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抄録：近年，人工呼吸管理を行っている患者に対す
る肺炎予防などの安全管理が重要視されるようにな
り，当院でも２０１０年６月に呼吸ケアチーム（以下
RCT）が発足した。RCTにおける歯科衛生士の役割
としては，１．口腔アセスメントシートを用いた口
腔状態の評価，２．口腔ケアの啓発活動，３．全職
員に対して，口腔ケアに関するファカルティ・ディ
ベロプメント（以下 FD）などとなっている。
歯科衛生士がRCTに加わることで，口腔内の状

態を詳細に評価することができ，他の職種に必要な
口腔の情報を提供することが可能となった。病棟回
診や FDを通じて，多職種に口腔ケア方法などのア
ドバイスをすることによって口腔ケアに関する知
識，技術が向上し，その重要性が認知され，人工呼
吸管理の安全性が向上した。

緒 言

近年，本邦では急速な高齢化に伴い，脳卒中や閉
塞性呼吸器疾患の患者が増加し，一般病棟において

も人工呼吸器を装着した患者をケアする機会が多く
なっている。このような背景の中，人工呼吸器装着
患者の治療や合併症予防に有効な呼吸ケアと口腔ケ
アが注目されてきている１）。人工呼吸器装着患者は，
様々な合併症や呼吸器トラブルのリスクが高く，そ
れらに対する十分な予防対策が必要となる。人工呼
吸器関連肺炎（ventilator associated pneumonia：以
下 VAP）は死亡率が高く，最も注意を要する合併症
の一つで，人工呼吸開始後４８時間以降に発症する細
菌性の肺炎と定義されている。感染経路はほとんど
が経気道であり，口腔内の細菌を含む分泌物が気管
チューブ外側を伝わってカフ上に溜まり，さらにカ
フと気道粘膜面の間から気管・気管支，そして肺に
流入し発症するとされている２）。

東京歯科大学市川総合病院は，診療科２０科と各部
門の専門８センターを有する５７０床の千葉県市川市
の地域中核病院で，２００９年の実績では，約２００名近
くの患者が人工呼吸器を装着しており，担当する看
護師は人工呼吸器の設定や呼吸理学療法，ポジショ
ニング，口腔ケアなど様々な対応についての課題を
抱えることが多かった。そこで，２０１０年６月から呼
吸管理に従事している看護師に対する，コンサ
ルテーションとファカルティ・ディベロプメント

（faculty development：以下 FD）を中心とし，呼吸
管理を行っている患者のケアの質の向上と安全管理
を目的に活動する，呼吸ケアチーム（Respiratory
Care Team：以下 RCT）が発足した。当院の RCT
は，医師，歯科医師，看護師，歯科衛生士，理学療
法士，臨床工学技士で構成している。本稿では，歯
科医師，歯科衛生士が参加している RCT の現状に
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ついて報告する。なお，患者の口腔内写真の掲載つ
いては患者の了承を得ている。

対象と方法

対象期間は，RCT が発足した２０１０年６月から２０１１
年１０月までの１７カ月間で，対象患者は２４時間以上，
人工呼吸器を装着した患者は２８２名とした。
１．RCT による病棟回診，全身および口腔内の状

態の評価および口腔ケアマニュアルと専門的評価
に基づくオーダーメイドの口腔衛生処置
歯科情報シート（図１）と，エイラーズ口腔アセス

メントガイド３）を改変した口腔アセスメントシート
（図２）を人工呼吸器患者用に作成した。病棟回診時
や歯科衛生士による定期的な専門的口腔衛生処置時
に，毎回，歯科情報シートと口腔アセスメントシー
トへの記入を行った。歯科情報シートには，患者情
報および口腔内情報を記入し，歯科衛生士から看護
師へ口腔内に関する問題点やアドバイスがあった場
合や，看護師から歯科衛生士へ全身状態の情報や口
腔ケアで困っていることや質問等があった時に相互

