
　特別養護老人ホームにおける指導により施設入所
者の肺炎による入院日数は平成21年度の178日か
ら平成22年度には100日そして平成23年度には77
日まで減少しました。肺炎による入院割合も20%
から12% まで減少しました。このことは医療費の
削減だけでなく施設の減収の防止にも繋がりました。
　結果およびまとめを示します。
　特別養護老人ホームにおいて介護職員に対して口
腔ケアおよび口腔機能の維持向上の普及活動を行う
ことによって施設において口腔ケアに関する必要物
品の整備ができた。介護職員においては口腔ケアの意
識向上および技術向上が見られ、効率良く適正に口腔
ケアが実施されることに繋がった。それに加え口腔ケ
アが困難な事例についても対応できるようになった。

　施設における口腔ケアにより高齢者・要介護者の
口腔衛生状態の改善および摂食・嚥下機能の改善お
よび向上が見られた。このことは肺炎による入院患
者の減少と医療費削減に繋がった。
　また介護職員が虫歯、歯周病、義歯の不良などの
口腔に関する疾患や障害の早期発見および治療依頼
することにより重症化の予防となり早期疾患予防お
よび介護予防に繋がった。
　つまり、特別養護老人ホームにおける口腔ケアお
よび口腔機能の維持向上の普及活動は
1）専門職・住民の資質向上の効果
2）疾患の減少と医療費削減の効果
3）早期疾患予防・介護予防の効果
の大きな3つの効果に繋がった。

口腔ケアおよび口腔機能向上の普及活動の効果 
特別養護老人ホームいずみ山荘における入院日数の変化 
 
  ・肺炎による入院日数が半分以下に減少 
 

  ・肺炎による入院割合の減少 

  全体の 
入院日数 

２１年度 ２２年度 

８７１日 ４００日 

肺炎による 
  入院日数 

１７８日 １００日 

２３年度 

６２５日 

７７日 

肺炎による 
  入院割合 ２０％ ２５％ １２％ 

結果およびまとめ 

１．口腔ケアに関する必要物品の整備ができた。介護職員において 
     口腔ケアの意識向上・技術向上が見られ、口腔ケアが困難な事例 
     についても対応できるようになった。 
                                         （専門職の資質向上の効果）  
  
２．高齢者・要介護者の口腔衛生状態の改善および摂食・嚥下機能 
     の改善・向上が見られた。このことは肺炎による入院患者の減少 
     と医療費の削減に繋がった。 
                                       （疾患の減少と医療費削減の

効果） 
 
３．介護職員が虫歯、歯周病、義歯の不良などの口腔に関する疾患 
     や障害を早期発見および治療依頼することにより重傷化の予防 
     となり早期疾患予防および介護予防に繋がった。 
                                       （早期疾患予防・介護予防の
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効果的な口腔ケア方法の検討
～寝たきりで経口摂取をしていない残歯のある患者を対象に～
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はじめに 

○口腔ケアは看護、介護において重要なケアの

ひとつである。 
 

○毎日実施している口腔ケアの中で残歯のある

患者の口臭・痰の付着が気になった。 
 

○寝たきりで経口摂取をしていない残歯のある

患者の効果的な口腔ケア方法を検討した。 
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【はじめに】口腔ケアは、虫歯、歯周病、入れ歯の
汚れや破損、誤嚥性肺炎、口臭等を防ぐ目的で行わ
れ、看護介護では重要なケアのひとつです。しかし、
口腔ケアについての専門的指導を受けていないス
タッフがほとんどで、口腔ケア用品の使い方や、方
法に関しては、自己流になっているのが現状でした。
口腔ケアを毎日行う中で、特に歯のない患者の口腔
と比べると残歯のある患者の口腔は口臭や痰の付着
が気になりました。そこで寝たきりで経口摂取をし
ていない残歯のある患者の効果的な口腔ケア方法を
検討したいと思い、病棟で実施されている口腔ケア
についてのスタッフの意識調査と口腔内細菌検査を
行ったので報告します。

