
【はじめに】当院では高齢・要介護の患者でセルフ
ケアができない患者が多数在院しています。そのた
め口腔ケアは看護師の業務として不可欠なケアと

なっています。
スタッフは個々に工夫して口腔ケアに取り組んでい
ますが、口腔内の観察の仕方・手技に統一性がない
ことでケアの継続性が難しく、家族指導にもバラツ
キが見られていました。
そこで近隣の歯科医との連携・講習を通じて、個々
に応じたプランニングを図るため本研究に取り組み
ました。

研究期間・対象はスライドを参照下さい。
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当院における口腔ケアへの取り組み
～近隣歯科医・歯科衛生士と連携して～

発　表　者 成瀬　昌代 香川県　綾川町国民健康保険陶病院

残念ながら・・・ 

当院における口腔ケアへの取り組み 
～近隣歯科医・歯科衛生士との 

連携に向けて～ 

 綾川町国民健康保険陶病院 
     病棟看護部 ○成瀬 昌代 河田 真由美 大西 差緒里  
                中村 まどか 亀上 由佳 谷本 陽子 三木 恭子                    

            井上 絹代 

      内科       大原 昌樹                                          

【はじめに】 
 口腔ケアは全身状態が悪化している高齢者ほ
どとくに重要視されている     

 
 スタッフは工夫して口腔ケアに取り組んでいる
が、口腔内の観察の仕方・手技に統一性がな
いことでケアの継続性が難しく、家族指導にも
バラツキがある 
 

 近隣の歯科医との連携を通じて、個々に応じ
たプランニングを図ったのでここに報告する  

【研究期間】 
 平成２３年１１月～平成２４年５月 
【対象】 
 当院で入院中の患者１６名 
 （男性８名・女性８名、 
         平均年齢７８．８歳） 
 当院病棟看護スタッフ２５名 
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【方法】

1．病棟スタッフにアンケートを実施
アンケートでは、スライドのような手技についての
不安・疑問が多く回答されました。

2．患者個々の口腔内の問題点の抽出。
日本口腔ケア学会理事長　鈴木俊夫氏が作成した口
腔ケアチェックシートを参考に項目ごとにチェック
し、個々の患者の問題点を抽出しました。
口腔ケア前の問題点をグラフにしました。複数回答
となりますが結果はグラフの通りとなりました。

～スタッフが疑問に思ったこと～ 

・口腔内の観察項目は何があるか 
・出血傾向のある患者のケア方法 
・開口困難な患者に対して、開口を促す
方法 

・舌苔の除去方法 
・口臭や乾燥に対する適切な使用物品
はないか 

 

②患者個々の口腔内の問題点の抽出 
 

①スタッフにアンケートを実施 

【方法】 

口腔ケア前 
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3．近隣の歯科医および歯科衛生士の講習、指導
対象患者の家族に歯科医の診察を希望するかどうか
確認し、往診を受けるときに口腔内の観察ポイント、
物品や口腔ケアの方法のなどの指導を受けました。
そして講習会にも参加し、指導や助言を頂きました。

4．講習を受けてから患者に実践しました
A 氏は口臭と舌全体にある舌苔が口腔内の問題点
でした。舌苔ブラシを使用し、ブラシの当て方や力
加減に注意し、舌苔を除去しました。
2ヶ月後には舌苔が消失し口臭が軽減されました。

B 氏は乾燥と舌1/2にある舌苔が問題点でしたが、
保湿剤を使用し口腔マッサージを行うことで唾液分
泌も促進され、乾燥や出血予防に繋がり2ヶ月後に
は乾燥と舌苔は改善されました。

特に、口腔内汚染が著しかった患者の症例を紹介します。
現病歴、ケア方法についてはスライドを参照して下さい。

病棟スタッフのケアでは、口腔内の状態が改善され
ず、近隣の歯科医に往診依頼しました。その結果、
歯周病のため歯肉腫脹・出血があり、歯石除去し、
往診1週間後には、口臭が軽減し舌苔は消失しました。

 歯科医・歯科衛生士による口腔ケア講習風景 

④講習後の実践 

講習前 講習２ヶ月後 

氏 

氏 

A 

B 

症例 
【年齢】  ８４歳 女性 
 
【現病歴】 在宅療養中で経口摂取 
       一週間前から食事摂取量低下 
              肺炎にて入院   
        
【ケアの方法】  スポンジブラシ・洗口液使用  
          １回／日  
           

     講習前 １２/２９ 

乾燥・出血・ 
口臭・舌苔あり 

 

