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抄録：高齢社会の到来で，要介護者や障害者などに

対する口腔ケアの必要性が認識されてきている。東

京歯科大学市川総合病院では入院患者に対し，本人

による口腔ケアが困難な場合，必要に応じて歯科医

師・歯科衛生士が専門的口腔ケアを実施し，看護師

が日常的口腔ケアを行っている。そこで今回我々は，

看護師による口腔ケアの内容および実施状況と，口

腔ケアに関する知識，意識を把握するためにアン

ケート調査を実施した。アンケート調査の結果，看

護師の口腔ケアに対する意識は高く，全員の看護師

が今後も積極的に取り組んでいきたいと回答した。

しかし，口腔ケアに関する情報の少なさや，１名の

入院患者に対し口腔ケアにかけられる所要時間が限

られていること，多忙な業務の中で口腔ケアに多く

の時間を費やせない現状が推察された。

緒 言

誤嚥性肺炎の予防における口腔ケアの効果に関す

る報告が数多くなされ，全身管理における口腔ケア

の重要性および必要性が認識されるようになってき

た１～４）。また，口腔ケアを行うことで，心疾患の予

防や認知症の予防に効果があり２），専門的口腔ケア

を実施することで熱発の頻度や，肺炎のリスクを減

らすことができ，ADLの改善にも効果があると報

告されている５，６）。このように，口腔ケアは入院患者

への不可欠なケアとして位置づけされるようになっ

てきている。東京歯科大学市川総合病院においても，

日常的口腔ケアは看護師が担当しているが，必要に

応じて歯科医師，歯科衛生士による専門的口腔ケア

を行っている。入院患者に対し，より効果的な口腔

ケアを提供するためには，歯科医師・歯科衛生士に

よる専門的口腔ケアと看護師による日常的口腔ケア

が十分に連携することが不可欠である。そこで，看

護師による日常的口腔ケアの実施状況と口腔ケアに

対する知識，意識を把握したうえで看護師と協力，

連携し，入院患者によりよい口腔ケアを提供するた

めに，当院の入院患者に対する口腔ケアの取り組み

についてアンケート調査を行い，検討したので報告

する。

対象および方法

対象は，平成１５年４月現在，東京歯科大学市川総

合病院の病棟に２年以上勤務している看護師１８２名

である。対象看護師の性別は，全て女性であった。

無記名記入方式の質問用紙を用いて口腔ケアに関す

るアンケート調査を行った。調査内容は，現在病棟

で看護師が提供している口腔ケアについて，効果，

意識，知識，方法，興味についての２２設問から構成

した。アンケートは配布２週間後に回収した。その
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結果１８２名中１６０名から回答が得られた（回収率