の連絡と情報の共有を目的とした記録を行った。口
腔アセスメントシートには，口腔内の状態（清掃状
態，口唇，舌，唾液，粘膜，歯肉，歯，口臭，挿管
チューブ汚染）を３段階で評価するとともに，全項
目を合計し，口腔内の状態の評価を経時的に行っ
た。また，看護師サイドの口腔ケアの回数，歯科の
介入の有無を確認し，病棟回診の際に，専門的口腔
衛生処置が必要な患者においては，主治医にその必
要性を説明し，歯科への依頼を提案した。歯科依頼
が出された患者に対しては，週３回以上，歯科医
師，歯科衛生士による専門的口腔衛生処置を行って
いる。専門的口腔衛生処置の基本は，RCT で作成
した，院内の口腔ケアマニュアルの手順に沿って行
ない，その他必要に応じて歯ブラシの他に歯間ブラ
シや舌ブラシなども併用し，歯科専門職種が個々の
患者の状態に合わせた口腔衛生処置プランを作成
し，それをもとに行った。
２．口腔ケアの啓発活動

院内での口腔ケアの質を向上させるために人工呼
吸器装着患者の口腔ケアに関する資料４）をもとに，

〈呼吸ケアチーム 歯科情報シート〉
病棟： ID番号：

患者名： 診療科：

病名： 挿管期間：

歯式： 歯科介入日：

日付 口腔内所見 歯科より 病棟より
例）１／１ 清掃状態やや不良

口蓋痂皮（+），口腔乾燥（+）
左口角潰瘍あり

・口腔ケア指導（歯ブラシの使用）
・口腔ケア後の，口腔内の保湿剤塗布
・口唇の保湿剤の塗布と潰瘍部には，
できるだけチューブを当てないように

・低血圧である
・口唇の潰瘍の対処法は？

〈口腔アセスメントシート〉
患者名：

≪口腔状態≫
例）１／１

清掃状態 ２
口唇 ３
舌 ２
唾液 ３
粘膜 ２
歯肉 １
歯 ２
口臭 １

挿管チューブ ２

合計点数 １８

≪NSサイド≫
口腔ケア回数 ３回／日
使用清掃用具 歯ブラシ

≪歯科・口腔外科サイド≫
依頼 あり

口腔ケア回数 週３回

評価点数
清掃状態 １：汚染していない／２：部分的に汚染している／３：全体的に汚染している
口唇 １：潤いがある／２：乾燥している，ひび割れている／３：潰瘍がある，出血している
舌 １：ピンク色で潤いがあり，乳頭が明瞭／２：舌苔がある／３：水泡やひび割れがある
唾液 １：水っぽくサラサラしている／２：粘液性やネバネバしている／３：乾燥している
粘膜 １：ピンク色で、潤いがある／２：発赤がある，被膜に覆われている，潰瘍はない／３：潰瘍があり，出血を伴うことがある
歯肉 １：ひきしまっている／２：浮腫があり発赤を伴うこともある／３：自然出血や押すと出血する
歯 １：清潔／２：部分的に歯垢や食渣がある／３：全体に歯垢や食渣がある
口臭 １：口臭なし／２：やや口臭がある／３：口臭が強い
挿管チューブ １：汚染していない／２：部分的に汚染している／３：全体的に汚染している

図２ 口腔アセスメントシート
アセスメント項目ごとに，状態に応じたスコアで口

腔内の評価を行った。毎回，評価と看護師サイドの口
腔ケアと歯科介入の有無の確認をし，問題点の抽出と
対策を行った

図１ 歯科情報シート
患者情報を記入し，ラウンドや専門的口腔衛生処置

時に，毎回口腔内所見を記入する。
歯科衛生士から看護師へアドバイスや問題点を伝え

た場合は「歯科より」に記入，看護師から歯科衛生士
へ質問や問題点があった場合は「病棟より」に記入
し，双方の情報が明確になるように工夫した
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「気管挿管患者における口腔ケアマニュアル（病棟
用）（図３－１，図３－２）」を作成し，全病棟に配
布するとともに，人工呼吸器に備え付けた。
３．全教職員を対象とした FD の開催

RCT メンバーの各職種から講師を選出し，それ

ぞれの専門分野について，全教職員を対象として年
４回の FD を実施した。歯科では，VAP 予防や口
腔機能維持といった口腔管理の重要性を院内に認知
してもらうため，写真を用いて日常的な口腔ケアの
基礎知識を説明し，実際に口腔ケアマニュアル手順