12/20 口臭軽減・舌苔消失 

往診1回目 
・歯石除去 
・物品見直し 

往診２・３回目 
・歯石除去 

・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞやｱｲｼﾝｸﾞ 
指導と実践 

1月～ 口臭・乾燥変化なし 出血なし １/27  
胃瘻造設 

2月中旬 口臭・乾燥軽減 出血なし 脱水なし 

脱水あり 

病棟スタッフケア施行 
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一度の治療では改善乏しく、再三往診していただき、
同時に毎日の口腔ケアの方法も歯科衛生士より指導
していただきました。
使用物品も改め、唾液分泌を促進させるマッサージ
も行いました。
経口摂取は期待できず胃瘻造設となりましたが、胃瘻
造設後注入食の開始に伴って、脱水も改善され口腔内
の乾燥も軽減して、それに伴って出血もなくなりました。

これが、退院前の写真になります。
退院2週間前から、家族に病棟で活用しているパン
フレットを使用し、口腔ケアの指導を行い、退院時
には乾燥や出血なく口臭も感じない程度に改善し、
舌苔も舌の1／4程度に軽減しました。

こちらが、退院2ヶ月後の写真になります。
訪問看護ステーションと連絡を取り、退院後の情報
を得て患者の自宅へ訪問しました。
訪問看護師の指導もあり、口腔内環境の維持につと
めてくれていました。

その結果、乾燥・口臭・粘膜刺激による出血は消失、
舌苔は極少量のみに軽減していました。
全体を含めた結果です。
スライドの通り改善が見られました。

【考察】問題点のある患者に対し統一した手技で口
腔ケアを行うことにより口腔内の状態が改善しまし
た。
また、有坂博史氏はプロによる徹底的な歯垢除去を
することで口腔内清拭、洗浄のみの簡単なケアより
効果があると述べています。
これからも言えるように歯科医や関係機関との連携
が今後も必要とされます。
そして、症例では口腔内の状態は改善されていまし
たが、退院時にはパンフレットでの指導が主であり
家族が実施する機会が少ないまま退院となり、在宅
での物品の使いにくさが問題となってきたのではな
いかと考えられます。
退院前の患者に対しては、患者を取り巻く環境をも
把握した上で家族や施設スタッフに指導を行ってい
く必要があると思います。

         退院時 ２/２８ 
乾燥・ 

出血・口臭なし 
舌苔1／４に軽減 

退院２ヶ月後（４/２８） 

乾燥・易出血・ 
口臭なし 
舌苔極少量の
み 

【考察】 
統一した手技で口腔ケアを行う
ことで口腔内の状態が改善 

歯科医や歯科衛生士と連携を
取ることで簡単なケアより効果
が得られる 

患者を取り巻く環境を把握した
上で、家族や施設スタッフにも
指導を行う必要がある 
 
 

 

    講習前後の比較 
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【結論】近隣の歯科医・歯科衛生士と連携を取り組
んでいくこと、また統一した手技で口腔ケアを行う
ことが、患者にとって効果的といえます。
入院中だけではなく、退院後の事も含めた口腔ケア
の指導が今後の課題となります。

【結論】 
近隣の歯科医・歯科衛生士と
連携し、患者にとって効果的な
ケアが継続して提供できるよう
に努めることが大切 
入院中だけではなく退院後の
事も含めた口腔ケアの指導が
今後の課題 
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口腔ケアの更なる充実を求めて
～歯科医師との連携～

発　表　者 今井　一整 宮崎県　宮崎市立田野病院

共同研究者 吉岡　誠、中野　キミ子、矢野　譲二

田野病院は人口が約1万2千人の田野町域の患者の急
性期から、リハビリ期、終末期までを診る地域に根
ざした病院です。平成17年2月から、脳梗塞の患者

や、高齢者の嚥下機能低下に対して摂食嚥下訓練の
チームを立ち上げて活動を行ってきました。終末期
の患者も最後まで口腔内をきれいに保ちたい。寝た
きり患者や高齢者の誤嚥性肺炎の予防のためにも口
腔ケアは重要であるととらえて取り組んできました。

今回、口腔ケアが、患者の苦痛なく効果的に行えて
いるか ? 手技が間違っているのではないか ? どうい
う道具を選択すればいいのか ? など口腔ケアの十分
な理解、手技を基本的なことから再認識するため、
歯科医師、歯科衛生士主催の研修会に参加し学んだ
ことを、院内で伝達講習会を通してスタッフに伝え
ることにしました。

口腔ケアの更なる充実を求めて 
～歯科医師との連携～ 

              

宮崎市立田野病院  
          ○今井一整  矢野譲二 
             中野キミ子 吉岡 誠 
 

宮崎市立田野病院 

田野病院  病床数 ４２床 
併設 介護老人保健施設 さざんか苑 ５０床 

       伝達講習会  
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