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抄録：口腔微生物は誤嚥性肺炎や心内膜炎の原因ともなり，口腔清掃を行うことで誤嚥性肺炎の予防
につながると言われている。本研究は口腔微生物の温床の一つである舌背に着目し，要介護高齢者に
対する口腔清掃に洗口剤および口腔保湿剤を用いた際の舌表面の微生物数と湿潤度に対する影響を評
価することを目的とした。脳血管障害のため入院中で，含嗽の不可能な入院患者６０人を対象とし，口
腔清掃時の洗口剤と口腔保湿剤の使用の有無によって４群にランダムに群分けした。群分けに基づい
て口腔清掃を２週間実施し，舌表面総嫌気性菌数，舌苔付着程度および舌表面湿潤度についてその変
化を比較検討した。その結果，舌表面微生物数および舌苔付着程度の抑制，さらに舌の湿潤度の向上
には，物理的清掃だけでなく洗口剤と口腔保湿剤とを併用して清掃することが最も効果的であること
が明らかとなった。

われている９，１０）。竜らは，無歯顎者の唾液中総嫌気
はじめに

性菌数に舌苔付着程度やデンチャープラーク付着程
口腔微生物は口腔内の感染症だけでなく全身疾患 度などが関係することを明らかにした１１）。また，安

の原因ともなる１，２）。中でも誤嚥性肺炎は，口腔内や 井らは無歯顎者の口腔内にも歯周病原性細菌が存在
咽頭に存在する口腔微生物の不顕性誤嚥によって発 し，特に舌背，義歯床粘膜面および人工歯に高い率

－症することが明らかとなっており３ ５），高齢者の主 で検出されることを示した１２）。これらの報告によ
－な死因の１つと言える６ ８）。過去の研究において， り，口腔内微生物は歯だけでなく舌背や義歯を温床

口腔清掃を行うことで口腔内微生物が減少し，口腔 としており，無歯顎者では特に舌背および義歯の効
内疾患や誤嚥性肺炎のリスクが減少したという報告 果的な清掃が，有効な口腔微生物の抑制手段であり
があり，効果的な口腔清掃を行って口腔内微生物数 誤嚥性肺炎など全身疾患のリスクを減少させること
を抑制することが誤嚥性肺炎の予防につながると言 にもつながると考えられる。
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近年，多くの国で高齢化が進んでおり介護の必要
な要介護高齢者も増加している１３）。要介護高齢者は
口腔内を自分自身で清掃することが困難な場合が多
く，清掃を介護者が行うことが必要である。しかし
介護者による口腔清掃の必要性の不十分な理解や，
介護者のマンパワー不足などにより，要介護高齢者
の口腔清掃を十分に行うことができず口腔内清掃状
態が不良となっていることも多い１４）。
口腔清掃においては各種ブラシだけでなく，洗口

剤や口腔保湿剤が用いられる。しかし，要介護高齢
者の口腔清掃における洗口剤や口腔保湿剤の必要性
や，それらを単独で用いるのが効果的であるのか，
または併用して用いるのが効果的であるのかなどと
いった使用法については明らかになっているとは言
えない。本研究は，要介護高齢者の口腔清掃に洗口
剤および口腔保湿剤を使用した場合の舌表面の微生
物数と湿潤度に対する影響を評価することを目的と
した。

研究方法

被験者は脳血管疾患のため入院中で，日常的に看
護師による口腔清掃を受けている含嗽の不可能な入
院患者６０人（男性２９人，女性３１人，平均年齢８３±５
歳）とした。本研究は東京歯科大学倫理審査委員会
の承認を得て行った（＃４５３）。
被験者は歯面清掃法および舌清掃法により，ラン

ダムに４群に分けた（表１）。群分けに基づいて，歯
面清掃および舌清掃を行った。歯面清掃は，洗口剤
（コンクールマウスリンス，ウェルテック）または水
道水に浸漬した歯ブラシ（Dent EX，ライオン）を用
いて３分間行った。舌清掃は，洗口剤か水道水に浸
漬した舌ブラシ（タングメイト，亀水化学工業）で，
舌分界溝前方から舌尖へ一方方向に清掃圧１００gf に
て左右側５回ずつ行った。その後，口腔保湿剤を塗

布する群については，舌スクレーパー（タングッド，
モルテン）を用いて口腔保湿剤（コンクールマウス
ジェル，ウェルテック）を１g舌背にまんべんなく
塗布した。この口腔清掃を歯科医師または看護師が
１日１回行い，２週間実施した。
開始時と実施２週間後に舌表面総嫌気性菌数，舌