図３－１ 気管挿管患者における口腔ケアマニュアル（病棟用）表側
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に従って，モデルを使った実演を行った（図４）。基
礎編から始まり，初級編，中級編，上級編と口腔の
基礎知識から臨床の場で役立つ実践的な内容を，他
の職種にわかりやすく，日常ですぐに実践してもら
えるような内容を工夫した。初級編，中級編，上級
編を行った際にはアンケートを行い，内容の理解度
を調査し，理解が十分でなかった内容については次
回再度分かりやすく解説するとともに，職種間での
知識の違いに対応した内容を工夫した。

結 果

１．RCT による病棟回診時，全身および口腔内の
状態の評価および口腔ケアマニュアルと専門的評
価に基づくオーダーメイドの口腔衛生処置
２０１０年６月から２０１１年１０月までの１７カ月の間に２４

時間以上，人工呼吸器を装着した患者は２８２名で，
そのうち RCT 介入患者数は７９名（２８％）であり，そ
の中で歯科・口腔外科に専門的口腔衛生処置の依頼

図３－２ 気管挿管患者における口腔ケアマニュアル（病棟用）裏側
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があった患者は４６名（５８％）であった。歯科・口腔外
科に依頼があった患者に関しては歯科専門職種の介
入により，他職種と全身および口腔の情報を共有す
ることが可能であった。また歯科衛生士が介入した
患者に関しては，口腔アセスメントシートの項目に
ついて初回，中間期，抜管前に評価を行った（図５）。
期間中に初回の評価と抜管前の評価を比較して明ら
かな悪化が見られた症例はなかった。
２．口腔ケアの啓発活動
「気管挿管患者における口腔ケアマニュアル（病棟

用）」を全病棟に配布し，人工呼吸器に備え付けた
ことによって，看護師による口腔ケアでは配布した
マニュアルを使用しながら口腔ケアを行う職員が多
く見られた。
３．全教職員を対象とした FD の開催

参加人数は基礎編が４６人，初級編が１０７人，中級
編が８７人，上級編が６６人であった。初級編，中級
編，上級編のアンケートの結果では，職種（図６）

は，どの FD も看護師の参加が多く，経験年数（図
７）は１～５年目が多いという結果であった。また，
歯科に関する内容の理解度（図８）は，どの FD も理
解できた，ほぼ理解できたとの回答が半数を占めて
いた。FD での意見や要望では，資料がほしい，小
人数のグループワークでやってほしい，興味がでる
内容や分かりやすい解説がほしいといった意見があ
げられた。今後取り上げてほしいテーマでは，人工
呼吸器を付けている人の全身のアセスメント，実際
に経験した人工呼吸器管理の患者の症例検討や合併
症事例の提示といった具体的な事例を挙げた内容を
多くしてほしいという意見が多くみられた。

考 察

１．RCT による病棟回診時，全身および口腔内の
状態の評価および口腔ケアマニュアルと専門的評

図５ 専門的口腔衛生処置を行った患者の口腔アセスメント
歯科衛生士が介入した患者の，口腔アセスメントシー

トの項目ごとに初回，中間期，抜管前に評価を行った。
スコアが１であると良好であるが，初回の評価と抜管前
の評価では明らかな悪化が見られた症例はみられなかっ
た

図４ 口腔ケアマニュアルに沿った実演

図６ FD に参加した職種 図７ FD に参加した人の経験年数
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価に基づくオーダーメイドの口腔衛生処置
忙しい日常の看護業務の中で，身体保清の一環と

