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ABSTRACT

In recent years, the medicinal significance of oral healthcare leads to an improved

for example by preventing systemic severe infectious diseases, feeding, deglutition,

rehabilitation and so on, has been regarded as important. In particular, it is now recognized

that oral healthcare of an mpatient occupies an important role as part of their healthy

maintenance, not only in terms of the prevention of oral infectious diseases but also of sys-

temic severe infectious diseases. On the other hand, however, oral healthcare may prove

problematic, since each patient has specific oral and body states based on their disease.

Therefore, we conducted a questionnaire survey to assess the present circumstances of oral

healthcare for each ward for nurses having direct relations to mpatients in the University

of Ryukyu hospital. Consequently, most nurses who responded had experience in oral

healthcare. In addition, the problems of performing oral healthcare and the need for a den-

tist and oral hygiemst in connection with oral healthcare were positively recognized, as well

as the need of oral healthcare on each ward based on the condition of a patient, was sys-

tematized. Ryukyu Med. J., 25( 3,4) 147-151, 2006
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緒　　言i

近年,口腔ケアは口腔内の局所的感染予防だけではなく,

全身的な重症感染症の予防,闘病意欲を高め, QOL向上
に関わる大切な要素であり1),また口腔ケアの一環として

行われる機能面のアプローチは噺下障害に対する間接的訓

練になると認識されている2).入院患者においては,疾患

の影響により免疫・防御機能・意識レ/斗レが低下するため,

自分自身で口腔ケアを行えない場合が多く,看護師による

介助が必要になる.しかし,看護師の患者に対する口腔ケ

アを個々の方法で対応することは患者や看護師に負担をか

けることとなる.そこで,患者の疾患や状況に応じて共通

の口腔ケアをおこなうことにより看護師および患者の負担

を軽減されることを目標とし3),患者の状況に応じての口

腔ケアのシステム4)を作成するため,各病棟に所属する看

護師に口腔ケアに対する意識と実施状況を調査し,システ

ム化-の過程を検討した.

対象および方法

琉球大学医学部附属病院に勤務している病棟看護師を

対象に,入院患者-の口腔ケアに対する意識についてア
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Table 1 Questionnaire concerning the interests of oral healthcare

1.入院患者の口腔内に関心がありますか?
1)はい　　　　　2)いいえ

2.口腔ケアを行う必要性を感じますか?
1)はい　　　　　2)いいえ

3.介護者が口腔内のことを理解する必要を感じますか
1)はい　　　　　2)いいえ

4.口腔ケアの目的は何だと感じますか?(複数回答)
1 )口腔内清掃
2 )むし歯や歯周病の予防
3)発熱　肺炎予防
4 )身体の健康改善のため
5 )口腔乾燥の改善
6)口臭予防
7)その他

5.患者の口腔ケアを行っていますか?
1)はい　　　　2)いいえ

6.口腔ケアが困難だと感じることがありますか?
1)ある　　　　2)ない

7.困難だと感じる理由は何ですか?(複数回答)
1 )ケアをする時間がない
2 )患者ごとの口腔ケアの方法が難しい
3 )患者が拒否する
4)その他

8.口腔ケアを実施する対象はどのような患者ですか?
(複数回答)

1 )自分で歯磨きが行えない患者
2 )希望があれば実施する
3 )清掃状況を見て必要だと感じた患者
4 )患者全員に行う
5)その他

9.口腔ケアを行った患者の状態は(複数回答)
1 )気管内挿管中
2 )意識障害
3 )高齢者
4)麻捧・筋力低下
5 )手術後
6 )視力低下
7)その他

10.口腔ケアの内容(複数回答)
1 )歯磨き
2)含噺
3 )義歯を洗う
4)口の周りの運動

ll.口腔ケアの器具は何を使用していますか?(複数回答)
1)歯ブラシ
2)歯間ブラシ
3)フロス

4)その他

12.口腔ケアを実施したときに感じたことはありますか?
(複数回答)

1)口臭がなくなった
2 )患者の状態が改善した
3 )口腔ケアについて感心を持った
4)その他

13.口腔ケアで困ったことはありましたか?(複数回答)
1)口を開けてくれない
2)ケアしてもよくなった気がしない
3)その他

14.所属する病棟患者で口腔ケアが困難と感じる病名と
状態を教えてください。

15.衛生士に対する要望はありますか?(複数回答)
1 ) ,介護者に口腔ケアの仕方を指導する
2 )患者に直接の口腔ケアを行う
3 )病状ごとの口腔ケアの仕方
4 )器具の種類・購入方法
5)その他

ンケ-トを実施し,回収した158人の回答をもとに検討

を行った(Table 1).

