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江府町における口腔ケアと誤嚥性肺炎予防の取り組み

発 表 者 倉敷 敬子 （鳥取県：江府町国民健康保険江尾診療所 歯科口腔外科）

共同研究者 笹間 千夏、来海 真弓、下垣 美和子、篠原 真澄、三好みよ子、椿井 保、
原田 勇聖、武地 幹夫

�������	
��
������������

�� � ��
���� !"#$�%&'()*	
+*

)*,-. /0 12

�3456��
78 9: ;< => ?@AB2 CD =E
FG�H2 IJ # DK LM NO PQ

R�ST�#U&#!VWXVYZ[\]
^_`aT ����������bcdea
f�g
hiT j&'()*	
+*klmno�
pqcrsTtuv�������	
�
��wx�yz{|}~����|c[fT
h������������������
fa��`����ec��x�g

�q ��

本町は、国保直診と保健・福祉・介護行政が連

携して、肺炎予防の取り組みに力を入れていま

す。

今回、当診療所歯科開設１０年の節目を迎え、通

院患者に誤嚥性肺炎と口腔ケアに関する意識調

査とカンジダ菌検査を行い、今後の指導と誤嚥

性肺炎予防の取り組みについて検討したので報

告します。
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江府町は人口３，３３７人であり、６５歳以上が約４０％

を占める高齢化の進んだ町です。

死因は、心疾患、癌を上回り肺炎が１位でした。

m»��¼�½¾¿~�ÀÁÂ¬
Ã���ª#!Ä±ÅÆÇÈ

�«¬É�oÊË�ÌÍÎÏÇÈT
«¬É�oÊÐ�ÑÒÇÈ�

ÃÓÔÕ�Ö×ØÉ��ª�����±
�«¬É�oÙ«¬É�oÐ«¬��oÊ�

Ú»�?ÛÜÝÞTßà
Ã���ªOáâãäåæçèé±ÅÆÇÈ

ê»	
��

Ã�#U&����
+;��Tëì&'

V)	íîVï)�ðde

V)ñò'óô

$

�$

�$$

��$

�$$

��$
"��*�+

"��*��

,-.-

�$$/0"��#�+ 12)34567 89$:$�

Ð��õö¥²÷ø�ù¥Ð

«¬mÚoÐmúoªûü±«¬mýoÐÚm

oª�ü±�þo8cø�x�T�üS

���H�²÷���]�
y���eaf�g

そのため肺炎予防の取り組みとして、肺炎球菌

ワクチンの公費助成、嚥下機能評価および訓練、

歯科では口腔ケアに力を入れてきました。

平成１２年～１６年の５年間と平成１７年～２１年の５

年間を比較すると後期は肺炎による死亡の減少

が男女とも有意にみられています。
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しかし外来通院患者の中には舌清掃の習慣がな

く、舌苔付着が顕著な人、義歯の手入れが不十

分な人など、口腔ケアに関心のない人がまだ多

いのが現状です。
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今回の研究期間は平成２５年４月～９月、対象は

５０代～８０代の外来通院患者のうち歯周治療を必

要とする患者および口腔内の清掃状態が不十分

な患者１４７人に意識調査を行い、口腔ケア指導を

実施しました。その中で、３１人を対象にカンジ

ダ菌検査を行いました。指導後、患者の口腔内

の状況に応じ、１ヶ月～５ヶ月後に再度、意識

調査を行いました。
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指導前の意識調査の結果です。

カンジダ菌検査無群の舌清掃の実践は半数を占

め、舌清掃指導、誤嚥性肺炎に関する知識は２

割でした。カンジダ菌検査有群はすべての項目

において２割程度にとどまりました。
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患者の口腔内の状況および意識調査の回答も参

考にして、口腔ケア指導を行いました。

内容としてはブラッシング指導、舌・粘膜の清

掃指導、義歯の清掃・手入れ、歯周治療、パン

フレットを用いて誤嚥性肺炎の説明などを行い

ました。
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次にカンジダ菌検査を導入しました。対象者は

意識調査を行った患者で、口腔ケアの意識が低

い人、３１人うち義歯使用者２０人、非使用者１１人

に行いました。

方法は、指導前に綿棒で口腔粘膜、義歯から唾

液を採取し、スライドに広げ、３５℃～３７℃で２

日間培養をして、コロニーの判定をクラス０～

３の４段階で行いました。
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義歯使用者２０人のカンジダ菌検査の指導前後の

比較です。

白い部分は指導前、青い部分は指導後を示して

います。指導前の判定はカンジダ菌叢が一番多

くみられるクラス３が１３人、クラス２が２人、

クラス１が５人と検査を実施した全員にカンジ

ダ菌叢が認められました。

指導後にはクラス３の人はいなくなり２０人のう

ち１８人の判定が改善されました。
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非使用者については実施した１１人のうち５人が

クラス１以上の判定でした。

指導後は２回目の検査を実施した５人すべての

判定が改善しました。
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カンジダ菌検査の結果です。

義歯使用者は非使用者と比べカンジダ菌検出率

が有意に多くみられました。

義歯使用者の指導後の検査は指導前と比べ、カ

ンジダ菌検出率の減少が有意にみられました。
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これは義歯使用者と非使用者の口腔ケア前後の

舌とカンジダ菌検査のスライド写真です。

スライド写真は、指導前と指導後４３日後、２６日

後のものです。

指導前はカンジダ菌のコロニーが密集し多くみ

られましたが、指導後はコロニーの密度が低く

なりカンジダ菌の減少が認められました。
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指導後の意識調査の結果です。

カンジダ菌検査有群の舌清掃の実践は２割から

約９割に増加しました。また、検査無群と比較

してもすべての結果において意識レベルの向上

がみられました。
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カンジダ菌検査を実施した患者からのコメント

です。

「自分の口の中にこんなに菌がいたのでビックリ

した。舌を磨く指導だけではピンとこなかった

が、検査をして菌が減ったのでケアの大切さが

わかった」７０代女性のコメントです。他にも口

腔ケアを行うことにより菌の減少が実際に見れ

て良かったとの感想が数多くありました。
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まとめです。

意識調査を行ったことにより、口腔ケアを含め

誤嚥性肺炎についての指導不足、または指導し

ても理解してもらえていない現状がわかりまし

た。患者の意識レベルに合わせて指導すること

で意識改革につながり、指導体制の見直しがで

きました。

義歯使用者は口腔内が不潔になりやすいが、ケ

アを継続することにより清潔が保てるという結

果がでました。

カンジダ菌検査の導入により視覚的に口腔内の

状態を把握することができ、意識の向上が図れ

ました。

今後はカンジダ菌検査という手段も加えて、さ

らに口腔ケアの普及を図っていきたいです。

―６６４―