研究期間・対象・方法につきましてはスライドをご
参照してください。

倫理的配慮、患者家族に研究についての説明を行い、
承諾を得ました。

研究期間 

 平成２２年６月 ～ 平成２２年１２月 
 

研究対象 

  療養型病棟のスタッフ２３名 

  上記の研究期間に入院した、寝たきりで

経口摂取をしていない残歯のある患者 

  １ アンケートによるスタッフの意識調査 

 

  ２ 勉強会の実施 

 

  ３ マニュアルに沿った口腔ケア実施 

 

  ４ 口腔内の細菌培養検査 
 
    

研究方法 

  倫理委員会の承認を得て、患者・家族に

研究の趣旨について説明し、承諾を得た。 

 

倫理的配慮 

勉強会風景 

○研究の最初と最後に、アンケートによる 

 意識調査を実施 
 

○勉強会は歯科衛生士が講義形式で実施 

結果 
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【結果】

①意識調査と勉強会について
アンケートによる意識調査を研究の最初と最後に行
いました。勉強会は歯科衛生士に講義形式で実施し
てもらいました。これはその風景です。
アンケートでは、物品の使用方法についてわかる、
活用できていると答えた人が勉強会後に増加し、口
臭について気になると答えた人が減少しました。
勉強会前には口腔ケアの統一が必要と答えた人が
78% いましたが、勉強会後統一できたと答えた人

は17% と減少していました。また残歯のある患者
さんの口腔ケアは、十分にできていると答えた人も
減少していました。

②口腔ケア方法について
口腔機能リハビリテーション委員会が作成したマ
ニュアルに沿って行いました。最初はブラッシング
の回数が5回に設定されていましたが、実施後十分
ブラッシングが出来ているのだろうかという感覚的
な意見が多く聞かれました。その事をうけて、マ
ニュアルの一部変更をしブラッシング回数は指定せ
ず、マニュアルに沿って見た目や実施者が感覚的に
十分出来ていると認識できることを意識して行うよ
うにしました。

＊これは、使用したマニュアルです。
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勉強会前 勉強会後

残歯のある患者の口臭は 
気になりますか？ 

口腔ケア方法の統一は 
必要だと思いますか？ 

気になる 気にならない 分からない 思う 思わない 分からない 

（７８％） 

（１７％） 

（９５％） 

（１７％） 

統一できたと思う 

結果 意識調査 

（４１％） 

（４２％） 

（２１％） 

（６２％） 

残歯があり開口困難の患者の口腔ケアは
充分行えていますか？ 

行えている 行えていない 

（１４％） 

（４％） 

結果 意識調査 

結果 意識調査 

口腔ケアに使用する部品は 
活用できていますか？ 

（７３％） （９６％） 

使用方法が分かりますか？ 

（７７％） （８３％） 

分かる 分からない 無回答 できている できていない 

○口腔機能リハビリテーション委員会が作成した 

  マ二ュアルに沿って実施した。 
 

○細菌培養の結果をうけて、ブラッシング回数を 

  増やし、充分な保湿を実施した。 

口腔ケア方法について 

使用したマニュアル 
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③口腔内細菌検査について

この表は今回検出された細菌の一覧表です。赤字の
番号は病原性細菌、黒字は常在菌、★印は腸内細菌
を表しています。
細菌培養の結果、病原性細菌が検出され、どのタイ
ミングにおいても結果に明らかな変化は認められま
せんでした。

【考察】意識調査をし、勉強会を実施したことでス
タッフの口腔ケアに対する理解を深めることが出来
ました。十分に実施できていると答えた人が減少し

ていたのは、予測していなかった細菌検査の結果を
見て、自分たちが行っているケアに疑問を持ち、不
安を感じて分からなくなってしまったためと推測さ
れます。口腔ケア方法では、スタッフの意見を考慮
してマニュアルの一部を変更しましたが、手技統一
のためには有効でした。今後はさらに注意事項など
の洗い出しや手技・方法の検討が必要であると考え
ます。
緑膿菌や MRSA などの病原性細菌が検出されてい
ることが問題ですが、吉田氏によれば、これは日和
見感染もあるが、接触感染した病原性細菌は条件が
整えば口腔内に定着するとのことであり、このこと
から自分たちが媒体にならない口腔ケア実施時の注
意事項の統一が必要であると考えます。