して行なわれる口腔ケアは後回しになる傾向がある
との報告がある５）。また，担当看護師が勤務状況に
より，頻繁に変わるため，口腔の情報が共有されに
くいという問題がある。RCT の病棟回診や専門的
口腔衛生処置時に保られた情報を，多職種間で共有
してもらうためには，繰り返し情報を伝えることが
必要であった。また病棟回診や専門的口腔衛生処置
により，歯科衛生士が頻回に病棟に行き，他職種と
ディスカッションすることで，口腔管理の重要性や
歯科衛生士の役割の理解につながったことも多く経
験した。また，口腔ケアに関するアセスメントの主
な目的は問題点の抽出とその後の定期的な評価のた
めの基準の設定であり，問題点については可能な限
り早期に解決する必要がある６）。今回のアセスメン
ト結果におけるどの項目についても初回から抜管前
の評価まで明らかな悪化は見られなかった（図５）。
しかし，個別の症例においては各項目で，以下にあ
げるようないくつかの問題点が認められたため，そ
れらの項目ごとに対応を検討した。
１）口腔清掃状態

VAP の感染経路は，口腔内細菌の気道への侵入
が主であると考えられており，その予防には口腔内
を清潔に保つことが重要である。経口挿管は，挿管
チューブが口腔内を経ているため，口腔内を観察す
る際，視野が遮られ清掃用具の到達範囲も制限され
ることから，清掃が行いにくく，十分な清掃が行わ
れていなかった。そのため，専門的口腔衛生処置時
には，担当看護師とともに処置を行った。指で粘膜
を排除して視野を確保する方法（図９）や，汚染部位

を確認し，歯の汚染は歯ブラシを歯頚部に当てて細
かく動かすように，また，口蓋や粘膜は綿球やスポ
ンジブラシを使用して痂皮を浮かせてから除去する
方法など，清掃を行いやすい方法を確認しながら看
護師による口腔ケアの向上に努めた。
２）口唇

口唇はアセスメント項目の中で，最も高いスコア
となった。経口挿管では，挿管チューブやバイトブ
ロックなどが口唇粘膜と接触し圧迫することで機械
的な刺激が加わり，潰瘍が形成されることが多かっ
た。その防止のため，看護師による口腔ケアで，１
日に１回は挿管チューブの固定部位を変え口唇に保
湿剤を塗布し乾燥を予防することによって，粘膜
の弾性を確保し保護をすることを提案した。挿管
チューブの固定は，左右口角もしくは正中とし，開
口を障害しないよう，挿管チューブの固定のテープ
は上唇，頬部の皮膚とすることを徹底した（図１０）。
３）舌

舌では舌苔の付着と挿管チューブやバイトブロッ
クなどの機械的刺激による潰瘍形成が多くみられ
た。舌苔は，唾液の自浄作用や抗菌作用が低下する
ことによって付着する。舌は通常イソジン綿やオキ
シドール綿球で清拭しているが，舌苔が舌全体に強
固に付着しイソジン綿球やオキシドール綿球で除去
できない場合は，舌ブラシなどを使用し，保湿をし
ながら数回に分けて清掃を行うよう看護師と協働し
た。潰瘍については，挿管チューブが舌に当たらな
いよう固定を工夫し，保湿剤による保湿を徹底する
よう協働した。

図８ FD の内容の理解度

図９ 専門的口腔衛生処置時の視野の確保の方法
指で粘膜を排除して視野を確保した
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４）唾液
経口挿管中は，開口状態が維持されることから，

口腔内は乾燥し易くなる。乾燥した口腔内は，唾液
による自浄作用や抗菌作用も低下することから，微
生物が増殖しやすい環境となる７）。そこで口腔保湿
剤を粘膜に塗布し保湿を行うことで，口腔乾燥の予
防・改善を図った。しかし，今回の検討において口
腔乾燥は，多くの患者にみられ，評価でも高いスコ
アとなった。経口挿管中の口腔乾燥については今後
の更なる対策を検討すべき項目である。
５）口腔粘膜

口唇や舌に比べると，それ以外の口腔粘膜の有害
事象は少なかった。しかし，経口挿管では観察しに
くい咽頭部周辺に潰瘍を形成したり，乾燥状態の粘
膜には真菌が増殖しやすいため，真菌性の肺炎など
難治性の感染症の誘因となることがある。口腔粘膜
の乾燥予防と観察を適宜行い，粘膜の異常を早期に
発見し異常が疑われた場合は直ちに対処する必要が
ある。
６）歯肉

