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はじめに

　近年、看護職の間でも口腔ケアに対する関心が

高くなってきています。特に外科領域の分野では、

手術前からの口腔ケアが術後合併症を減少させる

という報告が増えており１）、看護師も積極的に口

腔ケアにかかわる機会が多くなっています。

　また外科分野では、がん化学療法を行う患者さ

んも年々増えています。がん化学療法の副作用で

ある口内炎は、患者さんの QOL を非常に低下さ

せる症状のひとつであり、これをできる限り抑え

ることも重要といわれています。

　最近は免疫力の低下した高齢者にも、侵襲の大

きな手術やがん化学療法を行うことが増加してお

り、私たち看護師も口腔ケアに対する正しい知識

と技術を習得することが必須となっています。

当院NST と歯科衛生士とのかかわり

　当院は群馬県西北山間部の吾
あがつま

妻地域にある、一

般病床188、療養病床39、計227床の地域中核病

院です。歯科は併設されておらず、歯科医師も歯

科衛生士もいません。

　NST は2005年６月より稼働しましたが、この

ときから私たちは口腔ケアの重要性を実感してお

り、稼働当初より吾妻地域の歯科衛生士の方々に

私たちの活動に参加していただきました。
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図❶　周術期口腔内アセスメント用紙
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　2006年４月には当院と群馬県の歯科衛生士会

