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胃瘻栄養の要介護者に対する口腔ケア

発 表 者 鷲尾 憲文 （岡山県：鏡野町国民健康保険富歯科診療所）

共同研究者 澤田 弘一、金盛 久展、海老沼 孝至、奥 典永、難波 久美子、内田 浩恵、
稲田 貴子

おわりに

外来利用者が、外来看護師により多く望むも

のに重点をおき、ニーズに応じた看護を提供し

ていくことが今後の課題です。

引用・参考文献は省略させていただきます。

ご清聴ありがとうございました。
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鏡野町内の特別養護老人ホームにおいて胃瘻

栄養の要介護者に対して口腔ケアを行ってきま

した。口腔ケアの取り組みおよび効果について

報告します。
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口腔ケアを行った特別養護老人ホームの入所

者は５０人で内訳は男性８人、女性４２人、平均年

齢は８６．８歳である。要介護度の内訳は要介護３

が１０人、要介護４と５がともに２０人です。
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特別養護老人ホームの胃瘻栄養の要介護者は

脳血管疾患の後遺症、パーキンソン病、認知症

などの全身疾患の影響により口腔内の特徴とし

て口腔内清掃が自力で行うことができないばか

りでなく介護者による口腔ケアも困難な場合が

多く見られます。さらに摂食・嚥下障害が見ら

れるため口腔内は食物残渣の残留、痰、舌苔、

プラークの付着が多量にみられ汚染が著しく進

行した状態です。
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こういった口腔内の状態にもかかわらずわれ

われ歯科スタッフが関わる前の特別養護老人
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ホームの胃瘻栄養の要介護者では以下に示す課

題が見られました。

１）食物摂取困難なため口腔内の自浄作用が低

下し唾液分泌の低下等により痰、剥離上皮、

舌苔の付着が著しい。

２）介護職員の中には胃瘻栄養の要介護者に対

しては口腔ケアをしなくても良いと考えて

おり口腔ケアを行っていない。

３）口腔ケアを拒否する、うがいができない、

指や歯ブラシを噛むなどの要介護者に対し

て十分な口腔ケアが出来ていない。

４）胃瘻栄養の口腔内への逆流による酸齲食歯

や粘膜の炎症が見られる。

などです。
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そこでわれられは胃瘻栄養の要介護者に対し

て歯科医師および歯科衛生士による専門的な口

腔ケアと介護職員による口腔ケアの併用により

口腔から感染予防および介護予防を行うことを

目的として活動を行うことにしました。
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そこで特別養護老人ホームには月に１度歯科

医師と歯科衛生士が訪問し介護職員に対して口

腔ケアに関する助言や指導を行いました。

その内容は

１）施設で必要な口腔ケア用品の整備に関する

助言

２）口腔ケア困難事例に対する実地指導

３）摂食・嚥下障害のある高齢者の診断、訓練

法の指導

４）必要に応じて義歯の作製、虫歯治療、歯周

治療

それと同時に歯科衛生士が週に一度施設に行

き胃瘻栄養の要介護者に対して専門的口腔ケア

を行いました。
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胃瘻栄養の要介護者の口腔ケアに必要な物品

の整備の様子を示しています。給吸ブラシやス

ポンジブラシなど十分な整備ができています。
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胃瘻栄養の要介護者の初診時の口腔内の様子

を示します。胃瘻栄養の要介護者の口腔内では

口腔から食事摂取をしていないのにも関わらず

舌苔、歯肉の炎症、歯肉と歯の間からの排膿、

口蓋部の炎症、そして痰、歯石の多量の付着等

が見られます。
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歯科衛生士、看護師、介護福祉士が全身状態

や口腔内の様子を協議し、口腔ケアをどのよう

に行うか決定しています。つまり口腔ケアが画

一的にならないように個々の状態、その日の状

態に合わせて口腔ケアを行っています。
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歯科衛生士による週に一度の胃瘻栄養の要介