８７．９％）。回答のあった１６０名の看護師の平均年齢は

２８．４歳で，平均看護師歴は５．７年であった。

結 果

図１は口腔ケアの実施に関する意識について示し

たものである。入院患者の口腔ケアの必要性につい

ては，有効回答数１５９名で「とても必要と思う」が

５７名（３６％），「必要と思う」が８１名（５１％），「少し必

要と思う」が２１名（１３％）であった。ほぼ全ての看護

師が口腔ケアの必要性を感じていた。

また，１日に必要と思われる口腔ケアの回数は，

有効回答数１５３名で「４回」が１９名（１２％），「３回」

が１１４名（７５％），「２回」が１２名（８％），「１回」が

７名（４％），「０回」が１名（１％）であった。９割

近くの看護師が１日３回以上の口腔ケアの必要性を

感じていた。

さらに，１名の患者にかけることが可能な口腔ケ

アの時間は，有効回答数１５５名で「１０～１５分」が９

名（６％），「５～１０分」が６０名（３９％），「５分以内」

が８６名（５５％）であった。半数以上の看護師は口腔ケ

アにかける時間が５分以下である。

図２は口腔ケアの実施状況について示したもので

ある。１日の口腔ケアの実施状況は，有効回答数１５５

名で「ほぼ必ず行っている」が１０２名（６６％），「時々

行っている」が４７名（３０％），「全く行っていない」

が６名（４％）であった。ほとんどの看護師が１日１

回は口腔ケアを実施していることが示された。

また，実際に１日に行っている口腔ケアの回数は，

有効回答数１４５名で「４回」が３名（２％），「３回」

が７２名（５０％），「２回」が３２名（２２％），「１回」が２６

名（１８％），「０回」が１２名（８％）であった。セルフ

ケア困難な患者に対して半数以上の看護師が３回以

上実施していた。実際１日に行っている口腔ケアの

実施回数と，必要と考えている必要回数（図１）を比

較するとX２検定により，両者の出現する割合（比率，

％）の差が有意に認められるかを検定した結果，実

施している回数が有意に少なかった（Ｐ＜０．０５）。

さらに，実際に１名の患者の口腔ケアに要した時

間をみると，有効回答数１４９名で「１０～１５分」が９

名（６％），「５～１０分」が６５名（４４％），「５分以内」

が７５名（５０％）であった。実施している患者について

は半数が５分以内であった。

図３は，有歯顎者および無歯顎者をあわせた口腔

ケアの方法について示したものである。口腔ケアの

図２ 口腔ケアの実施状況

図１ 口腔ケアの実施に関する意識 図３ 口腔ケアの方法
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方法に関しては，有効回答数１４７名で，「歯ブラシお

