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マウスウォッシュ
スプレーを用いた

口腔ケアの効果の検証
～胃瘻造設患者へのアプローチ～
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はじめに

Ａ療養病棟では、胃瘻造設患者４割近くを弱占めている

「胃瘻造設患者の特徴として口を使わなくなることで、

唾液の分泌量が落ち、口腔乾燥がおき、口腔乾燥が

すすむと、口腔粘膜が傷つきやすくなり、痂皮や剥離した
粘膜の死骸が餅状になり、細菌感染の温床になる」と

原田は述べている

①はじめに
A療養病棟では、胃瘻造設患者が４割近くを占め

ています。原田は「胃瘻造設患者の特徴として、口
を使わなくなることで、唾液の分泌量がおち、口腔
乾燥がおき、口腔乾燥がすすむと、口腔粘膜が傷つ
きやすくなり、痂皮や剥離した粘膜の死骸が餅状にな

り、細菌感染の温床になる」と述べています。

ＮＳＴｎ

ＮＳＴの勉強会
内容：マウスウォシュスプレーを

もちいた口腔内の乾燥予防

新しい事を取り入れる不安ととまどい
「誤嚥しないか」
「いつどれくらいスプレーを
したらいいの？」

マウスウォシュ
スプレーとボトル

１日１回ちゃんと口腔
ケアしているのに・・・
トラブルや細菌数が
多いのはなぜ？

②口腔ケアは、保湿効果を考えながらマウスジェル
を使用し、少なくとも１日１回は実施していますが、
口腔内乾燥などトラブルのある患者もあり、口腔外
科による検査で細菌数の多い患者も見られました。
マウスジェルを頻回に使用すると保湿効果が得られ
ますが、単価も高く頻回に使用するには、コスト面

での負担が大きくなります。
口腔ケア方法について考える中、NSTの勉強会

でマウスウォッシュスプレーを用いた口腔内の乾燥
予防を学ぶ機会がありました。新しい方法を実施す
るにあたり、「誤嚥しないか。」

「いつ、どれくらいスプレーをしたらいいのか。」
など、職員の不安が大きい中、スプレーを用いた口
腔ケア実施に戸惑いを感じました。

そこで、口腔ケアの方法を見直すと共に、マウス
ウォッシュスプレーを用いた口腔ケアの効果を検証
したいと考えました。

用語の定義

・マウスウォッシュ：当院口腔外科医が許可したエタノール成分を含まず保湿成分

（ヒアルロ ン酸ナトリウム・キシリトール・ソルビトール・グリセリンのいずれか）が

含まれる洗口液マウスウォッシュスプレー：マウスウォッシュをスプレー容器に

入れて口腔内にスプレーする方法

・見直した口腔ケア方法：歯科衛生士と共に従来の方法を見直し、統一した方法

（別紙参照）

・新口腔ケア（マウスウォッシュスプレーを用いた口腔ケア）：見直した口腔ケアに加え、

1日4回（2時・口腔ケア30分前・16時・21時・・・体位変換時など看護師が施行しやすく

患者の負担になりにくい時間に設定）マウスウォッシュを口腔内に乾燥の程度により

２から４プッシュ、スプレーする（1プッシュ約0.1ｃｃ）出来るだけ、広い範囲にスプレー

出来るように行い、垂れ込みの危険性のある場合は適宜吸引を行う
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③用語の定義はポスターをご参照下さい。

研究目的
口腔内乾燥などトラブルのある患者に対し、口腔ケア時マウスジェルを
使用すると保湿効果が得られるが、頻回に使用すると単価も高くコスト面での
負担が大きい。そこで、口腔ケア方法を見直しマウスウォッシュスプレーを
用いた口腔ケアの効果を検証する

研究方法
１.対象：Ａ療養病棟入院中の口腔ケアを全介助必要とする胃瘻造設患者で、
本研究に対し家族から同意を得られた患者１０名

２.研究期間：Ｈ２６年６月～８月

３.方法：上記１０名に口腔ケアを行い1週間後に口腔内の細菌数・乾燥地
を測定する。次に１０名をＡＢ群に分けＡ群は同様に口腔ケアを、Ｂ群は
スプレーを4回追加した口腔ケアをさらに１週間行い、再度細菌数・乾燥値を
測定し、得られたデータをｔ検定にて比較検証した

④研究目的・研究方法はポスターをご参照下さい。
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⑤先ず、歯科衛生士による