苔付着程度および舌表面湿潤度を計測した。舌表面
総嫌気性菌の計測にあたっては舌正中溝上の舌分界
溝前方部１cmより綿棒を用いて採取したものをサ
ンプルとした。サンプルを PBS に浸漬後，階段希釈
したものを血液平板培地に播種し，３７℃にて１週間
嫌気培養し CFU計測した。舌苔付着程度の評価に
は，Shimizu らの tongue coating index１５）を用いた
（図１）。舌表面湿潤度は，口腔水分計（ムーカス，
ライフ）にて舌先端から１cmの舌背中央を３回計
測し，平均値を算出した。計測後，舌表面総嫌気性
菌数の減少率，舌苔付着程度の減少率および舌表面
湿潤度の増加率を算出した。
統計解析は，清掃前における舌表面総嫌気性菌数

について，各群間での比較を  Kruskal-Wallis 検定
後，Sheffe 検定にて検討した。また，舌苔付着程
度および舌表面湿潤度については，各群間での比較
を一元配置分散分析後，Bonferroni 検定にて検討
した。２週間口腔清掃実施による舌表面総嫌気性菌
数と舌苔付着程度の減少率および，舌表面湿潤度
の増加率をそれぞれの項目について各群間の比較
を一元配置分散分析後，Bonferroni 検定にて検討し
た。統計解析には SPSS for Windows ２１．０J（SPSS
Chicago, IL, USA）を用い，有意水準は０．０５とした。

結 果

実験開始時の舌表面総嫌気性菌数，舌苔付着程
度，舌表面湿潤度の結果を表１に示す。開始時につ
いてはどの計測項目についても，各群間に統計学的

表１ 清掃法による群分けと各群の開始時の舌表面微生物数，舌苔付着程度および舌表面湿潤度の平均値（±SD）

舌表面微生物数 舌苔付着程度群 歯面・舌清掃法 保湿剤の応用 （×１０８CFU） （％） 舌表面湿潤度

M＋m 洗口剤の使用 有り ２．３０ ±１．００ ６３．７±１６．０ １３．２±５．５０ 

M 洗口剤の使用 無し ２．２０ ±１．００ ６１．９±１０．０ １３．９±５．８０
W＋m 水の使用 有り ２．２０ ±１．２０ ６０．３±１１．９ １３．６±５．３０ 

W 水の使用 無し ２．２０ ±１．５０ ６１．９±１７．３ １３．７±５．７０
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図１ 舌苔付着程度の評価法

有意差は認められなかった。
２週間清掃実施時の舌表面総嫌気性菌数の減少率

を図２に示す。いずれの群も清掃の実施により菌数
は減少していったが，２週間後の減少率について
M＋m群とW＋m群（P＝０．００３），M＋m群と W群
（P＝０．０００），M群と W群（P＝０．００１）との間に統計
学的有意差が認められた。２週間清掃実施時の舌苔
付着程度の減少率を図３に示す。いずれの群も清掃
の実施により舌苔付着程度は減少していったが，
２週間後の減少率について  M＋m群と  W群（P＝
０．０１０）との間にのみ統計学的有意差が認められた。

２週間清掃実施時の舌表面湿潤度の増加率を図４
に示す。いずれの群も清掃の実施により湿潤度は
増加していったが，２週間後の増加率について M
＋m群と M群（P＝０．００４），M＋m 群とW群（P＝
０．０００），W＋m群と W群（P＝０．０３３）との間に統計
学的有意差が認められた。

考 察

要介護高齢者は舌背が乾燥しており，舌苔や角化
変性物が大量に付着していることが多く口腔清掃状
態は不良な場合が多い１６，１７）。本実験の被験者におい

図２ ２週間清掃後の舌表面微生物数の減少率（M＋m：洗
口剤・口腔保湿剤使用，M：洗口剤使用，W＋使用：
水・口腔保湿剤使用，W：水使用）

図３ ２週間清掃後の舌苔付着程度の減少率（M＋m：洗口
剤・口腔保湿剤使用，M：洗口剤使用，W＋使用：水・
口腔保湿剤使用，W：水使用）

― １１ ― 
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図４ ２週間清掃後の舌表面湿潤度の増加率（M＋m：洗口
剤・口腔保湿剤使用，M：洗口剤使用，W＋使用：水・
口腔保湿剤使用，W：水使用）

ては，舌表面湿潤度は平均１３．７±５．４であり口腔乾
燥の指標とされている２７未満１８）であったことから本
実験の被験者は全員口腔乾燥状態にあったといえ
る。また，舌表面微生物数は平均２．２×１０８±１．２×

