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はじめに

口腔ケアが全身のケアに深く関わっていることが
注目されるようになったのは，米山ら１）が１９９９年
Lancet 誌に，口腔ケアによって要介護高齢者の誤
嚥性肺炎の発症率が減少すると報告したのがきっか
けである。その後，人工呼吸器関連肺炎（VAP）２，３）

の予防への有効性や頭頸部がん４，５）や食道がん６）の
患者に対する入院前の口腔ケアが，術後の合併症発
症率を減少させるという報告が続いた。一方，
Sonis ら７）は，造血細胞移植患者に口腔粘膜障害が
ある群とない群を比較し，口腔粘膜障害がある群で
はない群に対し，病院経費が一人当たりおよそ５００
万円の増加になったと述べている。
がん・感染症センター都立駒込病院歯科口腔外科

では，造血細胞移植患者に専門的な口腔ケアを行っ
ている。その結果，発熱の持続期間や口内痛のため
のモルヒネの使用回数，使用量などの減少，摂食不
能期間の短縮が認められている８）。そこで今回，造
血細胞移植患者の口腔ケアの現状とその意義につい
て報告する。

１．造血細胞移植患者の口腔ケアの意義

造血細胞移植患者は，白血病９）などの血液細胞の
がん患者である。造血細胞移植患者の治療は他臓器
のがん患者と同様に化学療法と放射線照射により行
われる。しかし他のがん患者と違って，全身の血液
のがん細胞を殺滅するために大量化学療法と全身放
射線照射１０）という特殊な負荷がかかる。さらに血液
のがん細胞を殺滅後，他人からの正常血液細胞を移
植しなければならないため免疫抑制剤１１）の投与が必

要となる。そこで，極度の免疫力の低下を招くので
ある。
化学療法薬や放射線照射は口腔乾燥を惹起し，口

腔粘膜障害を与える。口腔粘膜障害の原因は，化学
療法と放射線照射による口腔粘膜細胞の直接破壊や
フリーラジカルの発生である。口腔ケアをしていな
いと口腔細菌の増殖により重篤な口腔粘膜障害が起
こり，口腔の病巣が感染巣となり菌血症だけでなく
敗血症を起こす危険性がある。
口腔ケアは看護師が病棟や訪問看護で行っている

ケアはもとより，歯科衛生士による専門的口腔ケア
がある。専門的口腔ケアは医療従事者による専門的
な対処として行われる技術，口腔疾患および肺炎の
予防やQOLの維持・向上を目的とした口腔衛生管
理と口腔領域のリハビリテーションにより，身体
的・精神的に生きがいのある日常生活が送れるよう
援助する専門的処置１２）と定義されている。
がん患者は化学療法と放射線照射を行うことによ

り，唾液腺障害により唾液分泌が低下し，口腔乾燥
症や口腔粘膜障害が発生しやすくなる。口腔粘膜障
害の発症から口内痛を生じ，摂食機能の低下，会話
の逃避や睡眠不足を起こす。消化管への影響には，
悪心や下痢が挙げられるが，消化管への影響は胃や
腸の粘膜だけでなく口腔粘膜にも同様なダメージを
与える。
造血細胞移植患者は化学療法と放射線照射の治療

だけでなく，移植後の免疫抑制剤の投与によって，
広範囲，重篤な口腔粘膜障害を起こすことがある。
これまで述べたように，口腔ケアは，口腔粘膜障害
を軽減し重篤な感染症を防止することができ，
QOL低下の防止に有効であると考える。
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２．当院での造血細胞移植患者の口腔ケアの現状

がん・感染症センター都立駒込病院は，がんと感
染症を専門とする高度医療を行なっている総合病院
である。造血細胞移植患者は，同種非血縁者間（血
液銀行受給者）では日本で１，２番目に多く来院し
ており，２００８年には移植総数が１，０００例を超えた。
⑴チーム医療としての口腔ケアによる口腔内細菌数
のコントロール
従来から当院歯科口腔外科では，造血細胞移植患