が正式に契約し、月２回のみではありますが当院

の NST 回診に歯科衛生士が必ず参加し、全身麻

酔で手術を行う患者さんを中心に術前口腔ラウン

ドを開始しました２）。

　2008年には、当院の NST 稼働時より来ていた

だいている大久保百子歯科衛生士とともに、『周

術期口腔内アセスメント用紙』（図１）と『口腔

ケアマニュアル』を作成しました。その後、歯科

衛生士が不在のときには、外科病棟の NST 看護

師が口腔内アセスメントを行うようになりました。

　2011年８月に『術後口腔ケア継続用紙』（図２）

を作成しました。手術当日から口腔ケアが自立す

るまでの期間の介助方法を記入し、口腔ケアの継

続を図っています。

図❷　術後口腔ケア継続用紙

日時 / / / /

OPE 後日数 OPE 当日　　術前 　　POD 1     朝 　　POD 1   　ｐｍ POD 2

意思疎通 可　　　不可 可　　　不可 可　　　不可 可　　　不可

経口

ケア方法 歯磨き　スポンジ　含嗽 歯磨き　スポンジ　含嗽 歯磨き　スポンジ　含嗽 歯磨き　スポンジ　含嗽

その他のケア用品

ケア自立度 自立　一部介助　全介助 自立　一部介助　全介助 自立　一部介助　全介助 自立　一部介助　全介助

ケア体位 臥位　　座位　　立位 臥位　　座位　　立位 臥位　　座位　　立位 臥位　　座位　　立位

口腔内衛生 良好　まずまず　不良 良好　まずまず　不良 良好　まずまず　不良 良好　まずまず　不良

舌苔 なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い

乾燥 なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い

口臭 なし　　少し　　強い なし　　少し　　強い なし　　少し　　強い なし　　少し　　強い

義歯着脱 なし　　自立　　介助 なし　　自立　　介助 なし　　自立　　介助 なし　　自立　　介助

サイン

その他
継続・終了 継続・終了 継続・終了 継続・終了

　日時 / / / /

　OPE 後日数 　       　POD 3 　　       POD 4 　       　POD 5 　　       POD 6

意思疎通 可　　　不可 可　　　不可 可　　　不可 可　　　不可

経口

ケア方法 歯磨き　スポンジ　含嗽 歯磨き　スポンジ　含嗽 歯磨き　スポンジ　含嗽 歯磨き　スポンジ　含嗽

その他のケア用品

ケア自立度 自立　一部介助　全介助 自立　一部介助　全介助 自立　一部介助　全介助 自立　一部介助　全介助

ケア体位 臥位　　座位　　立位 臥位　　座位　　立位 臥位　　座位　　立位 臥位　　座位　　立位

口腔内衛生 良好　まずまず　不良 良好　まずまず　不良 良好　まずまず　不良 良好　まずまず　不良

舌苔 なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い

乾燥 なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い なし　　少し　　多い

口臭 なし　　少し　　強い なし　　少し　　強い なし　　少し　　強い なし　　少し　　強い

義歯着脱 なし　　自立　　介助 なし　　自立　　介助 なし　　自立　　介助 なし　　自立　　介助

サイン

その他
継続・終了 継続・終了 継続・終了 継続・終了

氏名
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外科病棟での口腔ケアの重要性

　外科手術後は、以前より肺炎を合併することが

多いといわれてきました。特に食道がんの分野で

は、６～ 38％という非常に高い頻度で術後無気肺や

肺炎などの肺合併症が起こるといわれています３）。

　術後肺炎の危険因子としては、術前の低栄養状

態、呼吸機能低下、上腹部・胸部の手術などが

知られています４）。更に、術直後は全身麻酔から

の覚醒がまだ完全ではないため、自発呼吸が弱く、

口腔内や気管内の分泌物も自力で十分に排泄でき

ないことがあります。

　最近は免疫力の低下した高齢者にも侵襲の大き

な手術が行われることが増加しています。術後肺

炎は、上気道の常在菌が下気道に吸引されること

も機序の一つと考えられており、術後肺炎を予防

するためには、術前に口腔ケアをしっかり行うこ

とが重要です。

　外科病棟では、抗がん剤治療を行っている患者

さんも多くいます。がんの化学療法を行うと、口

内炎ができやすくなるだけでなく、口腔内の出血

や痛みにより口腔ケアができないなどのトラブル

をたびたび経験します。

　また、乳がんや前立腺がんは骨に転移しやすく、

骨の転移に対して使用されるビスフォスフォネー

トという薬剤を使うことがあります。ビスフォス

フォネートを使っている人が抜歯などの歯の治療

を受けると、顎骨が壊死するという副作用が多く

報告されています。そのため、化学療法前に歯の

治療を済ませておく必要があります５）。

周術期口腔ケアの検証

　2012年の JSPEN（日本静脈経腸栄養学会）で、『外

科周術期口腔ラウンドの検証』について発表しま

した。その内容の一部を紹介します。術前口腔ラ

ウンドを実施した患者さん202名が対象です。こ

の検証で、私たちは普段あまり気に留めることの

なかったいくつかの重要な事実を知ることができ

ました。

　一つは義歯を装着している患者さんが多いこと

です。総義歯は28％、部分床義歯は38％、つま

り手術を受ける患者さんの約３分の２が義歯をし

ていたということです。更に歯磨きが自立してい

ない患者さんもとても多く、一部介助13％、全

介助５％でした。これは当院の地域性も関係して

いると思われますが、この事実だけでも術前口腔

ケアの重要性を知ることができます。

　最も驚いたことは、術前の口腔内の問題の多さ

です。図１の『周術期口腔内アセスメント用紙』

にあるように、私たちは衛生不良・舌苔・乾燥・

口臭の有無を術前に評価しています。この結果か

ら約７割の患者さんに口腔内に何らかの問題があ

ることがわかり、問題なしと判定された患者さん

はわずかに28％でした（図３）。

口腔衛生
不良

21.8％

舌苔あり

41.1％

乾燥あり

32.2％

口臭あり

27.7％

問題なし

28.2％

図❸　術前口腔内アセス
メントの結果（n=202）
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　口腔内の問題と術後合併症との関連です。術

後合併症は15.8％に発生しました。内訳は SSI

（Surgical site infection：創感染）が最も多く、次

いでイレウス、肺炎でした（表１）。口腔内に問

題のない患者さんでは、57名中５名（8.8％）に

合併症が発生したのに対し、口腔内に問題のある

患者さんでは、145名中27名（18.6％）と、約２

倍の患者さんに合併症が発生していました（図４）。

　以上より術後合併症は口腔内の問題が多いほど

増加する傾向にあると思われ、術前より口腔ケア

の重要性を患者さんに指導するだけでなく、病棟

看護師間で統一した口腔アセスメントや口腔ケア

を実践することが重要であると感じています。

周術期の口腔ケア継続の重要性

　私たちの外科病棟では、徐々に術前の口腔アセ

スメントと口腔ケアはできるようになってきまし

たが、手術後の口腔内の検証が十分でないと感じ

ていました。特に全身麻酔手術翌日の口腔内は、

最近の私たちの調査で極めて高い頻度で問題が発

生することがわかりました（第18回群馬 NST 研

究会発表：水出勝恵看護師）。

　そのため、第１病日から継続した口腔ケアを行

うことが極めて重要です。2011年８月に『術後

口腔ケア継続用紙』（図２）を作成し、術後の口

腔ケアの介助方法、口腔内の衛生状態について、

口腔ケアが自立するまでケア介助を行い、その内

容を用紙に記載しています。用紙を活用すること

で、患者さんの口腔内の状態を看護師間で統一し

て把握できただけでなく、継続した口腔ケアを行

うことで、看護師の口腔ケアに対する理解がより

深まり、手技も上達したと思われます。

医科歯科連携による歯科受診

　2011年度より当院は吾妻郡歯科医師会と連携

し、手術前やがん化学療法施行前の患者さんに歯

術後合併症の内容 症例数 割合

SSI（Surgical site infection）創感染 18名 8.9％

イレウス 6名 3.0％

肺炎 3名 1.5％

その他 5名 2.5％

合計 32名 15.8％

表❶　術後合併症の内訳（ｎ =202）

口腔内問題あり 口腔内問題なし

■ 術後合併症なし　■ 術後合併症あり

118

52

（8.8％）

27

５

（18.6％）

図❹　術前口腔内の問
題と術後合併症（n=202）
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科受診を勧めています。歯科開業医の先生と協力