８１０CFUであり，Sachdeo らの研究において示され
た健常高齢者の舌表面微生物数１９）を大きく上回って
いた。過去の研究により舌表面微生物は唾液と同様
の微生物叢を示すことが報告されており１９，２０），舌表
面微生物の増加は唾液中微生物数の増加をもたらす
ことが考えられる。そのため本研究の被験者は唾液
の不顕性誤嚥による誤嚥性肺炎発症のリスクも高い
可能性がある。口腔清掃により各群とも舌表面総嫌
気性菌数は減少したが，その減少率は洗口剤を用い
た M＋m群と M群で大きかった。これは，洗口剤
中の殺菌成分が舌背深部まで浸透して効果を発揮
し，物理的清掃効果に加えて化学的清掃効果が発揮
されたためと考えられる。
舌苔付着程度については，２週間後の洗口剤と保

湿剤を併用したM＋m群と水のみを用いた W群と
の間にのみ統計学的有意差が認められた。舌苔の構
成成分は食渣や舌表面沈着物であり，舌の表層に存
在する舌苔に関しては舌ブラシによる物理的清掃に
よる除去の効果が高いと考えられる。Shimizu ら
は，舌苔スコアが高いと付着している微生物数も多
くなると報告している１５）。本研究においては，開始
時の舌苔付着度（TCI）が平均６１．９±１４．０％であり，
今回の被験者の舌苔付着程度は Ryu らが報告した
健常な高齢者における舌苔付着程度の値である５６．２ 

±１１．２％１１）とあまり変わらなかった。しかし，洗口
剤を用いて清掃した群と用いずに清掃した群とを比
較すると，舌表面嫌気性菌数は１週間後から減少率
に統計学的有意差が認められたのに対し，舌苔付着
程度は認められなかった。これらのことは，健常高
齢者と要介護高齢者とでは舌表面微生物数と舌苔付
着程度の関係が異なる可能性を示唆している。
舌表面湿潤度に関しては，清掃後の湿潤度の増加

率が M＋m群と W＋m群とで大きかった。浸潤さ
せたブラシを使用しての清掃でもある程度の効果は
あり，また本研究で用いた洗口剤にもラクトフェリ
ンなどの保湿成分が含有されているが，それだけで
は湿潤効果は限定的であり，口腔保湿剤を併用した
方が効果的であると考えられる。口腔保湿剤にはリ
キッドタイプとジェルタイプとがあるが，我々の先
行研究により蒸散性の高いリキッドタイプよりも蒸
散性の低いジェルタイプを用いる方が湿潤度を長時
間高く持続させることが明らかとなっている２１）。本
研究で用いた口腔保湿剤は乳清タンパクやラクト
フェリンといった保湿成分を含有し，かつ蒸散性の
低いジェルタイプであったため，湿潤効果が大き
かったと考えられる。口腔保湿剤は，舌乳頭間に浸
潤して舌に滞留すると考えられるが，本研究の被験
者は開始時の舌表面湿潤度が低かったため，乳頭の
深部にまで舌への沈着物が乾燥状態で存在していた
と考えられる。このため，清掃開始当初には深部の
沈着物は除去しきれず，舌に滞留する口腔保湿剤も
少なかったと考えられる。しかし，舌清掃の継続に
より深部の沈着物が除去され舌乳頭が露出すること
により，口腔保湿剤が停滞しやすくなり，清掃２週
間後には口腔保湿剤を使用した群としていない群と
で舌表面湿潤度の増加率に統計学的有意差を認める
ようになったと考えられる。
このような状態においては，舌乳頭に保湿剤が滞

留しているために新たな微生物の付着が抑えられる
と考えられ，舌清掃を継続することにより口腔清掃
状態を良好に維持することができると考えられる。
本研究結果より要介護高齢者に対する口腔清掃で

は，ブラシによる物理的清掃に加え，舌表面細菌数
の抑制には洗口剤の使用が，また舌表面湿潤度の向
上には蒸散性の低いジェルタイプの口腔保湿剤の使
用が効果を発揮することが明らかとなり，両者を併

― １２ ― 
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用して清掃を行うことが最も効果的であることが示
唆された。

まとめ

要介護高齢者に対する舌表面微生物数や舌苔付着
程度の抑制や舌の湿潤度の向上には，舌背の物理的
清掃だけでなく，洗口剤と保湿剤とを併用して清掃
することが最も効果的であることが明らかとなった。
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