
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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方法、対象者は胃瘻栄養者7名とムセやすく摂取量
むらがある摂食嚥下困難者2名の合計9名です。期
間は平成23年7月28日から平成24年4月30日。担
当者はその日ごとにあらかじめ決められた1名。実
施時間は午後1時40分から3時10分。

物品準備

1つ目に、夜勤者3名で60本の綿棒と20本のアイ
ス綿棒の作成。従来は少なくなると手の空いた職員
が必要な分だけを作成していました。

2つ目に、口腔ケア用品のセットを1台の台車に収
納する。

3つ目に、個別マニュアルの作成。これが、当施設
の口腔機能向上委員会で作成いたしました口腔アセ
スメント表となります。これを基に個別にアセスメ
ントを行いました。

そして、このような口腔ストレッチや、マッサージ
等を取り入れ作成しました。

対象者：胃瘻栄養者 ７名 

    （ムセやすく摂取量ムラがある） 

        摂食嚥下困難者 ２名 

                 合計９名      

期間 ：平成２３年７月２８日～ 

                平成２４年４月３０日 

担当者 ：その日ごとにあらかじめ決められた１名 

実施時間 ：午後1時40分～3時10分 

 

②口腔ケア用品のセットを 
      １台の台車に収納 

③個別マニュアルの作成 
口腔アセスメント表 

☆残存歯  有（上・・ 下・・  本）無（  ） 
☆義歯   有（  ） 無（  ） 種類（  ）     
☆口腔乾燥 有（  ） 無（  ） 
☆舌の汚れ 有（  ） 無（  ） 
☆含嗽   可（  ）不可（  ） 
☆姿勢保持 可（  ）不可（  ） 
☆出血   有（  ） 無（  ） 
☆開口   ２横指以上（  ）1横指以下（  ） 
☆口臭   有（  ） 無（  ） 
☆口腔の粘膜異常  有（  ） 無（  ） 
 

①夜勤者3名で60本の綿棒と 
     20本のアイス綿棒の作成 
 
従来は少なくなると手の空いた職員が必要分だけ作成 
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これがケア方法の一例となります。

内容は、口腔機能向上委員会を開催する。これは2、
3カ月に1度実施し、口腔ケアについての勉強会や、
主にアセスメントの実施や、個別マニュアルの作成
などを行っています。

統一した口腔ケア実施のため、全職員を対象とした
勉強会を開催しました。個別マニュアルに基づいた
ケアの実施を、1日1回お昼に行っています。朝、
夕は、従来どおりの口腔内清拭を行っています。最
後に職員アンケート調査を行いました。

これが、職員に対して行ったアンケート内容です。
倫理的配慮として、対象者を呼び、家族、職員に対
し口頭で趣旨を説明し、同意を得ております。

結果、口腔ケアの所要時間が、以前は一人3分ほど
の実施時間だったものが、取り組み後では職員の手
技、口腔トラブルの程度や残存歯の有無等により、
5ないし10分と時間がかかるようになりました。

口腔ケア個別マニュアル（ケア方法） 
 
Ｎ氏 女性 ８９歳  
 ☆主な傷病名 気管支喘息、認知症 

 ☆摂食状況  高度の認知症による摂食嚥下困難 
 ☆食事形態  ミキサー食 全介助にて摂取 
 ☆残存歯   なし  
 ☆含嗽    不可能 
 ☆姿勢    リクライニングタイプの車椅子にて半座位 

○食前→口腔清掃、必要時吸引 
    アイスマッサージ、口腔ストレッチ 
○食後→口腔清掃、必要時吸引 

口腔機能向上委員会 アンケート 
7月28日より１回／日のブラッシング・アイスマッサージ 
を皆様のご協力により施行しておりますが、アンケートを実施し利用者にどのよ
うな変化が認められるかを調査させていただきたいと思います。 
ご協力お願いいたします。 
☆ブラッシング・アイスマッサージを行なってみて、少なからず利用者の変化を
感じる。（○印） 
  ・はい         ・いいえ 
☆上記で（はい）と答えた方で、どのような変化を感じるのかお答えください。
（レ印 複可） 
・口腔内の痰のこびりつきが減った（ ）・口腔内の痰のこびりつきが増えた                       
・口腔内の乾燥が減った（ ）         ・口腔内の乾燥が増えた（ ） 
・呼吸状態が良くなった（ ）         ・呼吸状態が悪くなった（ ） 
・口臭が軽減してきた（ ）          ・口臭が増加してきた（ ） 
・発言が増えた（ ）             ・発言が減った（ ） 
・摂食困難が改善された（ ）         ・摂食困難が悪化した（ ） 
・表情に変化を感じる（ ）          ・その他 下記（ ）へ 
 （       ） 
☆今後も上記ケアを継続して行う上で備品の追加を考えています。どのようなも
のが必要と思うか記入して下さい 
（             ） 
 