よび清拭」が５８名（３９％）と最も多く，次いで「清拭

のみ」が３８名（２６％），「歯ブラシおよびその他」が

３４名（２３％），「歯ブラシのみ」が１７名（１２％）であっ

た。７０％以上の看護師が歯ブラシを使用した口腔ケ

アを行っていた。

薬液・洗口剤の使用状況については，有効回答数

１５３名で，「ほぼ必ず使用している」が９２名（６０％），

「時々使用している」との回答が４５名（２９％），「全

く使用していない」との回答が１７名（１１％）であった。

９０％近くの看護師は薬液あるいは洗口液を使用した

口腔ケアを行っていた。主に用いられている薬液は

ポビドンヨード，塩化ベンゼトニウムであった。

また，薬液・洗口剤の必要性については，有効回

答数１５９名で，「とても必要である」が２８名（１８％），

「必要である」が１０２名（６４％），「少し必要である」

が２６名（１６％），「全く必要でない」との回答が３名

（２％）であった。大部分の看護師が薬液・洗口液の

必要性を認識していた。

さらに，薬液・洗口剤の実際の効果については，

有効回答数１５７名で，感染症に対し「とても効果が

ある」が３０名（１９％），「効果がある」が１０３名（６６％），

「少し効果がある」が１８名（１１％），「全く効果がな

い」が６名（４％）であった。８５％の看護師が薬液・

洗口剤の効果について実感していた。

図４は口腔ケアの担当者の認識について複数回答

による結果を示したものである。口腔ケアは主とし

て誰が行うべきかとの設問では，有効回答数１５９名

で，「看護師」との回答が最も多く１４０名（８８％），「本

人」１１９名（７５％），「歯科衛生士」１１６名（７３％），「家

族」１０６名（６７％），「歯科医師」４６名（２９％），「医師」

７名（４％）であった。大部分の看護師が口腔ケアも

看護師の仕事であると認識していた。

図５は口腔清掃状態と全身状態に関する実際の効

果の経験について示したものである。口腔清掃状態

が良くなったことで，全身状態が良くなったと感じ

たことがあるかとの設問では，有効回答数１４５名で，

「よくある」と回答したのは３名（２％），「ある」

と回答したのが４０名（２８％），「少しある」と回答し

たのが６３名（４５％），「全くない」と回答したのが３９

名（２７％）であった。７割以上の看護師が口腔清掃状

態と全身状態との関係を意識していた。

また，口腔衛生状態と経口摂取に関する実際の効

果の経験では，有効回答数１４６名で，「よくある」が

７名（４％），「ある」が４５名（３１％），「少しある」が

６３名（４５％），「全くない」が２９名（２０％）であった。

８割の看護師が口腔清掃状態を改善したことで経口

摂取が改善したことを経験していた。

さらに，口腔清掃状態と全身の関わりの有無につ

いては，有効回答数１５６名で，「とても関係がある」

が４１名（２６％），「関係ある」が９２名（５９％），「少し関

係ある」が２３名（１５％）であり，全ての看護師が口腔

衛生状態と全身の関わりはあると回答していた。

図６は口腔ケアに対する興味，今後の意向および

図５ 口腔清掃状態と全身状態に関する認識

図４ 入院患者の口腔ケアは主に誰が行うべきか
（複数回答）
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情報の有無について示したものである。口腔ケアに