歯科衛生士による学習会の様子

「このように行い
ましょう」

「きれいになっ
たかな？」

統一化した口腔ケアを対象者10 名に行う

1週間後、細菌数と乾燥値の測定を行(1回目）

口腔ケアの学習会を行い、口腔ケア方法を統一化し
ました。

◎口腔ケア方法（A群：2週間）（B群：前半1週間）
①口腔ケア後の汚水が垂れ込みにくい体位に整える。

（個人に合わせてベットアップ30度以上が好ましい）
②乾燥がある場合、口腔内にマウスジェルを塗布し、しばらく置く。
③歯がある場合、歯ブラシで磨く。 （状態に応じて）
④舌・口腔内粘膜を粘膜ブラシ（舌ブラシ）で磨く。
＊歯ブラシ・粘膜ブラシはコップを二個用意し、歯ブラシ洗浄用（不潔）と、濡らし用（清潔）として

使用する。
＊濡らした歯ブラシの水分は拭き取り、汚水が咽喉に垂れ込まないように気をつける。

（必要時、吸引する）
⑤重層ハッカ水ガーゼで口腔内を清拭し、汚れを拭き取る。
⑥口腔内乾燥のある人は、マウスジェルを口腔内全体と舌に薄く塗布し、乾燥を予防する。
＊口唇乾燥のある方には、口唇にもマウスジェルかリップクリームを塗布する。
＊使用したブラシは洗浄を十分行い、乾燥して保管する。

◎新口腔ケア方法（B群：後半1週間）
口腔ケアに加えマウスウォッシュスプレーを行う。
（2時・口腔ケア30分前・16時・21時の計4回2～4プッシュ（0.2～0.4ml）施行する）

＊垂れ込みの危険のある場合は適宜吸引を行う。出来るだけ、広い範囲にスプレー
出来るように行う。

⑥口腔ケア方法については、ポスターをご参照くだ
さい。

口腔ケア物品

10名をランダムにA群・B群5名ずつに分ける

Ａ群…見直した口腔ケア B群…新口腔ケア
患者さんに

マウスウォッシュ
スプレーしている様子

Ａ群・Ｂ群共に1週間後
細菌数と乾燥値の測定（2回目）

Ｂ群のみ更に1週間後
乾燥値の測定（3回目）

＊分析方法…Ａ群・Ｂ群の細菌数・乾燥値のデータから、エクセルの
分析ツールを用いてt検定を行う

⑦次に、対象者10名に口腔ケアを行い１週間後に口
腔内の細菌数・乾燥値を測定しました。
その後、10名をＡＢ群に分けＡ群は同様に口腔ケア
を、Ｂ群はスプレーを４回追加した
口腔ケアをさらに１週間行い再度細菌数・乾燥値を
測定し、得られたデータをｔ検定にて
比較検証しました。

細菌カウンター ムーカス（乾燥値）
平均値３０

口腔内の細菌検査は細菌カウンターを、乾燥値はムーカスを用いて朝の胃瘻注入前の5時半に測定し結果とした

⑧これは、細菌数と乾燥値を測定する機械です。

倫理的配慮

院内の倫理審査委員会にて承認を得た後、対象者家族
に文章と口頭で研究の目的を伝え、データは本研究以
外では利用しない事、プライバシーの保護に留意する
事、研究への不参加や途中辞退は一切不利益にならな
い事、研究中に不利益が生じた場合は直ちに中止する
事を

約束し、文章で同意を得た

⑨倫理的配慮はポスターをご参照下さい。
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研究結果

⑩結果
細菌数は、Ａ群では有意差は見られませんでした

が、Ｂ群は全員減少し有意差が見られました。
乾燥値では、ＡＢ群とも有意差なく変化は見られ

ませんでした。Ｂ群はスプレーの回数を増やすと有
意傾向になり改善が見られました。

歯科口腔外科医師・職員から、「口腔内の状態が
改善している」「臭いが軽減した」「吸引がしやすく
なった」など評価されました。
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考察

看護職

介護職
手技、方法、効果
個人差が見られた

マウスウォッシュスプレーの
検証を行うにあたり

学習会
・口腔ケアの見直し
・統一した口腔ケア
・効果のある口腔ケアの

実践

⑪考察
A療養病棟では看護職・介護職がそれぞれ、口腔

ケアを施行しており、その手技・方法・効果に個人
差が見られていました。今回、マウスウォッシュス
プレーの検証を行うに当たり、口腔ケア方法を統一
化した事により、職種にかかわらず効果のある口腔
ケアが実践できるようになりました。このことは、
口腔外科医師・職員の言葉からも分かり、今回の研
究の基盤となったと言えます。