[倫理的配慮]：対象者及び家族、職員に対し口頭で趣旨を説明し同意を得た 

   
 
職員の手技 
口腔トラブルの程度 
残存歯の有無 

 

１． 口腔ケアの所要時間 

２.  利用者の変化 

 
 

  ２－１ 

胃瘻栄養者について 

①口腔機能向上委員会の開催 
 ・２～３ヶ月に１度実施 
 ・口腔ケアについての勉強会 
 ・アセスメントの実施 
 ・個別マニュアルの作成 

②統一した口腔ケア実施のため全
職員を対象とした勉強会を開催 

③個別マニュアルに基づいたケア
の実施（１日１ 回昼） 

④朝・夕は従来通りの口腔内清拭
の実施（綿棒使用） 

⑤職員へアンケート調査を実施 
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利用者の変化、まず胃瘻栄養者として、N 氏79歳
男性は、パーキンソン症候群のため歩行困難です。
従来はベッド上で吸引を併用しながらブラッシング
を行っていました。そこでまず、座位を取ってもら
いケアを始めました。

家族も体を起こすことを希望され、作業療法士や医
師との検討でも座位訓練を進めていくうえで支障が
ないことを確認し、ベッド上座位から、端座位、車
いす座位と進めていくと、座位も安定しました。そ
して実施していくうちに、固定してしまったものと
思われた頸部後屈が改善していきました。そこで、
車いすで洗面所へ誘導したところ、上手にうがいを
し、はい痰もできるようになりました。また、口腔
ケアを行うことを事前にお伝えすると、「はい」と
いう返答もあり、笑顔も増え、会話も以前よりしっ
かりできるようになりました。家族からも、口臭が
軽減し、以前より笑顔も増え、とにかく言葉が聞き
取りやすくなったと喜びの声が聞かれました。

　次に、T 氏93歳女性は、発語がなく、口腔内の
唾液貯留や流涎も著明であり、以前はベッド上側臥
位でのケアでした。そのため見落としていたと思わ
れますが、実は座位を取ることで、うがいが上手に
できるということが分かりました。そして、座位で
のケアを継続していくうちに、問題点はほとんど見
られなくなりました。また、職員の声かけに対し、
笑顔も見られ、返答されるようになりました。現在、
調子が良いときは車いすへ移り、洗面所での口腔ケ
アもできるようになり、時には自力でのブラッシン
グも見られるようになりました。それから自己ケア
中の写真撮影を依頼したところ、「写真は嫌」と
はっきりとした意思表示もありました。

　次に、摂食嚥下困難者についてです。

Ｎ氏 ７９歳 男性 要介護５  

☆ 傷病名 パーキンソン症候群のため歩行困難 
      ベッド上生活 
      認知症 
☆ 残存歯 上・・・９本  
      下・・・１１本 
☆ 含嗽  不可 
☆ 口腔乾燥  軽度 
☆ 排痰困難 

 
Ｂｅｆｏｒｅ：ベッド上ケア 
        吸引の併用     

    

 

Ｂｅｆｏｒｅ：・ベッド上ケア 

       ・側臥位にて施行 

        

 

☆主な傷病名 アルツハイマー型認知症、慢性心不全 

       誤嚥性肺炎の既往あり 

☆残存歯   下・・・６本 

    問題点：・発語↓、口腔内の唾液貯留↑ 

       ・流涎↑、衣類、寝具の汚染↑ 

 Ａｆｔｅｒ：・ベッド上でも座位        

       ・口腔内の唾液貯留↓、流涎↓ 

       ・笑顔↑、声かけに返答↑ 

       ・洗面所での口腔ケア 

        

Ｔ氏 ９３歳 女性 要介護５  

 
 ２－２ 

摂食嚥下困難者について 

☆家族も体を起こすことを希望 

☆ＯＴやＤｒとの検討 

→座位訓練を進めていくうえで 

 支障がないことを確認 

☆ベッド上座位 

     →端坐位 

       →車イス座位     

 
        ・嗽が可能 
          ・排痰が可能 
 

Ｎ氏 ７９歳 男性 要介護５  

 Ａｆｔｅｒ： ・座位の安定 
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N 氏89歳女性は、高度認知症と、四肢運動障害に
より ADL 全介助を要する方です。そして残存歯等
はなく、ミキサー食を介助により摂取されますが、
誤嚥のリスクが非常に高い方で、以前は食事中のム
セや、ゴロ音が著明であり、37度台の発熱を繰り
返されていました。しかし、食前にも口腔清掃とア
イスマッサージ等を取り入れることで、嚥下反射の
改善が見られ、食事中の飲み込みが良くなり、摂取
量むらも見られなくなりました。併せて、発熱もほ
とんどなくなり誤嚥性肺炎予防にも効果があったと
思われます。

