
最後に、私が勤務した鹿児島県下甑島と十島村の写
真です。ありがとうございました。

　鏡野町内の特別養護老人ホームにおいて口腔ケア
および口腔機能維持向上の普及活動を行ってきまし
た。その活動内容およびこの活動による効果につい
て報告します。

　鏡野町は岡山県北の中央に位置し、人口約14500
人であり、高齢化率は32% と高く高齢者・要介護
者に対する地域包括医療・ケアが必要です。

　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。

   特別養護老人ホームにおける 
口腔ケア・口腔機能維持向上の効果 

 鏡野町国民健康保険富歯科診療所 
 鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所 
 新庄村国民健康保険歯科診療所 
 
＊鷲尾 憲文、澤田 弘一、金盛 久展 
 
 海老沼考至、奥 典久、難波久美子  
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人口：約 14500 人  

高齢化率：約 32％  

平成17年3月1日合併 

岡山県鏡野町 

特別養護老人ホーム入所者の状況 

要介護１ 

入所者：５０人（男性：８人、女性：４２人） 
 

平均年齢：８６．８歳 

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

６５〜７５ 

７５〜８５ 

８５  以上 

年齢 
要介護度 

０人 

０人 

０人 ０人 

０人 

０人 ０人 

２人 

８人 １３人 

２人 

５人 

９人 

１１人 

０人 
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特別養護老人ホームにおける口腔ケア・口腔機能維持向上の効果

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　考至、奥　典永、難波　久美子

最後に  

・糖尿病性腎症は、腎機能が悪化する4期からの
治療介入では遅く、2期、3期の時点での治療介入
が必要です。そのため各診療所での定期的な尿
アルブミン、尿蛋白の検査を実施し、該当者は専
門的な治療を受ける病診連携により透析導入を
防ぐ協力体制の構築が必要と考えられます。 

ご清聴ありがとうございました 

甑島 ナポレオン岩  

甑島 鹿島断崖(鶴の穴)  

甑島 鹿島ウミネコ  

十島村 悪石島 
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　特別養護老人ホームの入所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
ことが困難であり、摂食・嚥下障害が見られるため
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。

　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ホームでは
以下に示す課題が見られました。
1）介護職員の口腔ケアに関する知識および技術不

足
2）口腔ケアを行う上での必要物品の不足
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高齢者に対して十分な口
腔ケアが出来ていない。

4）義歯の作製、虫歯治療、歯周病治療などの治療
が必要かどうかの把握が困難なため十分な治療
を受けていない。

5）摂食・嚥下障害のある高齢者の状況把握が困難
であるため十分な対応が出来ていない。

などである。

　そこでわれられは介護職員に対して口腔ケアおよ
び口腔機能維持向上の教育・実地指導を行い意識の
向上を図り口腔から感染予防および介護予防を広く
普及させることを目的として活動を行うことにしま
した。

　そのために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

入所者の全身疾患と口腔内の関わり 

脳血管疾患後遺症、パーキンソン症候群、認知症など 

  口腔内清掃が自力で十分できない 
 

摂食・嚥下障害、口腔内の感覚低下がある 

    食物残渣が残留 
 

痰、剥離上皮、舌苔の付着 

特別養護老人ホームにおける口腔に関する課題 

・介護職員の口腔ケアに関する知識および技術不足 
 
・口腔ケアを行う上での必要物品の整備が不足 
 
・口腔ケアを拒否する、うがいができない、指や歯ブラシを 
 噛むなどの高齢者に対して十分な口腔ケアが出来ていない 
 
・義歯の作製、虫歯治療、歯周病治療などの治療が必要か 
 どうかの把握が困難なため十分な治療を受けていない 
 
・摂食・嚥下障害のある高齢者の状況の把握が困難であるため 
 十分な対応が出来ていない 

目 的 

 介護職員に対して口腔ケアおよび口腔機能維持向上の 
 

教育・実施指導を行い意識の向上および技術向上を諮り 
 

口腔から感染予防および介護予防を広く普及させること 
 

を目的とする。 

課題解決の戦略 

・施設で必要な口腔ケア用物品の整備に対する助言 
 
・口腔ケア困難事例に対する実地指導 
 
・摂食・嚥下障害のある高齢者の診断、訓練法の指導 
 

 （口腔機能回復の治療・訓練法、食形態、食事介助の方法など） 
 
・必要に応じて義歯の作製、虫歯治療、歯周病治療など 
 の治療を行う 

歯科医師・歯科衛生士が月一度施設に行き介護職員 
 

    に対して口腔ケアに関する助言や指導を行う 
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　狭義の口腔ケアは専門家による口腔衛生指導や口
腔清掃ならびに口腔機能のリハビリテーションなど
を示すが、広義の口腔ケアは口腔に関する疾患予防、
治療、ケア、リハビリテーション等のすべてを含め
た行為であることを説明しました。そして介護施設
では後者の広義の口腔ケアの必要性を指導しました。