歯肉からの自然出血は，認められなかったが，歯
周炎による歯肉の発赤は多く認められた。播種性血
管内凝固症候群などで，出血傾向のある患者は，出
血を惹起することからブラッシングが困難となり，
歯肉炎が増悪するため易出血性となり，最終的には
自然出血するようになる８）。専門的口腔衛生処置時
には，常に血液データなど全身状態を把握しておく
必要があり，出血傾向を認める場合には，口腔ケア
は愛護的かつ慎重に行う必要がある。

７）歯
歯に関しては歯垢や歯面沈着物等の付着が多くの

症例でみられた。また，喀痰が多い患者は，歯間に
も乾燥した痰様の汚染物質が付着していくことが多
く，通常の口腔ケアでは除去することが困難である
ことから，歯ブラシ以外に歯間ブラシの併用など患
者に合ったケアを行う必要がある。また，鋭利な歯
や動揺歯がある症例において，鋭利な歯は，粘膜を
損傷し出血させてしまう可能性があることから，歯
科医師による，充填処置や，削合，研磨などの対応
を行う必要がある。動揺歯は，重度な場合は，口腔
ケア時や抜管時などに脱落し誤嚥や誤飲の可能性が
あるため，医師と連携をとり挿管中でも歯科医師に
よる抜歯が必要なことがある。しかし，患者の全身
状態によっては抜歯が行えない場合があるので医師
と情報を共有し，安全で最良の処置を選択すること
が肝要である。

脳血管障害などで人工呼吸器管理を行っている患
者は，痙攣などが生じ挿管チューブを咬んで損傷し
てしまうことがあるため，バイトブロックを使用し
ている。しかし，バイトブロックは，挿管チューブ
と一緒に固定すると舌の動きや体動によって，挿管
チューブが抜けてしまう可能性があるため，挿管
チューブと反対側の口角に固定するようにした。病
棟によっては，無歯顎や挿管チューブを咬んでいな
い場合での使用が認められたため，バイトブロック
の使用目的を再確認し，理解してもらう必要があっ
た。
８）口臭

口臭が問題点となった症例も数例経験した。口腔
内の汚染や歯周病に起因する口臭は，口腔清掃を行
い清潔な状態を保つようにした。消化器疾患など全
身疾患に起因する口臭は，起因する疾患を取り除か
なければ抑まらないため，頻繁に口腔内を清潔にす
るとともに，口臭予防の口腔湿潤剤の塗布を行い，
口腔環境を整え口臭を少しでも抑える必要がある。
９）挿管チューブ

カフ圧調整のためのチューブやカフ上吸引のため
のチューブの分岐部は汚染しやすく，口腔に近接し
ている（図１１）ことから，歯ブラシや綿球による清掃
や，洗浄を行うようにした。また口腔内にある挿管
チューブにも口腔内細菌によるバイオフィルムが形

図１０ 挿管チューブの固定方法
挿管チューブのテープ固定は上顎固定に徹底した
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成され細菌増殖の温床となることから，挿管チュー
ブ自体の清掃法とその必要性を RCT での共通認識
とした。
２．口腔ケアの啓発活動

RCT 発足前から，歯科衛生士による専門的口腔
衛生処置時に，看護師から口腔の問題に関する相談
や口腔ケアの手順についての質問があり，また，挿
管中の患者に対する口腔ケアのマニュアルが欲しい
という意見が多かった。そのため，「気管挿管患者
における口腔ケアマニュアル（病棟用）」を作成し，
全病棟に配布するとともに，人工呼吸器に備え付け
ることによって，看護師による挿管患者の口腔ケア
の均てん化を促した。また，口腔ケアマニュアルの
徹底のため，病棟回診時などに人工呼吸器管理中の
患者の担当看護師にマニュアルの問題点の有無を確
認したり，FD の開催時に口腔ケアマニュアルを作
成したことを情宣している。それにより，院内での
口腔ケアの手順の統一や必要性が認知されたと考え
る。

今回，作成した口腔ケアマニュアルでは，口腔ケ
アを行う前の挿管チューブのカフ圧を，一旦９０cm
H２O 程度に上げた後４０cm H２O 程度に調節するよう
規定した。９０cm H２O 程度に上げることによって一
時的にカフの皺を伸ばし，カフが気管壁と密に接触
した状態を作ることで，カフにできた皺を通して分
泌物などが垂れこむことを防ぐことができると考え
ている。また，挿管中の患者に対する口腔ケアで
は，洗浄を行わない方法が報告されている９）が，当
院はカフ上吸引つきの挿管チューブを採用し，カフ