晴山らは

「口腔内が乾燥していると、唾液による自浄作用の

低下、剥離上皮の推積、舌苔の付着などにより

口腔内が汚染しやすくなる」と述べている

保湿効果が高まると細菌数は減ると言える

晴山らは「口腔内が乾燥していると、唾液による
自浄作用の低下、剥離上皮の推積、舌苔の付着など
により口腔内が汚染しやすくなる」と述べており、
そのことから、保湿効果が高まると細菌数は減ると
言えます。
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マウスウォッシュスプレーを行う事で、乾燥値にはバラつきがあり、
有意差はみられなかったが、細菌数を減少させる効果はみられ
た。これは、マウスウォッシュ液に保湿作用が含まれており、その
効果に抗菌・静菌作用があるため、細菌数は減ったと考えられる。

⑫本研究では、マウスウォッシュスプレーを行う事
で、乾燥値にはバラつきがあり、有意差は
みられませんでしたが、細菌数を減少させる効果は
みられました。これは、マウスウォッシュ液に保湿
作用が含まれており、その効果に抗菌・静菌作用が

あるため、細菌数は減ったと考えられます。

マウスウオッシュスプレーの施行回数

患者の負担になりにくい時間…口腔ケア前・体位変換時などに4回と決めた場合

洗口液(マウスウオッ
シュ液）の効果時間
…3時間程度のためか

時間・回数設定は行わず、訪床時、乾燥があると感じた時に施行(6～8回/日）

細菌数減少効果は得られたが、
十分な保湿効果は得られない

回数を決めた時より、保湿効果を得る事ができた

⑬しかし、マウスウォッシュ液の効果は、３時間程
度しか無いという報告もあります。本研究では、体
位変換時など看護職が施行しやすく患者の負担にな
りにくい時間を想定して、スプレーの回数を４回に
制限したため、十分な効果が得られなかったと考え
ます。回数制限を行わず乾燥があると感じた時スプ
レーした場合は、有意傾向となり、保湿効果を得ら
れる事ができました。

口臭が改善したのは… 吸引がしやすくなったのは…

・口腔内・鼻腔内が湿潤
状態となったため

・痰の粘調度が軟らかく
なったため

・細菌数が減少したため

・ドライマウス状態が

改善したため

⑯臭いが軽減した理由としては、細菌数が減ったた
めと、１日１回の口腔ケアでは口腔内が乾いている
状態が長く続きましたが、スプレーを施行する事に
より、口腔内の湿潤が保たれる時間が長く続いたた
め、ドライマウス状態から改善され、口臭が軽減し
たと思われます。
　吸引がし易くなったのは、スプレーした後は一時
的にでも口腔内・鼻腔内が湿潤状態となったため、
吸引チューブが挿入し易く、また痰の性状も粘調度
が軟らかくなったためと考えます。

新口腔ケア前 新口腔ケア後

マウスウオッシュスプレーを使用した新口腔ケアは
口腔内の細菌、乾燥を防ぐ事に効果があり、患者への
負担も軽減でき、二次合併症の予防にも繋げる事が
出来る
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⑰これらのことにより、マウスウォッシュスプレー
を使用した口腔ケアは、口腔内の細菌・乾燥を防ぐ
ことに効果があり、この事は、感染予防にも繋ぐ事
が出来ると思われます。

胃瘻造設患者にマウスウォッシュスプレーを用いた
口腔ケアを行う事で

①細菌数を減らす事が出来た

②保湿効果については、１日４回のスプレーでは
十分な効果が得られなかったが、回数を増やす
ことにより、効果が得られた

結論

⑱結論
胃瘻造設患者にマウスウォッシュスプレーを用い

た口腔ケアを行う事で、細菌数を減らす事が出来ま
した。

保湿効果については、１日４回のスプレーでは十
分な効果が得られませんでしたが、回数を増やすこ
とにより、効果が得られました。

おわりに
今回の研究では、口腔外科医師・歯科衛生士の協力

の中、口腔ケアの統一を図り、意識の向上をしながら、
マウスウォッシュスプレーの効果を、少ない数だが検証
する事が出来た

今後は、スプレーの回数や内容の検討、コスト面での検
討等、更なる口腔ケアの進歩に研究を進めていきたい

⑲おわりに
今回の研究では、少ない数ですがマウスウォッ

シュスプレーの効果を検証する事が出来ました。

⑳御清聴ありがとうございました。

御清聴ありがとうございました
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