　口腔ケアの目的が口の中の疾患を予防することに
よって全身の感染性疾患の予防や高血圧・糖尿病・
心疾患・脳血管系疾患などの生活習慣病の誘発およ
び悪化を防止し、口腔機能の回復から全身の生活能
力ならびに QOL の向上を図ることを説明しました。

　口腔ケアが困難な入所者に対してどのように口腔
ケアをすれば良いか実地指導をおこなっている様子

を示しています。この入所者はうがいができないた
め給吸ブラシを使った口腔ケアを指導しているとこ
ろです。

　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。

　病院から退院後も心原性脳梗塞後遺症のため胃ろ
う栄養のみで栄養摂取を行っていた入所者です。口
から摂食可能か診断している様子を示しています。
この方は口から摂食可能であったため摂食・嚥下機
能回復のための訓練法についても指導しました。

広義の口腔ケア（包括的口腔ケア） 

歯科治療 

狭義の口腔ケア 口腔機能リハビリテーション 

疾患の発生予防 

虫歯治療 歯周病治療 
歯科衛生指導 

専門家による保健事業 

摂食・嚥下 
リハビリテーション 

歯科医歯による 
訪問歯科診療 

歯科衛生士等による 
専門的口腔清掃 看護師・介護職 

による口腔清拭 

口腔機能の 
形態的な修復 

感染予防および全身疾患の誘発・悪化の予防 
 １）う蝕，歯周病などの口腔疾患の予防 
 ２）心内膜炎，誤嚥性肺炎など感染性疾患の予防 
 ３）脳血管系疾患、心疾患、糖尿病などの生活習慣病の 
   誘発・悪化の防止  
 

口腔機能回復のためのリハビリテーション 
 １）摂食・咀嚼・嚥下など口腔機能の回復 
 ２）発音機能の回復 
 ３）痴呆の予防と改善・寝たきり予防 
 

QOLの向上 
 １）身体機能の回復 
 ２）生活意欲の回復 
 ３）コミュニケーションの回復  

口腔ケアの目的 

口腔ケアが困難な高齢者に対する実地指導 
 （給吸ブラシの整備、給吸ブラシによる口腔ケア） 

摂食・嚥下障害者の事例検討および実地指導 

口から摂食可能かどうかの確認・訓練 

心原性脳梗塞後遺症のため胃ろう栄養のみ 
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　特別養護老人ホームで口腔ケアおよび口腔機能維
持向上の教育・実地指導を行うことにより以下の効
果が見られてきました。
1）給吸ブラシ、スポンジブラシ、保湿剤など口腔

ケア用物品の整備ができた。
2）歯、歯肉、舌、粘膜の清掃方法が具体的に分か

り口の衛生状態が向上、そして口腔ケア困難な
症例に対しても対応できるようになった。

3）義歯の作製や修理により摂食・嚥下機能の回復
が見られた症例がある。

4）摂食・嚥下障害者の診断・訓練法を参考にした
方法を食事のときに取り入れることにより食事
中の咳きやむせ、食べこぼしの改善が見られた。
また食事形態の工夫や食事介助法の改善などに
繋がった。

5）食事中に誤嚥を起こした時の対応法などリスク
管理の徹底に繋がった。

　施設における口腔ケアに関する必要物品の整備の
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。

　摂食・嚥下障害者が見られた方が改善した事例を
紹介します。
　85歳女性で脳梗塞後遺症のため病院にて治療後
平成23年3月3日より入所。病院へ入院時から義歯
は使用していなかった。食事形態は主食は全粥、副
食はブレンダー、水分はとろみを使用。左手を使用
しスプーンのみにて自力摂食。歯がないため噛まず
に飲み込んでいた。
　本人にはお茶や味噌汁などトロミを使用せずに飲
むこと、以前のように形のある食事をしたいという
希望があった。

　そこで旧義歯を使用できるように調整、摂食・嚥
下訓練、食器の工夫などを繰り返すことによって現
在では普通食を食べることが可能になった。水分も
トロミを中止しストローを使って摂取が可能になっ
た。味噌汁も軽いコップをしようすることによりト
ロミ無しで摂取可能である。

