピング症状の改善
に加え、胃瘻の場合は注入時間の短縮と、胃瘻部位
からの胃液の漏れの減少も挙げられます。

全入院患者に対して、1日3回口腔ケアを実施して
おり、全介助の患者は看護師が、自力で食事摂取可
能な患者はケアワーカーと看護師が担当しています。
ケア実施者によって、方法が異なることがないよう
ケアの手順を統一し、実施しています。また、歯科
衛生士が月1ないし2回程度来院し、ケア方法のア
ドバイスやケアの評価をしています。各種ブラシや、

洗浄剤、保湿剤等を使用しています。

　寝たきりの経管栄養者は、開口している時間が長
いためか口腔内は乾燥傾向にあります。今回、コー
ヒーフィルターによる簡易型唾液分泌量測定シート
を用いて、唾液分泌量を測定しました。横1センチ、
縦9センチの簡易シートを作成し、4センチのとこ
ろで折り曲げ、残り5センチの部分を口腔内に入れ、
軽く口唇を閉じ、うつむき加減で垂直に保持、60
秒後に取り出し、湿ったシートの長さを測定しまし
た。高齢でも、経口摂取可能な人では約2センチ以
上と比較的湿潤傾向にあるのに対し、経管栄養者で
はすべて0センチ以下と乾燥した状態であると言え
ます。

以前は、口腔内が乾燥傾向にある患者さんに対し、
市販の保湿剤を使用していましたが、保湿剤自体が
口腔内に付着し、そのまま乾燥してしまい、そこに
喀痰も付着してしまうことがありました。そこで、
保湿効果が報告されているはちみつ希釈水の使用を
開始しました。市販のはちみつ1に対し、水5の割
合で作成したはちみつ希釈水を1日3回の口腔ケア
のあと、歯ブラシ、またはスポンジを用いて舌、口
蓋、歯などに塗布しました。

     半固形化栄養剤を使用した症例 
症例  T・I  男  79歳 
病名 頸椎損傷    
経過 平成15年8月 転倒し頸椎損

傷受傷、寝たきり状態となる。平
成15年11月 胃瘻造設。平成16
年5月 五色診療所入院。当初
液体流動食を投与していたが、
ダンピング症状（低血糖による
発汗） 、39℃以上の発熱を繰り
返していた。平成22年8月より、
半固形化栄養剤の使用を開
始。その後、発熱回数・喀痰の
減少がみられた。 

     
 
 
 

１日3回 400ｍｌの半固形化栄養食を
加圧バッグを用いて約15分で注入 

発
熱
回
数 

（39℃以上） 
0
1
2
3
4

半固形化栄養食
開始 ハチアズレ・はち

みつ希釈水開始 

   簡易型唾液分泌量測定シートによる 
        唾液分泌量の測定  

       簡易型唾液分泌測定シート 

ここで折り曲げる 

折り曲げ部分まで口の中に入れる 

・ 目盛りのない部分を口の中に入れ舌の 
  上におく                    
・ 口唇を閉じる 
・ 60秒後に取り出し、湿ったシートの長さを 
  測定する               

 口腔内の保湿に「はちみつ希釈水」使用 

   はちみつ希釈水 

  

 はちみつ 1 ： 水 5 の割合 
 
   

 1日3回 口腔ケアのあと歯ブラシ
またはスポンジを用いて舌・口蓋・歯
などに塗布 

    入院患者に対する口腔ケア 
○１日３回施行・１回５分程度 
○経管栄養者・全介助のものは看護師が担当 
○自力で食事摂取可能な患者はケアワーカーと看護師が担当 
○手順を統一 
  体位の調整・口腔内湿潤・（吸引等）・ブラッシング等・ 
  ケア後保湿 

 歯科衛生士による口腔ケア  口腔ケア物品  
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はちみつ希釈水使用前後の湿潤度を測定すると、使
用前は舌にも付着せず0センチ、または0センチ以
下なのに対し、ケア直後は1から1.8センチと改善
が見られました。しかし1時間後に再度測定すると、
また0センチ以下と長時間の効果の持続は認められ
ませんでした。ただ、肉眼的には以前よりも舌など
が湿潤しているように観察されました。そのことか
ら、保湿を少しでも持続させるために、はちみつ希
釈水の噴霧を追加しています。はちみつ1に対し、
水7とやや薄めの希釈水をスプレー容器を用いて、
適宜、噴霧することにしています。

はちみつ希釈水の使用により、保湿効果に加え、は
ちみつの甘味により味覚が刺激されるのか、舌の動
きも活発となり、また開口しやすくなりました。

　嚥下障害を有する患者では、上口蓋や舌に付着物
が認められることがあります。これは粘膜上皮の残
渣や痂皮と考えられ、細菌検査では緑膿菌、カンジ
ダなど多数の細菌、真菌が認められ、これが肺炎の
リスクとなると考えられています。また、これらの
乾燥した上皮残渣や痂皮はそのままブラシなどで擦
ると、出血しやすく、その処置に困ることがありま
す。

