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口腔ケアのスケールを活用したことで見えてきた看護の変化 

発 表 者  縄田縄田縄田縄田    渉渉渉渉（山口県  周防大島町立橘病院） 

 

 

はじめに 

A 病院は入院患者の多くが高齢者であり、身体の

障害により日常生活動作を全介助する方が多い。そ

の中の口腔ケアについては看護師が援助する時にケ

アに対し協力的な患者もいるが、反対にケアに対し

開口しなかったりしてケアに協力してもらうことが

難しい患者もいる。その様な患者に対する口腔ケア

の内容が省略されたり、簡素化されてしまう傾向に

あった。また A 病院では口腔ケアを行った際に口腔

ケアを実施したことをカルテに記録していたが患者

の日々の口腔内の様子を評価するような記録は残さ

れておらず、患者の口腔内の状態が情報共有されて

いなかった。 

そこで A 病院の看護師において共通の認識のもと

口腔内の評価と患者に合った道具が選択されるスケ

ールを作成し口腔ケアの統一に取り組んだので報告

する。 

 

I. 目的 

A 病院の病棟看護師が共通の認識のもと口腔内の

評価と患者に合った道具が選択されるスケールを作

成し口腔ケアの統一ができる。 

II. 研究方法 

研究期間 平成 28 年 7 月～平成 28 年 8 月 

対象 A 病院 病棟看護師 15 名 

方法 

① 研究開始前に口腔ケアに対するアンケートを実

施した 

② 口腔ケアの手順書を新たに改善し作成した口腔

ケア物品選択表（表 1）及び口腔内評価スケー

ル（表 2）の使い方を病棟看護師に周知した 

③ 自力で口腔ケアができない患者を対象に口腔内

の評価と患者に合った物品が選択されるスケー

ルを活用し口腔ケアを実践した 

④ 口腔スケール活用後に口腔ケアに対する意識が

変化したかアンケートを実施した 

III. 倫理的配慮 

研究に取り組むにあたり看護師に承諾を得た。知

り得た情報は本研究以外の目的では使用せずプライ

バシーを厳守することを約束する。 
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口腔ケア物品選定表（表１） 

状況 観察 物品選定・対策 

残歯

あり 

開口が小

さい 
開口しな

い 

・ヘッドが小さいもの 

・開口器の使用 

痛みがあ

る・出血 

・やわらかめの歯ブラシ 

・歯間ブラシ 

乾燥ぎみ ・やわらかめの歯ブラシ 

・ハミングッド 

・口腔ケア綿棒 

・保湿剤・口腔ケアジェルの使用 

痰・唾液

が多い 

・吸引器 

・ガーゼの使用 

残歯

なし 

開口が小

さい 

開口しな

い 

・開口器 

痛みがあ

る・出血 

・やわらかめの歯ブラシ 

・クルリーナブラシ 

・ウェットガーゼ 

乾燥ぎみ ・ハミングッド 

・クルリーナブラシ 

・ウェットガーゼ 

・保湿剤・口腔ケアジェル 

痰・唾液

が多い 

・吸引器・ガーゼ使用 

・吸引クルリーナブラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口腔内評価スケール（表 2） 

 1 点 2 点 3 点 

声 正常 低い or かす

れた 

会話しづら

い or なし 

嚥下 正常な嚥下 痛い or 嚥下

し難い 

嚥下不能 

口唇 平滑でピン

ク 

乾燥 or 亀裂

or 口角炎 

潰瘍 or 出血 

歯・義歯 きれい・食

物残渣なし 

部分的な歯

垢 

虫歯や義歯

の損傷 

全体的に歯

垢がある 

粘膜 ピンク、潤

いあり 

乾燥、紫・

赤に変化 

発赤、水泡

や潰瘍 

舌 ピンク、潤

いあり 

乾燥、白色

へ変化 

厚い舌苔が

ある、白い 

合計：最高 18 点 

口腔内評価に使用されるROAGスケールを参考に

病棟にある物品を活用して評価できるようにし、観

察を簡潔にできるように項目を統一して観察項目を

8 項目から 5 項目に減らしたスケールを独自に作成

した。 

 

IV. 結果 

～看護師へのアンケート内容～ 

＜初回アンケート＞ 

1. 口腔ケアをする際に患者の協力を得られている

（はい・いいえ） 

2. １回の口腔ケアに掛ける時間は 

（約    分） 

3. 口腔ケア物品を選択する際に口腔内の状況に合

わせた物品を選択できている 

（はい・いいえ） 

4. 問 2 で「はい」を選択した人は患者の口腔内の

どのような点に注意して物品を選択・口腔ケア

を行っていますか？ 

 

＜2 週間後アンケート＞ 

1. 口腔ケア物品を選択する際に口腔内の状況に合
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わせた物品を選択できる 