口腔ケアおよび口腔機能向上の普及活動の効果 

・給吸ブラシ、スポンジブラシ、保湿剤など口腔ケア用物品の整備ができた。 
 
・歯、歯肉、舌、粘膜の清掃方法が具体的に分かり口の衛生状態が向上、 
 

 口腔ケア困難な症例に対して対応できるようになった。 
 
・口の中の疾患の見方が分かり早期の診療依頼に繋がった。 
 

    （虫歯、歯肉の炎症、舌苔、粘膜の傷、義歯の不適・破損等） 
 
・義歯の作製や修理により摂食・嚥下機能の回復が見られた症例がある。 
 
・摂食・嚥下機能障害者の診断・訓練法が参考になり食事の時に実践し、食事 
 

 中の咳きやむせ、食べこぼしの改善が見られる者があった。また食事形態の 
  

 工夫や食事介助法の改善などに繋がった。 
 
・食事中に誤嚥を起こした時の対応法などリスク管理の徹底に繋がった。 

口腔ケア用物品の整備 

脳梗塞後遺症による摂食障害のためブレンダー食、とろみ水分摂取 

事例 

口腔ケアおよび口腔機能向上の訓練後の食事の変化 
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　特別養護老人ホームにおける指導により施設入所
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日そして平成23年度には77
日まで減少しました。肺炎による入院割合も20%
から12% 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。
　結果およびまとめを示します。
　特別養護老人ホームにおいて介護職員に対して口
腔ケアおよび口腔機能の維持向上の普及活動を行う
ことによって施設において口腔ケアに関する必要物
品の整備ができた。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、効率良く適正に口腔
ケアが実施されることに繋がった。それに加え口腔ケ
アが困難な事例についても対応できるようになった。

　施設における口腔ケアにより高齢者・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った。
　また介護職員が虫歯、歯周病、義歯の不良などの
口腔に関する疾患や障害の早期発見および治療依頼
することにより重症化の予防となり早期疾患予防お
よび介護予防に繋がった。
　つまり、特別養護老人ホームにおける口腔ケアお
よび口腔機能の維持向上の普及活動は
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）早期疾患予防・介護予防の効果
の大きな3つの効果に繋がった。

口腔ケアおよび口腔機能向上の普及活動の効果 
特別養護老人ホームいずみ山荘における入院日数の変化 
 
  ・肺炎による入院日数が半分以下に減少 
 

  ・肺炎による入院割合の減少 

  全体の 
入院日数 

２１年度 ２２年度 

８７１日 ４００日 

肺炎による 
  入院日数 

１７８日 １００日 

２３年度 

６２５日 

７７日 

肺炎による 
  入院割合 ２０％ ２５％ １２％ 

結果およびまとめ 

１．口腔ケアに関する必要物品の整備ができた。介護職員において 
     口腔ケアの意識向上・技術向上が見られ、口腔ケアが困難な事例 
     についても対応できるようになった。 
                                         （専門職の資質向上の効果）  
  
２．高齢者・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・向上が見られた。このことは肺炎による入院患者の減少 
     と医療費の削減に繋がった。 
                                       （疾患の減少と医療費削減の

効果） 
 
３．介護職員が虫歯、歯周病、義歯の不良などの口腔に関する疾患 
     や障害を早期発見および治療依頼することにより重傷化の予防 
     となり早期疾患予防および介護予防に繋がった。 
                                       （早期疾患予防・介護予防の

効  

演  題
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効果的な口腔ケア方法の検討
～寝たきりで経口摂取をしていない残歯のある患者を対象に～

発　表　者 山本　瑠伊奈 岐阜県　国民健康保険坂下病院

共同研究者 山内　秀紀、三輪　裕子、松井　清美、吉村　真由美、太田　千絵、森　志穂、森　絹、
信太　博、高山　哲夫

国保坂下病院  ○山本瑠伊奈  山内 秀紀   三輪 裕子 

             松井 清美   吉村真友美  太田 千絵 

             森 志穂    森 絹 

             信太 博    高山 哲夫 

はじめに 

○口腔ケアは看護、介護において重要なケアの

ひとつである。 
 

○毎日実施している口腔ケアの中で残歯のある

患者の口臭・痰の付着が気になった。 
 

○寝たきりで経口摂取をしていない残歯のある

患者の効果的な口腔ケア方法を検討した。 
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