【まとめ】意識調査や勉強会を実施することにより、
スタッフの口腔ケアへの理解を深めることができま
した。細菌培養において自分達の思い描いた結果は
得られませんでしたが、ケアの改善につなげること
ができました。今後よりよい口腔ケアの実施に向け、
手技統一だけではなく、菌の増殖をさせない口腔内
環境の整え方を検討していきたいと思います。

謝辞、参考文献は省略させていただきます。
ご静聴ありがとうございました。

 ○意識調査や勉強会を実施したことでスタッフの

口腔ケアへの理解を深めることができた。 
 

 ○ケアの改善につなげることができた。 
 

 ○菌の増殖をさせない、口腔内環境の整え方の

検討をしていく必要がある。 

 

   

 

まとめ 

今回検出された口腔内細菌 
①α－streptococcus sp α溶血連鎖球菌

②Neisseria sp 嫌気性菌（常在菌）

★③Klebsiella pneumoniae 肺炎桿菌　

★④Proteus mirabilis ミラビリス菌

⑤Pseudomonas aeruginosa 緑膿菌　

⑥Staphylococus atreus(MRSA) 黄色ブドウ球菌

⑦B群－β―streptococcus sp B群β溶血連鎖球菌 

⑧G群－β―streptococcus sp G群β溶血連鎖球菌

⑨Bacillus sp バチルス属種

⑩Streptococcus sp 連鎖球菌

⑪Streptococcus aureus 黄色ブドウ球菌 

⑫Haemophilus parainfluenzae 気道常在菌（パラインフルエンザ菌）

⑬Candida albicans カンジタ　アルビカス

★⑭Enterobacter cloacae エンテロバクタークロアカ

⑮Candida grabrate

（※）③④⑤⑥⑭→病原性細菌、★→腸内細菌 

口腔内細菌結果について 
名前 １回目（前） ２回目（後） ３回目（きれいに） ４回目（勉強会後） ５回目（保湿重視）

Ｈ・K ①③④⑨⑪ ①③④⑥⑨⑪ ①③④⑤⑥⑨ ①②④⑤⑥⑨ ①②④⑤⑨

Ｋ・Ｒ ①②③⑧ ①②③④⑤⑧ ①②③④⑤⑧ ①②④⑤⑨⑩ ①②④⑤⑥⑨

Ｋ・Ｍ ②⑤ ①②④⑤⑥ ①②④⑤⑥⑦ ①②④⑤⑥⑨ ①②

Ｓ・Ｓ ①②⑫⑭ ①②⑧⑩⑫⑭ ①②③⑧⑪ ①②⑧⑬

Ｍ・Ｈ ①②③⑦⑪ ①②③⑦⑪ ①②③⑦ ①②③⑦

Ｈ・Ｍ ①②③⑤⑪ ①②③⑤⑨⑪ ①②③⑤ ①②③⑤⑩

Ｔ・Ｔ ①②③⑫ ①②③⑧ ①②③⑤⑧ ①②③⑤⑪

Ⅰ・Ｈ ①②③④⑧ ①②③④⑨⑩ ①②③⑦⑮

Ｍ・Ｓ ①②④⑥⑩⑬ ①②③⑤⑩⑬ ①②④⑥⑩⑬

Ｈ・Ａ ①②③④⑦ ①②③⑦ ①②⑥⑦

Ｏ・Ｈ ①②③④⑤⑥ ①②⑨⑩ ①②④⑤⑥

Ｙ・Ｔ ①②③⑤⑦ ①②③④⑥⑦ ①②③④⑥⑦

N・Ｆ ①②④⑥ ①②③④⑥

（※）＿線は入院時、斜め字は歯が数本 

○スタッフの口腔ケアに対する理解を深めることができ

た。 

○マニュアルの変更は、スタッフの手技を統一するために

有効。 

○注意事項の洗い出し、手技・方法の検討が必要。 

○自分たちが媒体にならないような、口腔ケア実施時の

注意事項の統一が必要。 

考察 
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