　個別マニュアルに基づくケアの実施により得られ
た効果を、職員21名に対して行ったアンケート調
査から示します。「口腔内の痰のこびりつきが減少
した」18名、「口腔乾燥が減少した」11名、「呼吸
状態が良くなった」11名、「口臭が軽減した」19名、

「発語が増えた」7名、「摂食嚥下困難が改善した9
名」、「表情に変化を感じる」13名。このように職
員全員が、口腔ケアの効果を実感しました。

他方、アンケート調査から口腔ケアの難しさも実感
しました。「ケアを行おうとすると、叩く、引っ掻
く等のものすごい抵抗がある、どうしたら良いか」

「舌苔がなかなかきれいに取れない」「もっと口腔
ケアに必要な物品をそろえてほしい」「専門職から
のケア方法が必要」などの声があげられました。

そして、今年度から歯科衛生士が配置され、まず対
象利用者の口腔内確認を実施してもらったところ、
大変きれいであると高い評価を得ることができまし
た。そのことにより、さらに職員が口腔ケアの効果
を実感することができました。また、ブラッシング
の指導、義歯洗浄の指導、ケア用品のチェックと保
管方法の指導なども実施していただき、現在も毎日
この取り組みを継続しています。

Ｎ氏 ８９歳 女性 要介護５ 
☆主な傷病名 高度認知症、四肢運動障害 
☆残存歯、義歯なし 
☆食事形態 ミキサー食 → 全介助 
☆誤嚥のリスク↑ 食事中のムセやゴロ音が著明  
         ３７度台の発熱を繰り返していた            
 

    口腔清掃 

       アイスマッサージ 

             口腔ストレッチ 

嚥下反射の 

改善 

誤嚥性肺炎の 

予防にも効果 

 
「ケアを行おうとすると叩く、引っ掻く等 
 ものすごい抵抗がある・・・ 
           どうしたら良いか？」 
 
「舌苔がなかなかきれいにとれない」 
 
「もっと口腔ケアに必要な物品を揃えて欲しい」 
 
「専門職からのケア方法の指導が必要」 

他方、アンケート調査から 
         口腔ケアの難しさも実感した 

今年度から歯科衛生士が配属 

口腔内確認→ 
☆更に職員が口腔ケアの効果を実感！！ 
 
ブラッシングの指導 
総義歯、部分義歯の洗浄の指導 
用品のチェックと保管方法の指導 

「大変きれいである」高い評価 

☆現在も毎日この取り組みを継続している 
・口腔内の痰のこびりつきが 
         減少した・・・ 
 
・口腔乾燥が減少した・・・ 
 
・呼吸状態が良くなった・・・ 
 
・口臭が軽減した・・・ 
 
・発語が増えた・・・ 
 
・摂食嚥下困難が改善した・・・ 
 
・表情に変化を感じる・・・ 
  
 

 
 
 
        １８ /２１名 
 
        １１ /２１名 
 
        １１ /２１名 
 
        １９ /２１名 
 
         ７ /２１名 
 
         ９ /２１名 
 
        １３ /２１名 

３. 個別マニュアルに基づくケアの 
       実施により得られた効果 
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　考察。口腔の健康を維持・向上させることで、生
活の満足度を高めて、尊厳ある人生を保つことは口
腔ケアの目的であり、私たち介護老人保健施設の大
切な役割でもあると考えます。今回、口腔機能や、
残存機能のアセスメントの重要性と座位や姿勢保持、
含嗽といった機能を生かすことで、脳を刺激し、活
性化させるということを、家族を含めた多職種との
連携により再認識しました。そして、この取り組み
により、利用者の確実な変化を得ることができたと
同時に、職員の口腔ケアに対する意識も向上したと
思われます。また、新たな課題も導き出すことがで
き、今後のケアの方向性も見い出すことができたと
考えます。

まとめ。利用者個人の口腔状態等をアセスメントし、
個別の口腔ケアマニュアルを実施することで、口腔
機能維持・向上と、QOL の向上につながると再認
識しました。

また、新たな課題への取り組みと、施設内での口腔
ケアの質を高めるためには、専門職による協力が必
要であります。そして、委員会の活動強化と、ケア
の継続が大切であります。参考文献は以下、3点と
なります。ご参照ください。以上で発表を終了いた
します。ご清聴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、質問、
確認ありましたらお願いいたします。よろしいで
しょうか。はい、どうぞ。