者に対して歯科医師による移植前のフォーカス・
チェック（歯周疾患や根尖性歯周炎，智歯周囲炎な
ど口腔内の感染巣の精査を行い歯性病巣感染の防止
を行うこと）とそれに伴う抜歯などを行っていた。
６年前，造血細胞移植患者の多発性齲蝕１３）の治療

を経験したことを契機に，従来の方法に加え，歯科
医師による移植前２か月前後の寛解導入療法１４）（正
常な血液細胞を移植する前に血液のがん細胞を殺滅
するために化学療法や放射線照射を行うこと）前か
らの感染巣の歯科治療と歯科衛生士による専門的口
腔ケア１５）（歯科衛生士によりスケーラーなど専門的
器具を使用して歯垢や歯石を除去し，口腔内を可能
な限り清潔に保ち口腔細菌を減少させ感染を防止す
ること）を導入するようになった。
さらに入院時からの口腔ケアに対する患者教育を

看護師と歯科衛生士が合同で行い，医療スタッフ側
だけでなく患者自身が口腔のセルフケアを実施でき
るようにした。また，口腔ケアを行うにあたり医師
の協力のもと，寛解導入療法前，移植前後，移植後
を分けて行えるようにした。
病態により口腔ケアの方法を考えることで口腔内

の細菌数のコントロールが十分に行えるようにな
り，口内炎による疼痛の軽減，摂食不能期間の短
縮，全身的にはモルヒネの使用期間，発熱の持続期
間も短縮されるようになった。即ち，当病院血液内
科では造血細胞移植患者の口腔ケアは，歯科衛生
士，看護師，歯科医師，医師などが，チーム医療１６）

として取り組んでいる。
造血細胞移植患者の口腔ケアで特に知っておくべ

きことは，移植前処置で全身放射線照射先行後，化
学療法を実施した症例では唾液腺障害により唾液の
分泌が減少してしまうことである。これに伴い口腔

乾燥を起こすので，口腔粘膜障害を起こしてしまう
可能性が高い。これゆえ早期に口腔ケアを行い，徹
底的な口腔内細菌数のコントロールが必要なのであ
る。
白血球数が最低値となるナディア期とメトトレキ

サート（MTX）投与時期が重なった症例では口腔粘
膜障害を発症しやすいため，MTXの口腔粘膜への
浸透を防止しなければならない。口腔周囲は筋肉が
多く，毛細血管が豊富である。そこで口腔粘膜の毛
細血管を収縮させるためにクライオセラピー（冷却
療法：口腔内を冷却することにより口腔内血管を収
縮させ，抗がん剤が口腔粘膜下に到達しにくくする
方法）の実施や全身的リカバーのためのモルヒネに
よる疼痛コントロールを行いながら口腔ケアを強化
する。また症状に合わせて，口腔ケアの方法や食事
内容の変更などを行っている。
⑵食事の種類や形態も含め全身状態に併せた幅広い
対応
造血細胞移植患者が，移植後未着１７）であった場合

は，ステロイドパルス療法（ステロイド剤を短期間
に大量投与する治療法）を行うために，インシュリ
ンが低下することが考えられるので，糖尿病である
耐糖性異常に十分注意する必要がある。数年来，糖
尿病と歯周病との関連が指摘されているため，歯周
病の既往患者には前もって，グラム陰性桿菌などの
抗生剤の投与が必要である。これにより壊死性歯肉
炎（図１）から壊疽性歯肉炎さらに広範囲の壊疽性粘
膜炎が波及することを防止できる。
また，血小板数５，０００／mL以下や好中球数１０／

mL以下など全身状態が悪化しているときには口腔
ケアが消極的になりがちであるが，口腔ケアを行わ
ないと歯肉，舌，頬粘膜の口腔環境をさらに悪化さ
せ出血や感染に至ってしまう。全身的，局所的に最
悪な時期に適切なストラテジーでツールを選択し，
食事の種類や形態に注意し，栄養を維持し出血傾
向１８）を防ぐ。
基本的には軟らかい食品を食べやすい大きさに調