結　果

1.アンケートの回収状況

13病棟にアンケート表を20部配布し260部中158部

(61%)を回収した.

2.口腔ケア-の意識について

「入院患者の口腔内に関心がありますか」に対して,

"はい"と回答した者が148人(94%)であり, 「口

腔ケアを行う必要性を感じますか」では, 157人

(99%)が"はい"との回答であった(Fig.1).ま
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Fig. 2 Purpose of oral healthcare.

た, 「看護者が口腔内のことを理解している必要を

感じますか」に対して, 151人(96%)が"はい"
との回答であった.

「口腔ケアはどういう目的で必要だと思いますか」
(複数回答)では, ``口腔内の清潔" 154人(97%　で

最も多く, "口臭予防" 105人(66%), "むし歯や歯
周病の予防" 99人(63%), "口腔乾燥の改善"87人

(55%),また, "発熱・肺炎の予防"84人(53%), "
その他" 14人(9%), ``身体の健康改善の為" 5人

(3%)であった(Fig.2).
3.口腔ケアの実施状況について

「患者の口腔ケアを行っていますか」では,行って

いる看護師が141人(89%)を占めた(Fig.3).
「口腔ケアの実施が困難だと感じますか」に対して,
困難だと感じたとの回答が53人(34%) 「困難だと

感じる理由」 (複数回答)に対しての回答では, "ケ
アの時間がない" 35人(22%)が最も多く,ついで
"各患者のケアが難しい" 33人(21%), "その他"

30人(19%), "患者の拒否" 19人(12%)となっ

た(Fig.4).
4.口腔ケアを実施する患者の背景

「口腔ケアの対象者」 (複数回答)として, "患者
本人が歯磨きできない" 145人(92%)であった.

「口腔ケアを行ったときの患者の状態」では, "気
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Fig. 5 Situation of the patients.

Fig. 6 Contents of oral healthcare.

管内挿管中" 114人(72%)が最も多く,ついで"
意識障害" 108人(68%), "麻痩・筋力低下" 85人
(54%), "手術後" 63人(40%), "その他" 21人

(13-;　"視力低下" 12人(8%　の順であった

(Fig.5 ).

5.口腔ケアの内容

「口腔ケアの内容」として, "歯磨き" 147人(93%)

を中心に行い, "義歯清掃" 120人(76%), "含噺''

105人(66%), "その他" 23人(15%), "口の周り

の運動" 6人(4%)であり(Fig.6).
また, 「口腔ケア時の器具はどのようなものを使用

していますか」に対して, "歯ブラシ" 148人(94

%), "その他" 82人(52%), "歯間ブラシ" 14人



150 琉球大学病院における口腔ケアのシステム化に向けて

I　口臭がなく

な-つた

蝉san当

「喝トLllト・V　蝣蝣'-

liiii i leisBBraaaSl!

lit*し　~こ

Eヨそく7こ池

Fig. 7 Impression when I performed oral healthcare.

Fig. 8 Having been troubled with oral healthcare.

(9%), "フロス"2人(1%)であった.

6.口腔ケア実施後の感想

「口腔ケアを実施したとき感じたことがありますか」

では, "口臭がなくなった" 100人(63%) "ケアにつ

いて関心を持った" 36人(23%), ``患者の状態が改

善した" 26人(16%) "その他" 14人(9%) (Fig.7).

「口腔ケアで困っていることはありますか」では, "

口を開けてくれない100人(%), "ケアしても良

くなった気がしない" 34人(22%), ``その他" 18人

(11%)であった(Fig.8).

7.各病棟で口腔ケアが困難な患者

(1 )放射線科では,放射線治療のため粘膜障害が

起こり口内炎それに伴う痔痛のため口腔ケア自

体ができない.