これらの付着物を除去するために、うがい用のハチ
アズレを使用しました。ハチアズレは消炎効果のあ
るアズレンと重曹の配合剤で、重曹には粘液溶解作
用があり、汚染物質や不溶内組織を除去しやすくす
る効果があるとされています。1回0.5グラムのハ
チアズレを100ミリ程度の水に溶解し、ブラシやス
ポンジブラシに付けて使用すると、これらの付着物
ははがれやすくなり、比較的容易に除去され、出血
することも少ないので有効であると思われます。

        唾液分泌状態 

    寝たきりの方の唾液分泌測定状況 

はちみつ1：水7の割合 はちみつ希釈水のスプレー噴霧 

 1時間後再測定すると、再び
０以下に低下していることが多
いため、スプレーを追加 

Ｃａｎｄｉｄａ ｓｐ                １＋ 
Ｓｔａｐｈｙｏｃｏｃｕｓ ａｕｒｅｕｓ         2＋  
Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ ａｇａｌａｃｔｉａｅ    1＋ 
Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ    2＋  

  Ｓ・Ｓさん 

口腔内付着物の細菌検査    

 Ｃａｎｄｉｄａ ｓｐ               1＋ 
 Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ ａｕｒｅｕｓ      3＋ 
 Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ   3＋  

 舌苔 

咽頭 

舌苔 Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ ｓｐ 3＋ 

口腔ケア後 

Ｃａｎｄｉｄａ ｓｐ  1＋ 
Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ  
  ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ  2＋ 

   Ｓ・Ｔさん 

          ハチアズレの使用 

 
 ハチアズレの成分   重曹とアズレン 
   
  重曹      粘液溶解作用があり、乾燥して粘膜 
             に付着した剥離上皮や出血により               
             生じた痂皮や乾燥した痰などを溶解 
             しやすくする作用がある 
   
  アズレン     消炎効果、粘膜修復作用     

 水１００ｍｌ程度の水に  ハチアズレ½包（0.5g）を溶かし、口腔ケアに使用する 

     効果 
    口腔内の付着物が剥がれやすくなり、比較的容易に除去される。出血も少ない。 

 1.保湿効果がある 
 2.甘味を感じる事でケア時、開口しや 
  すい 
 3.甘味の刺激で舌の動きがよくなり、   
  唾液の分泌が促進される 
 4・適宜スプレーで噴霧することで付着 
  物も取れやすく、ケア時間の短縮に 
  つながる      

 「はちみつ希釈水」使用のメリット 
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入院患者に対しては昼食前と夕食前に、デイケア利
用者に対しては昼食前に、パ・タ・カ・ラの発声な
ど嚥下体操を行っています。また、嚥下障害者に見
られる呼吸機能低下に対して、継続的にかつ参加者
が楽しく参加できる体操として、淡路島の特産物で
ある吹き戻しを使用しています。ただ、吹き戻しの
伸展部を膨らませるために必要な呼吸内圧は30±8
センチ H2O と報告されており、嚥下困難があり、
十分な呼吸内圧が得られない症例では、何度か試み
ても吹き戻しをうまく膨らませることができません。
単純な体操よりも面白味があり、手軽に参加するこ
とができるため、機能回復よりも、呼吸機能低下を
予防する目的で使用しています。これが、吹き戻し
と呼んでいるものです。

口唇の筋力低下により、閉口を維持することが困難
なために、口腔内に舌をとどめておくことができず、
舌が出たままになった患者の嚥下訓練、発声訓練の
様子です。姿勢の維持、頸部の緊張を和らげるため
のマッサージ、口腔内のマッサージ、パ・タ・カ・
ラなどの発声練習、簡単なあいさつ等の訓練を行っ
ています。

また、入院時だけでなく在宅での口腔ケアも重要な
ことから、在宅で療養しているデイケア利用者を対
象に、歯科衛生士による口腔ケアに関する講演も
行っています。またショートステイを利用している
ときなどにも、家族に対して口腔ケアの方法を指導
し、在宅療養につなげるようにしています。
　五色診療所 NST の誤嚥性肺炎予防の取り組みに
ついて報告しました。1．胃瘻患者に対する半固形
化栄養剤の使用は胃・食道逆流、誤嚥性肺炎予防に
有用でした。2．はちみつ希釈水を使用した口腔ケ
アは、口腔内の湿潤の保持などに有効でした。3．
ハチアズレを用いた口腔ケアは、舌苔や、上口蓋の
付着物の除去に有効でした。4．吹き戻しを利用し
た嚥下体操は、呼吸機能低下、嚥下機能低下の予防
に効果があると思われました。以上です。ありがと
うございました。