護者に対しする専門的口腔ケアを行うことによ

り舌苔、歯肉の炎症、歯肉と歯の間からの排膿、

口蓋部の炎症、そして痰、歯石の多量の付着は

かなり改善してきました。

ÂR���Ï%ÂRu�)Þ�¦]�

ÂR��� ÂR��Ä

胃瘻栄養の逆流により前歯部に多量の痰と胃

瘻栄養食物の付着が見られた要介護者の口腔内

を示します。歯の表面も胃液による脱灰が見ら

れました。口腔ケアを行うと同時に胃瘻栄養投

与後の姿勢の指導も行いました。その結果、口

腔ケアを始めて痰の付着はほとんど見られなく

なりました。また、口腔ケアを始めて約１ヶ月

後にはそれまで全く見られなかった発語が見ら

れました。また歯科衛生士や介護職員などの問

いかけに対して反応が現れるようになりまし

た。
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この要介護者は口腔ケアを口蓋および舌にカ

ンジダによる炎症が見られました。口腔ケアを

始めてカンジダ症は改善しました。
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この要介護者は歯頚部に多量のプラークと歯

石付着が見られました。そのため歯肉に著しい

炎症が見られました。口腔ケアによりプラーク

と歯石の除去を行い歯肉の炎症が改善しまし

た。
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摂食・嚥下障害のある入所者の事例検討を

行っている様子を示しています。この事例検討

では介護職員、栄養士、看護師等が参加し、食

事姿勢、食形態、スプーンなどの食器の検討や

食事介助の仕方など様々な検討をして個々に

合った食事方法を見つけ出していく有効な場と

なっています。摂食・嚥下障害の改善よって栄

養改善、誤嚥性肺炎の予防に結びついています。
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平成２２年度の歯科医師・歯科衛生士による月

に一度の口腔ケア指導と２３年度の歯科医師・歯

科衛生士による月に一度の口腔ケア指導および

個別症例に対する実地指導、２４年度には月に一

度の指導に加えて歯科衛生士による週に一度の

専門的口腔ケアを行うことにより特別養護老人

ホームでは要介護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、平

成２３年度には７７日そして２４年度は６５日まで減少

しました。肺炎による入院割合も２０％から１４％

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。
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特に注目すべきことは、口腔ケアにより胃瘻

栄養の要介護者の肺炎による入院患者数は平成

２３年度の４人から１人に減少し、延べの入院回

数も６回から２回に減少しました。入院日数は

平成２３年度の６３日から２４年度は４２日まで減少し

ました。そして、胃瘻栄養の要介護者は入所者

全体の２～３割を占めますが肺炎による入院割

合は肺炎入院者全体の７～８割を占めていまし

た。週に１度の専門的な口腔ケアと職員による

口腔ケアの併用により胃瘻栄養の要介護者の肺

炎患者数は４分の１に、そして延べの入院回数

は３分の１に減少し、肺炎予防の多大な効果が

示されました。
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また、要介護者への QOL向上の効果として

１）入所時から全く発語が無かった２人の要介

護者から口腔ケアを始めて１ヶ月頃より「は

い」、「おはよう」、「こんにちは」などの発語が

現れてきたり、こちらの問いかけに対して目・

口・首・手の動きなどの反応の頻度が日増しに

現れてきた。このことは要介護者の精神的満足

の向上に繋がりました。
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救急外来勤務看護師が抱く不安内容と今後の課題

発 表 者 小林 裕美 （鳥取県：南部町国民健康保険西伯病院）

共同研究者 首藤 洋子、黒見 祐子、石田 真由美、田子 瞳
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結果およびまとめを示します。

特別養護老人ホームでは口腔ケアに関する必

要物品の整備ができました。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、胃瘻栄養の要介護者等の口腔ケアが困難な

事例についても対応できるようになりました。

胃瘻栄養の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

ました。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りました。

発語や問いかけに対する反応が現れるなど要

介護者の QOLの向上に繋がりました。このこ

とは要介護者家族の精神的満足度の向上にも繋

がりました。

つまり、特別養護老人ホームにおける胃瘻栄養

の要介護者に対する口腔ケアは

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）QOLの向上・家族の精神的満足度向上の効

果

の大きな３つの効果に繋がりました。
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当院は、１１診療科ある病床数１９８床の地域医療

の拠点病院で、二次救急医療の役割を担ってい

ます。
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