(2)産婦人科では,子宮癌・繊毛癌などの女性特

有の癌により,治療過程で行う化学療法が原因

で生じる粘膜障害で放射線科と同様な状況にあ

る.

(3)精神科では,統合失調症・うつ病などによる

口腔ケア-の関心が薄く継続することが困難で

ある.

(4 )小児科では,白血病治療のための化学療法に

よる口腔粘膜障害による口内炎・痔痛による口

腔清掃ができない.また,脳炎・難治性けいれ

Fig. 9 Demand for a dental hygienist.

んによる開口拒否・誤噺の恐れなどがある.
(5)外科では,意識障害の患者が多く,気管挿管

のため口腔内の視野が狭く,また開口が困難で
もあり口腔ケア自体が難しい.

(6)口腔外科では,口腔内に潰癌などがあり,ど
こまで口腔ケアすればよいかが判断しにくい.

(7 )内科では,脳梗塞などで患者との意志疎通が

はかれず拒否されることがある.また,気管内

挿管患者もいるため口腔ケアが困難である
(Table2 ).

8.歯科衛生士に要望

歯科衛生士に要望することでは, "介護者に口腔

ケアの仕方を指導する" 111人(70%)など希望が

多く,ついで, ``病状ごとの口腔ケアの仕方" 76人

(48%), "患者に直接の口腔ケア" 56人(35%) "用

具の紹介入手方法" 51人(32%), "その他" 4人

(3　　であった(Fig.9).

まとめ

アンケートの結果より,看護師の「口腔ケア」 -の意

識が高いこと感じられた.各病棟では,専門的な症状を

中心に看護が行われるため表面に現れない口腔内の状態

に注意することが疎かになりがちであるが,回答した看

護師の半数以上が口腔ケアの目的が局所的な感染予防の

ためだけではなく,全身的な健康保全のために必要であ

ることを認識している.また,そのために口腔内の状況

を理解していることが重要だと感じていることが示され

た.口腔ケアが重要であると認識しているため,病棟患

者に口腔ケアを実施したことがある割合が回答者の89

%であった.また口腔ケアを行う対象は意思疎通の困難

な患者が主であるため,患者の状態に応じて毎日口腔ケ

アを実施しているものの、看護業務の中で"時間がな

い" "患者ごとの口腔ケアが難しい"という理由で口腔

ケアが、困難なものだと感じていることが示された.病

棟患者に行う口腔ケアは,歯磨きを中心に行うことが多

く,補助器具としてのフロスや歯間ブラシを使用したこ
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Table 2　Symptoms and diseases hampering oral healthcare

問題点　　　　　　　困難な理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　病名　　　　　　科名

を開けてくれない

」 意識障害があるため意思の疎通が困難 巨

関心が薄く持続することができない 「

誤癖の恐れがある 意識レベルの低下や口腔内の痩痛

嘆下困難 ＼

腔内出血が著LL 抗癌剤の影響による出血傾向

白血球数の減少のため

挿管チューブにより口腔内の視野が狭い

口腔ケア中の挿管チューブの固定が困難

とがある看護師が10%に満たないことから,これらの

補助器具があまり重視されていないことが示された.し

かし,歯ブラシを患者が拒否する場合に,歯ブラシの代

わりにガーゼやスポンジブラシを使用し口腔内の清拭を

心がけるなど様々な方法で口腔ケアを行う努力をしてい

る.だが,病棟ごとに口腔ケアの問題点は様々であるが,

困難だと感じられる患者の状態は,病状によって類似し

ている.そこで,患者の状態に応じた口腔ケアを実現す

るためには,直接患者に関わる看護師や介護者が口腔ケ

アに関する知識や技術を習得して実践することが,患者

の負担を軽減できると考える.口腔内の衛生向上を図る

ためには,看護師が患者の状態に応じた口腔ケアの方法

を適切に選択し統一した方法で迅速に実施できることが

理想である.そのためには,歯科医師や歯科衛生士が,

歯科の立場から患者の口腔内の衛生状態をアセスメント
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し,看護師にフィードバックする必要がある.また,忠

者の看護や介護に直接携わる看護師や患者家族が望まし

い口腔ケアが実施できるようにアドバイスし効率のよい

口腔ケアの方法を確立していかなければならない.
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