して診療情報提供書（図５）を作成しました。

　歯科受診時の処置内容は、スケーリング、ブ

ラッシング指導、義歯の修理・調整、抜歯、カリ

エス処置でした。受診できない患者さんには往診

していただいています。歯科がない病院にとって、

地域の歯科の先生方との連携は非常に重要であり、

今後も顔の見える連携を目指して積極的にかか

わっていきたいと考えています。

医科歯科連携による口腔ケアセミナー

　口腔ケアについて、地域全体で共通の知識と技

術を習得することを目的に、吾妻郡歯科医師会と

当院を中心に、2011年秋に口腔ケアセミナーを

開催しました。セミナーの参加者は看護師、ヘル

パーを筆頭に、介護福祉士、歯科衛生士、栄養士、

医師、薬剤師等の多職種で、計88名が参加しま

した。

377-0882 698

TEL 0279-68-2711
FAX 0279-68-2529

M F

/

HBS HCV W

/
/

(INR        )

図❺　吾妻医科歯科連携　診療情報提供書
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　内容は３部構成とし、講義の他、口腔アセスメ

ントの実習、口腔ケアの実習でした。キシロカイ

ンゼリーやオブラート等を使用して擬似的な麻

痺や口腔乾燥状態を体感した模擬患者を対象とし

て、歯科医師の指導のもと、歯ブラシやスポンジ

ブラシ、保湿剤の使用法などについて学びました。

セミナー終了後のアンケートでは、９割以上の方

がセミナーの内容はわかりやすく、時間も適当で

あったと答えています。

　2012年秋に２回目の口腔ケアセミナーを開催

しました。テーマは「今さら聞けない !　口腔ケ

アの基本の基本」とし、前回同様に講義と実習

を交えたセミナーで、参加者は76名でした。各

自が要介護高齢者の口腔内状態の疑似体験を行い、

口腔ケア時の体位、歯ブラシ・スポンジブラシ・

歯間ブラシの使用方法、義歯の手入れについて学

びました。最後に、試験食を摂取後に食べ物が残

りやすい部位を確認し、その効果的な清掃方法に

ついて実習しました。終了後のアンケートでは第

１回目と同様に９割以上の方が内容、時間に満足

していると答えています。

　２回のセミナーともに、神辺雅良吾妻郡歯科

医師会会長、平形浩喜同副会長、島村　修同専務、

そして講師の外丸雅晴先生を始め、吾妻歯科医師

会の先生方が中心となって開催されました。吾妻

歯科医師会の先生方に、この場を借りて深く感謝

の意を表明します。

周術期口腔ケアの今後の課題

　NST 看護師は歯科衛生士とともにラウンドする

ことにより、口腔内の観察やケア方法を直接学ぶ

ことができ、徐々にではありますが看護師が患者

さんに口腔ケアを指導できるようになりました。

　口腔内は全身状態を映す鏡といってよく、術前

からしっかりとした口腔内アセスメントをするこ

とが重要です。そしてもし何らかの問題がみつか

れば、それに対する指導を患者さんやその家族に

行うことで、術後の合併症が減少する可能性があ

ります。

　また、がん化学療法を行う前や行っている最中

にも、口腔内の問題については常に念頭におき、

できる限り問題が発生しないような予防や対策が

必要です。そして、ひとたび問題が起これば、症

状が初期のうちから積極的に治療を行うことが大

切です。

　そのためにも私たち看護師は、患者さんや家族

に対して口腔ケアの重要性を十分に説明し、口腔

内アセスメントや口腔ケアを確実に実践できるよ

うな知識や技術を習得することが必要です。そし

て、看護部組織のなかでも、基本的な口腔ケアが

実施できる体制を確立しなければいけません。

　口腔ケアの問題は地域全体で考える必要もあり

ます。地方にある病院では、総合病院といっても

歯科医師や歯科衛生士のいないことが多いと思い

ます。そのため、病院のスタッフだけではどうし

ても専門的な口腔ケアはできないことがたびたび

あります。病院スタッフは、地域の歯科医師、歯

科衛生士と十分連携しつつ、同じ視線で医療を展

開できるような協力体制を築くことが最も重要と

考えています。吾妻地域では、この連携が徐々に

よい方向に向かっていると、私たちは実感してい

ます。
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