【岡林】　国東市民病院歯科衛生士の岡林と申しま
す。個人のアセスメントの中で、舌（ゼツ）の汚れ
のありなし、口腔乾燥のありなしという点があった
のですが、そのありなしで、もし基準となるものが
あるのであれば教えていただきたいです。よろしく
お願いします。

【永田】　ご質問ありがとうございます。利用者の
口腔乾燥がひどいということが問題になっていたの
で、特別、基準というものはなく、職員の見た目か

Ⅶ．考察 
 口腔の健康を維持・向上させることで生活の満足度
を高めて尊厳ある人生を保つことは、口腔ケアの目
的であり、私達、介護老人保健施設の大切な役割で
もあると考える 

 口腔機能や残存機能のアセスメントの重要性と、座
位や姿勢保持、含嗽といった機能を活かすことで脳
を刺激し活性化させるということを家族を含めた多
職種との連携により再認識した 

 この取り組みにより利用者の確実な変化を得ること
ができたと同時に職員の口腔ケアに対する意識も向
上したと思われる 

 新たな課題も導き出すことができた 
 今後のケアの方向性も見いだすことができたと考え
る 
 

専門職による協力 

口腔機能向上委員会の活動強化 
統一したケアの継続 

新たな課題への取り組み 
施設内での口腔ケアの質を高める 

[参考文献] 
１）日本口腔保健協会 監修：介護のための口腔保健マニュアル1996 
２）管武 雄：口腔ケアハンドブック2002 
３）摂食・嚥下障害患者の“食べたい”を支える看護2009 

ご清聴ありがとう
ございました 

個人の口腔状態・機能アセスメント 

個別の口腔ケアマニュアルの実施 
（個人に合ったケアの実践） 

Ⅷ．まとめ 

口腔機能の維持・向上 
QOLの向上 
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らになります。また、舌（ゼツ）の汚れは、肉眼で
かなり真っ白い状態が見てとれたもので、特に基準
というものはありません。

【岡林】　そうすると、もしかして見る人によって
は違う場合があるのでしょうか。

【永田】　そうですね。例えば、舌苔をある職員が
見たとすると、それを看護師に報告し、そこで処置
をしたほうがいいということを、口腔機能向上委員
会のほうで検討をして評価しておりました。

【岡林】　ありがとうございました。

【三上】　はい。それではこの演題を終わらせてい
ただきます。また演者の方、質問が終わるまで演者
席のほうでお待ちいただいて、終わりましたらフロ
アのほうへお戻りください。続きまして、3番目の
演題です。163番の「多職種間の連携による嚥下食
改善に向けた取り組み」、神奈川県茅ケ崎市立病院
の遠藤光恵さんよろしくお願いいたします。

【遠藤】　茅ケ崎市立病院リハビリテーション科 ST
の遠藤です、よろしくお願いいたします。

　当院では平成22年12月より、月に1度、管理栄
養士、調理師、看護師、言語聴覚士（以下 ST）が集
まり、嚥下食の改善を目的に嚥下食打ち合わせを実
施しています。今回、約1年前から取り組みを開始
した嚥下食打ち合わせについて、経過をまとめまし
たのでご報告いたします。

　患者の高齢化に伴い、当院でも嚥下障害患者の割
合は多く、高次脳機能障害、構音障害などの合併を
合わせると、ST がかかわる患者の約9割に嚥下障
害を認めます。嚥下リハビリテーションの依頼は神
経内科、脳神経外科など、脳血管障害だけでなく、
呼吸器内科や外科、消化器内科、整形外科など多岐
にわたります。

多職種間の連携による 
嚥下食改善に向けた取り組み 

茅ヶ崎市立病院 リハビリテーション科  
言語聴覚士 遠藤光恵、滑原文、脇田奈未 

栄養科 葦津幸子、成尾さち子 
看護部 猪狩円 

はじめに 

 当院では平成２２年１２月より月に１回、 
『嚥下食打ち合わせ』を実施している。 
 
 今回、約１年前から取り組みを開始した 
『嚥下食打ち合わせ』について経過をまとめた 
ので報告する。 

当院の嚥下リハビリテーションの現状 

 STオーダーと嚥下リハビリテーションの割合 
 （高次脳機能障害・構音障害など他の障害との合併を含む） 
2009年  （319件/351）  90.9％ 
2010年  （385件/431）  89.3％ 
2011年  （447件/512）  87.3％ 
嚥下リハビリテ―ション依頼 
主な科：神経内科・呼吸器内科・脳神経外科 
その他：外科・呼吸器外科・消化器内科・整形外科   
など多岐に渡る 
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