対する関心については，有効回答数１５５名で，「とて

も興味がある」が１５名（１０％），「興味ある」が６６名

（４３％），「少し興味ある」が６９名（４４％），「全くない」

が５名（３％）であった。ほとんどの看護師は口腔ケ

アに対して関心を持っていた。

また，今後の口腔ケア実施に対する意向に関して

は，有効回答数１５４名で，「積極的に行っていきたい

ととても思う」が２１名（１４％），「行っていきたい」

が１０１名（６６％），「少し思う」が３２名（２０％）であった。

８０％以上の看護師が入院患者に対する口腔ケアを今

後も行っていきたいと回答していた。

しかしながら，他施設で実施されている口腔ケア

の情報の有無については，有効回答数１５８名で，「よ

く知っている」が１名（１％），「知っている」が８

名（５％），「少し知っている」が３７名（２３％），「全く

知らない」が１１２名（７１％）であった。ほとんどの看

護師が，他施設でどのような口腔ケアが行われてい

るか知らなかった。

考 察

口腔ケアはQOLの向上やADLの自立に大きく

関わっていることが証明され２，４～６），口腔ケアの必要

性が医療・保健・福祉の現場で認識されるように

なってきた。また，口腔ケアと誤嚥性肺炎に関する

研究，報告も多くなされている１，２，５）。今回のアンケー

ト調査の結果では，口腔ケアの必要性を全ての看護

師が感じており，本対象者の口腔ケア実施に対する

意識は高いと考えられた。一方，実際の実施状況で

は，口腔ケアをほぼ必ず行っていると回答したのは

６６％で，半数以上が５分以内であり，時々行ってい

ると回答した３０％の看護師は，毎日の業務の中で必

ずしも口腔ケアを行っていないことが示唆された。

また，全く行っていない４％はNICU（新生児集中

治療室）勤務の看護師で口腔ケアの必要性がないと

の回答であった。

看護師は，繁雑な日常の業務の中で自ら必要と思

われる回数の口腔ケアは提供できないものの，実施

可能な時間があれば最大限の時間を使って口腔ケア

を行っていることが示唆されるとともに，口腔ケア

に多くの時間を費やせない実情が推察された。

薬液・洗口剤の必要性を９８％，効果を９６％の看護

師が認識しているのに対して，１１％の看護師が薬

液・洗口剤を全く使用していないと回答しているこ

とから，口腔ケア方法や手順が確立されていないこ

とや，コストの面にも問題があることが推測された。

口腔ケアの主な担当者は，「歯科衛生士」と７３％

の看護師が回答していたが，歯科衛生士のみで入院

患者全ての口腔ケアを担当することは困難であり，

歯科衛生士の行う専門的口腔ケアと看護師の行う日

常的口腔ケアの業務分担による連携が必要と考えら

れた。日常的口腔ケアと専門的口腔ケアの認識の違

いについては，口腔ケアの必要性を全ての看護師が

十分認識していることから，日常的口腔ケアと専門

的口腔ケアの違いの理解を含め，口腔ケアに関する

啓発を看護師に行っていく必要性があると考えられ

た。一方で，口腔ケアの主な担当者について「本人」

７５％，「家族」６７％と多くの回答率がみられること

から，退院後の自立支援という観点からも，家族お

よびセルフケア可能な患者に対して，指導・教育を

していく必要性が考えられた。

口腔清掃状態と全身状態の関わりについては，

１００％の看護師が関わりはあると回答しており，実

際に７３％の看護師は口腔清掃状態が改善されること

により全身状態が良くなったと感じている。つまり，

ほとんどの看護師が口腔清掃状態が改善したことに

より，全身状態が改善することを経験的に認識して

いる。しかし，口腔ケアの実務については十分とは

いえず，多忙で複雑な業務が足かせとなっている現

状が推察された。このことは，看護師のモチベーショ

ンにも影響すると思われ，口腔ケアの実施回数や，

実施時間に大きく影響しているのではないかと考え

図６ 口腔ケアに対する興味・意向

伊多波，他：入院患者の口腔ケアに対する取り組み２７０
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られた。

口腔ケアに対する関心については，９７％の看護師

が興味があると回答し，今後も積極的に取り組みた

いと１００％の看護師が回答している。２９％の看護師

が，他施設で行われている口腔ケアに対する情報を，

看護雑誌や看護師仲間から得ている一方で，口腔ケ

アに関する情報を７１％の看護師が知らないと回答し

ていることから，口腔ケアに対する講演会・実技研

修など歯科側からの情報提供が必要であることが示

唆された。

これに対しては，現状以上に口腔ケアの目的や手

順の説明，具体的な症例やデータなどの提示をして

いくことで，看護師の口腔ケアに対するモチベー

ションを，上げることができるのではないかと考え

られた。

今回のように，病棟勤務看護師に対して行った，

入院患者に対する口腔ケアの取り組みについてのア

ンケート調査報告は少ない。今回の調査結果を十分

に踏まえ今後は，歯科衛生士と看護師の有機的な連

携の中でより良い口腔ケアの実施に向けて，チーム

医療の確立が必要であり，歯科衛生士も全身の把握

やそれに対する対応など看護師に依存しないよう知

識をつけ，全身状態の把握に努め，看護師との連携

を密にし，症例ごとに相談し解決する必要があると

考えられた。

結 論

今回のアンケート調査により，日常的口腔ケアを

行う看護師の口腔ケアに対する意識，知識，方法，

内容を把握することができた。

病棟看護師の入院患者の口腔ケアに対する意識は

高く，口腔ケアの必要性を感じている看護師が多

かった。その一方では，口腔ケアの実施時間，実施

回数が限られていることや，情報が少ないことがわ

かった。このことから看護師に対して，歯科からの

情報発進が必要であることが示唆された。今後は，

口腔ケア教育を定期的に行うとともに，看護師の新

人研修にも取り入れ，充実した口腔ケアを提供する

必要がある。

本論文の要旨は，第２７７回東京歯科大学学会例会（２００４年６

月５日，千葉）において発表した。
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The purpose of this study was to determine the state of routine oral care performed by nurses，and

evaluate their knowledge and awareness of oral care．

A questionnaire was given to 182 female nurses（mean age，28.4 years）working on university hospital

wardsfor more than 2 years． Responses were received from 160 nurses（87.9%）．

With regard to oral care，87% of the nurses answered that it was necessary，and the remaining 13%

answered that it was necessary to some degree，indicating that all of the nurses were aware of the neces-

sity of oral care． Oral care was performed almost all the time by 66% of the nurses，but less frequently

by 30% of the nurses． Eighty-seven percent of the nurses considered that performance of oral care 3 or

more times per day was necessary for each patient，but only 52% performed it（p<0.05）． The time spent

on oral care in each patient was more than 10 min for 6% of the nurses，5－10 min for 44%，and within 5

min for 50%． Seventy-one percent of the nurses had not obtained any information on oral care．

Ward nurses were aware of the necessity of oral care，and answered that they would perform suffi-

cient oral care． However，this investigation demonstrated that there was little information availablethe

nurses on oral care and that insufficient time was spent on providing oral care．

. （The Shikwa Gakuho，１０６：２６７～２７２，２００６）

伊多波，他：入院患者の口腔ケアに対する取り組み２７２
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