上吸引を徹底していることから，口腔ケアマニュア
ルでは，口腔咽頭で増殖遊離した細菌を効果的に
希釈，洗浄し吸引する方法を採用した。以前から
VAP の予防に対する口腔ケアの効果は注目されて
おり，これまでも口腔ケアの有用性に関する報告が
多くなされている１０）。しかし，エビデンスに乏しく
VAP の予防を視野に入れた口腔ケア方法の確立ま
でに到っておらず，内容も施設によって様々であ
る。気管チューブにカフ上吸引がついていても，カ
フ上―カフ上吸引孔間には距離があることから，カ
フ上吸引孔からの吸引では除去できないカフ上の分
泌物もある。また，カフ圧の管理を厳重に行っても
カフ上に貯留した分泌物の気管への垂れ込みを完全
に防ぐことはできない６）。しかし効果的な口腔ケア
を施行することで同部に貯留する分泌物内の細菌数
を減少させ，カフと気道粘膜の間を通して必然的に
生じてしまう silent aspiration が発生した場合でも，
気管内へ落ち込む細菌数を減らし，VAP 発生を減
少させることが可能と考えられている１１）。
３．全教職員を対象とした FD の開催

病院での口腔ケアの実施に関する全国調査の報告
によると１２），看護職員へ歯科衛生教育を実施してい
ると回答した病院は２９％と３割に満たなかった。一
方で歯科衛生教育を必要としていると回答した病院
は約９０％もあり，歯科衛生教育の必要性は理解して
いるが実施できないという現状が明らかとなってい
る。当院では，職員に対する口腔ケアの FD を，以
前から行っていたが，RCT 発足後，多職種連携の
チームで FD を行うことによって，チーム内での口
腔ケアに関する認識や知識が共有されるとともに，
内容もより専門的になってきている。今後も，口腔
ケアの均てん化や基礎知識を高めていくためにアン
ケートの結果や要望を参考に歯科からの情報を他職
種に適切に提供していくことが必要であると考え
る。

結 論

歯科医師とともに歯科衛生士が RCT のメンバー
に加わることにより，口腔内の衛生状態を詳細に評
価することができ，他職種に口腔内の管理について
の情報を適切に提供し，チームの一員として活動を
行った。それにより，VAP 予防や口腔機能維持の

図１１ カフ圧調整，カフ上吸引のためのチューブの分岐部
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ための口腔ケアマニュアルの手順に沿って看護師に
よる口腔のケアが院内に広く普及した。本活動によ
り，口腔ケアとそれを専門的に評価し計画を立案す
る歯科衛生士の重要性が院内で認知されてきたと考
える。今後も，挿管患者の VAP 予防や口腔機能維
持のために専門的口腔衛生処置の実施とその重要性
の啓発に努め，歯科衛生士としてチーム医療の推進
を図っていきたい。

本論文の要旨は，第２９１回東京歯科大学学会（２０１１年６月４
日，千葉）において発表した。
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In recent years，great importance has come to be placed on pneumonia prevention and other safety
management measures for patients receiving artificial respiration． Our hospital established a Respiratory
Care Team（RCT）in June 2010 for this purpose． A dental hygienist was included in the RCT with duties
including : ⑴ evaluation of oral condition using an oral assessment sheet ; ⑵ educational activities concern-
ing oral care ; and ⑶ oral care-related Faculty Development（FD）for all staff．

The addition of a dental hygienist to the RCT has enabled detailed evaluation of the oral condition of
patients and provision of essential oral care-related information to other staff members． During ward
visits and FD，dental hygienists offer advice on oral care procedures and related topics to staff members of
various departments and positions． This has had the effect of increasing the oral care-related knowledge
and skills，as well as the awareness of their importance，of the staff members，improving the safety of
artificial respiration． （The Shikwa Gakuho，１１３：４７～５６，２０１３）
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