【三上】　ありがとうございました。それでは、先
ほどご説明しましたように、この演題に対しての確
認程度のご意見がありましたらお受けしますが、い
かがでしょうか。はい、オカヤマ先生どうぞ。

【岡山】　発表ありがとうございました。吹き戻し
が地元の特産だということを初めて知りました。さ
まざまなことを実行されて、実際に効果があったと
いうような話がありましたが、具体的に、例えば誤
嚥性肺炎がこのぐらい減っているなどのデータがも
しありましたら、教えていただきたいです。

【三軒家】　データ的なものは、今、お示しするこ
とができない状況です。けれども熱発する方も少な

    「吹き戻し」を利用した嚥下体操  
嚥下障害者に見られる呼吸機能低下に対して継続的にかつ参加者が楽 
       しく参加できる体操として「吹き戻し」を利用 

伸展部を膨らませるのに必要な 
 呼吸内圧   ３０±８㎝Ｈ２Ｏ 

   在宅患者への口腔ケアの指導 

 
 歯科衛生士による口腔ケアに関す
る講演 
 
 ショートスティ時などに家族に口腔
ケアの方法を指導 

 

           嚥下訓練 

 マッサージ  吹き戻し   発声練習  

呼吸機能低下があると「吹き戻し」をうまく
ふくらませることはできない 口唇でくわえ
るだけでも訓練となる 
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くなっていますし、肺炎も少ないとは言えるのです
が、データ的なものは持っておりません。

【三上】　ありがとうございます。また、機会があ
ればお示しいただければ思います。よろしいでしょ
うか。そうしましたら、最初の演題をこれで終わら
せていただきたいと思います。ありがとうございま
した。続きまして、2番目の演題です。2番目は164
番の方にお願いしたいと思います。「口腔機能の維
持向上と個人に合ったケア方法の確立を目指して」
ということで、熊本県介護老人保健施設きららの里、
永田円さん、よろしくお願いいたします。

【永田】　熊本県介護老人保健施設きららの里、永
田です。よろしくお願いいたします。

「口腔機能の維持向上と個人に合ったケア方法の確
立を目指して」。キーワードは、口腔ケアと個別マ
ニュアルとしています。

はじめに口腔ケアは、口腔環境や機能を維持し、改
善することで、身体的、精神的、社会的に良好な影

響をもたらします。そして日常生活援助の1つであ
り、また口腔リハビリでもあります。私たちが、口
腔ケアが難しく、おろそかであると感じたのは、自
力で口腔清掃が十分にできない胃瘻栄養者と、摂食
嚥下困難者であり、現在その数は9名です。当施設
での従来の口腔ケア方法は、綿棒に紅茶を浸し、口
腔内を清拭するだけの画一的なものになりがちで
あったため、口臭や口腔内の痰のこびりつき、出血
等の口腔トラブルが改善されない現状でした。そこ
で、今回、介護職員を中心に構成された口腔機能向
上委員会で口腔ケアマニュアルを見直しました。そ
して、口腔アセスメントから始め、個別的な計画を
立て、毎日確実に実施することが重要であると再認
識しました。それを実行するために、担当者と実施
時間を決め、個別マニュアルに基づいたケアを行い
ました。また、職員の口腔ケアに対する意識向上も
目標とし活動しました。そしてこの取り組みにより、
良い結果が得られたので3名の事例を基に報告しま
す。

　目的、自力で口腔清掃が十分にできない利用者の
口腔ケアを見直す。個人に合ったケア方法を確立す
る。職員の口腔ケアに対する意識向上を目指す。こ
の3点です。

熊本県 介護老人保健施設 きららの里 
口腔機能向上委員会 

福田誠（医師）古谷幸海（歯科衛生士）山下真奈美（栄養士） 
小西友誠（作業療法士）浜本喜美子（介護）浜本菜摘（介護） 

○永田円（介護） 

 口腔ケアは、口腔環境や機能を維持し、改善すること
で身体的、精神的、社会的に良好な影響をもたらす。 

 日常生活援助の一つであり、また、口腔リハビリでも
ある。 

 今回、介護職員を中心に構成された口腔機能向上委員
会で口腔ケアマニュアルを見直した。 

 口腔アセスメントから始め、個別的な計画（口腔ケア
個別マニュアル）を立て毎日確実に実施することが重
要である。 

 それを実行するために、担当者を決め、その実施時間
も決めて個別マニュアルに基づいたケアを行った。 

 職員の口腔ケアに対する意識向上も目標とし活動した。 
 良い結果が得られたので、３名の事例をもとに報告す

る。 

自力で口腔清掃が十分にできない利用者の 
  口腔ケアを見直す 

個人に合ったケア方法を確立する 
  （個別マニュアルの作成・実施） 

職員の口腔ケアに対する意識向上を目指す 
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