理している。食片が硬く鋭いものや熱いものには注
意している。ライト食（主食やおかずなどを一般食
の半分にして，高栄養食品などを利用し必要な栄養
量を摂取しやすくしたもの），ミラクル食１９）（患者の
味覚や粘膜への疼痛に応じて味付けの強弱を変更で
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きる食事）や嚥下障害がみられるときは増粘剤を使
用した料理など患者の粘膜症状に合わせた食事を提
供している。食事摂取量が不足するときには，必要
に応じて濃厚流動食や鉄分，ミネラル，ビタミン補
給のためのジュースやゼリーを提供し，貧血予防な
どにも配慮している。

３．造血細胞移植患者の口腔ケアの方法

造血細胞移植患者の口腔ケア２０）は，初診のフォー
カス・チェック時，移植前処置での大量化学療法と
全身放射線照射時，移植後の免疫抑制時，GVHD
発症時の４つに分けられる。
⑴ 初診のフォーカス・チェック時
造血細胞移植前には，外来でフォーカス・チェッ

クを行う。慢性根尖性歯周炎，重度の歯周炎，智歯
周囲炎など極度の免疫力低下時に歯性病巣感染の発
症の可能性がある疾患は前もって処置を済ませてお
く。移植中，患者が口腔ケアをセルフケアできるよ
うに指導する。専門的口腔ケアを行い口腔内細菌の
コントロールを行う。
移植前は，含嗽習慣を確立させるために指導す

る。含嗽時期は起床時，毎食前後３回，就寝前の５
回，含嗽方法は咽頭・口腔それぞれ２回アズレンス
ルホン酸ナトリウム溶液で含嗽させる。
ブラッシングはプラークを２０％以下にコントロー

ルできるように指導する。歯ブラシはやや柔らかめ
から普通のナイロンブラシ，毛先はストレート，歯
ブラシヘッドが小さめのものを使用する。
舌ケア（図２）は起床後，昼食後，就寝前，１日３回

行う。柔らかな歯ブラシやスポンジブラシを用い水
もしくは含嗽剤をつけて奥から一方向に磨く。
口唇の保湿は白色ワセリン軟膏を塗布し，乾燥を

防止する。
⑵ 移植前処置での大量化学療法と全身放射線照射時
口腔粘膜浮腫の防止対策は，保湿，含嗽である。

含嗽時期は起床時，毎食前後３回，就寝前の８回以
上，口腔内細菌数の多い就寝前と起床時の咽頭，口
腔の含漱は重要である。含嗽薬はアズレンスルホン
酸ナトリウム，疼痛が出現したらスペシャル含嗽
（アズレンスルホン酸ナトリウムに４％リドカイン
を加えた含嗽剤）を併用する。吐き気が強いときは
制吐剤を用い，含漱剤で吐き気が誘発される場合，

冷水で含漱させる。
ブラッシングはプラークを２０％以下にコントロー

ルできるように指導する。歯ブラシは柔らかめのナ
イロンブラシ，毛先はストレート，歯ブラシヘッド
が小さめのものを使用する。
舌ケアは起床後，昼食後，就寝前，１日３回行う。

柔らかな歯ブラシやスポンジブラシを用い水もしく
は含嗽剤をつけて奥から一方向に磨く。
耳下腺萎縮による唾液量の低下を防ぐため唾液腺

マッサージ（口腔周囲を暖かいおしぼりで押さえ
る。耳下腺周囲を円を描くようにマッサージする。
舌を上下にゆっくり動かす。）を行う。氷水や市販
のレモン水を冷却したものを浸した綿棒で耳下腺，
舌下腺の開口部を数回押して刺激させる。
⑶ 移植後の免疫抑制時
骨髄機能の低下により免疫力が衰えている。さら

に，免疫抑制剤であるMTXの投与により好中球が
ほとんどない状態となる極度の免疫力低下を起こ
す。MTX投与時にはクライオセラピーにより，口
腔底部分を冷却パックで３０分間ほど冷却し，口腔内
もクラッシュアイスやコンニャクゼリーを冷凍した
ものを３分割し，舌下・両頬粘膜と耳下腺開口部付
近に留置しクーリングを行い，口腔粘膜障害の重症
化を防止する。
細胞周期の早い口腔粘膜は容易に浮腫，潰瘍など