 （はい・いいえ） 

2. 口腔内の状態に変化はみられましたか 

（はい・いいえ） 

3. 問１で「はい」を選択した人は具体的に患者に

どのような変化がみられましたか 

4. 評価スケールを使用したことで口腔内を評価し

やすくなりましたか 

（はい・いいえ） 

5. 開口器等を使用した事でケアしやすくなりまし

たか 

（はい・いいえ） 

6. 一回に行う口腔ケアの時間は増えましたか 

（はい・いいえ）（約  分） 

7. 患者の口腔内の状況について看護師間で情報共

有する機会・時間は増えましたか 

（はい・いいえ） 

＜アンケート集計結果＞ 

� 口腔ケア物品を選択する際に口腔内の状況に合

わせた物品を選択できる 

開始前 はい 12 人 いいえ 3 人 

 

 

二週間後 はい 15 人 いいえ 0 人 

 

� 一回の口腔ケアに掛ける時間は 

開始前  平均 3 分 

二週間後 平均 6 分 

� スケールの活用後では患者の口腔内の環境にも

変化がわかった。対象のほとんどの患者の口腔

内の環境に改善があり、二週間後のアンケート

結果では平均 1.8 点の改善がみられた。 

� また看護師の口腔内の観察ポイントや各患者に

合ったケアの方法や意識にも変化がみられ看護

師間で口腔内の状態を情報共有する機会が増え

た。 

 

V. 考察 

適切な口腔ケアを行うことで、細菌の繁殖を防ぎ

少量の唾液を誤嚥したとしても誤嚥が肺炎に直結す

ることを防ぐことができる様になる。口腔ケアは必

要不可欠なケアである。 

繁田らも「ケアによって得られる口腔内の爽快感

を大切にして、口腔ケアは気持ちが良いことと認識

してもらえるように援助することが大切」

１）

と述べ

ている。 

 高齢者の中には毎日歯磨きを行うような習慣がな

い患者もいる。そのような患者は病棟で看護師が実

施する口腔ケアにも違和感があり、ケアに対し協力

的でない患者もいる。その様な患者に口腔ケアを行

おうとすると口を閉じたままであったり、ケア中に

スタッフの指を噛んだりする患者もいる。そうする

と看護師も口腔ケアに対し億劫さを感じケアに対し

消極的になる。そこからケアの簡素化が生じるので

はないかと考えた。 

著書で繁田が述べていたように高齢者に口腔ケア

が気持ち良い事と認識してもらえる様に関わってい

く方法を調べていくうちに当院では看護師が口腔ケ

アを行う際、患者の口腔内の状況や残歯の有無に関

わらず、ほぼ全ての患者が同じ口腔ケア物品で行わ

れていることがわかった。各患者に合わせた口腔ケ

ア物品を選択する事で患者もケアに対し爽快感をえ

ることができ、ケアに協力的になるのではないかと

考えた。そうすることで病棟看護師もケアに対し意

80%80%80%80%

20%20%20%20%

口腔内の状況に合わせた口腔内の状況に合わせた口腔内の状況に合わせた口腔内の状況に合わせた

物品を選択できている物品を選択できている物品を選択できている物品を選択できている

はい いいえ

100%100%100%100%

0%0%0%0%

口腔内の状況に合わせた口腔内の状況に合わせた口腔内の状況に合わせた口腔内の状況に合わせた

物品を選択できている物品を選択できている物品を選択できている物品を選択できている

はい いいえ
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欲的に取り組めるようになるのではないかと考えた。

そのため各患者の口腔内の状況から適切な物品が選

択できるよう一覧表を作成、病棟にある口腔ケアの

手順書を改善した。またはじめに記したように A 病

院では口腔ケアを行った際に口腔ケアを実施した事

をカルテに記録していたが患者の日々の口腔内の様

子を評価するような記録は残されておらず、口腔内

の状態が情報共有されていなかった。そこで A 病院

の病棟看護師において共通の認識のもと口腔内の評

価スケールを作成し評価方法を統一した。 

計画開始前に病棟看護師に対し口腔ケアに対する

アンケートを実施したところ、計画開始前は各患者

に合わせたケア物品を選択できている看護師が多く

みられていたが、できていない看護師も数名いた。

そのため病棟看護師全員に対し新たな口腔ケア手順

書の説明及び、物品選択表・口腔内評価スケールに

ついて説明して二週間対象患者の口腔内の評価を意

識的に取り組んでもらった。 

口腔内の評価スケールを活用後、対象患者の口腔

内の状態は日を追うごとに改善していく患者が多く

みられた。 

対象患者の口腔内の状況を評価表に記入し、それ

ぞれの観察項目を点数化した事で患者の口腔内の状

況を情報共有する機会が増えた。その評価表を基に

看護師間でのカンファレンスにおいても口腔ケアに

対する話題も挙がる様になった。また病棟看護師が

患者に行う口腔ケアの時間もわずかではあるが計画

開始前後で比較すると延長した。 

これらの事から病棟看護師の口腔ケアに対する意

識も変化がみられたと思われる。 

 

VI. 結論 

観察項目・口腔内の状況を一覧にした事で病棟看

護師の目にとまる機会が増えて看護師同士で情報共

有する機会が増加した。 

口腔内の評価スケール・物品選択表を用いてケア

方法と評価方法を病棟看護師間で統一する事が重要。 
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