の口腔粘膜障害を発症し口内痛を訴える。口腔粘膜
に浮腫を生じたら，粘膜が強く接触する歯の部位に
ワセリンを塗布したり，咬頭など歯の鋭縁を丸く調
整し，潰瘍に移行しないようにする。
口内痛に関しては，モルヒネなどの麻薬鎮静剤に

よる疼痛コントロールを行い，口腔ケアが継続でき
る環境を整える。口内痛除去には，スペシャル含嗽
剤を疼痛部分に２～３分留置させる。その後通常の
含嗽を行う。
粘膜は基本的に保湿ジェルを塗布，上皮の剥離な

どがみられたらアクリノールワセリン軟膏を塗布す
る。壊死性粘膜上皮剥離（図３）がみられたら，乾燥
させないように保湿ジェルを塗布し，歯ブラシを
スーパーソフトブラシやスポンジブラシに変更す
る。しみる感じがみられるとき歯磨き剤は中止する。
⑷ GVHD発症時
GVHD（Graft Versus Host Disease）とは移植片対
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宿主病と言う。移植されたドナーの造血細胞がレシ
ピエントに生着するとレシピエントに生着した白血
球はその生体を他人と認識し免疫反応を起こし，レ
シピエントを攻撃する。この現象による病気を
GVHDという。口腔粘膜は，皮膚，消化管同様に
GVHDを生じる。GVHDは急性と慢性に大別される。
急性GVHDの発症は移植後１０～１４日以降にみら

れ，骨髄抑制期と同様，ステロイド投与を行う。感
染リスクが増えるため口腔ケアを強化する。口腔粘
膜症状は皮膚のGVHDが悪化した熱傷症状に類似
した水泡（図４）が形成される。やがて口腔粘膜全体
に波及し，口唇にも出現する。口唇に水泡が形成さ
れたら，破れないように保湿を徹底する。破れた
ら，アクリノールワセリン軟膏を塗布し，保湿す
る。開口により口角や口唇中央部は引っ張られるた
め開口させる前にワセリン軟膏を塗布しておく。頬
粘膜は歯と接触する部分に保湿ジェルを塗布する。
歯にはワセリン軟膏を塗布し，直接粘膜に咬頭など
が接触しないようにする。
慢性GVHDは移植の晩期障害で，自己免疫疾患

に類似した症状が出現する。シェーグレン症候群に
類似した口腔乾燥や扁平苔癬（図５）などが，口腔粘
膜症状として起こる。頬粘膜や舌周囲などに歯型様
の糜爛（図６）が形成される。急性GVHDと同様に
頬粘膜は歯と接触する部分に保湿ジェルを塗布す
る。歯にはワセリン軟膏を塗布し直接粘膜に咬頭な
どが接触しないようにする。また唾液分泌低下によ
る口渇感や味覚障害を生じる。味覚障害がある患者
に対しては，栄養士が病室を訪問して患者と話し，
味覚状態を細かく調査する。その際味覚だけでなく
食物の形態や食感など考慮しながら，患者の食べら
れそうな食物を勧めている。味覚障害がある時は亜
鉛添加のジュースなどを摂取させる。

４．おわりに

口腔ケアは，二次感染の予防と疼痛緩和に有効で
ある。口腔からの咀嚼ができる食事摂取は，腸管免
疫の維持に重要な働きがある。
近い将来，口腔粘膜障害を起こさない化学療法薬

や物理的治療の開発と効果的な口腔粘膜障害治療薬
の開発が待たれる。重症患者では刺激性がなく栄養
価が高く，消化の良い食材の開発が必須である。そ

れまでは，口腔ケアは歯科医師，歯科衛生士，看護
師，栄養士などのチーム医療により支えていかなけ
ればならない。
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図１ 壊死性潰瘍性歯肉炎：剥離した白色の壊死性歯肉が認
められる。

図２ 舌ケア前（左）後（右）：舌苔コントロールをセルフケア
で実施した。

図３ 壊死性粘膜上皮：粘膜が剥離し上皮再生中である。

図４ 急性のGVHD：水泡形成が認められる。

図５ 慢性のGVHD：扁平苔癬様の症状が認められる。
図６ 慢性GVHD：舌側縁に歯型が形成され糜爛が認めら

れる。
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