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抄録：東海大学医学部付属八王子病院では２００８年よ
り，神経内科・脳神経外科の病棟に入院中の患者に
対して歯科衛生士・歯科医師・医師・看護師・言語
聴覚士の多職種にてチームを結成し，Oral Man-
agement（以下，OM）に取り組んでいる。今回当院
OMチーム８年間の活動における，介入患者の口腔
衛生状況・OM介入状況をまとめ，OM介入効果に
ついて検討した。２００８年４月から２０１６年３月までに
介入を行った患者は５５４名であった。口腔衛生状況
は，OM介入前後で約５１％の患者に改善が見られ
た。さらに，［舌苔］・［乾燥］・［痰の量］について
も介入前後のスコアに統計学的に有意差を認め，介
入後に大きな改善があった。これらから，OMチー
ムの介入が口腔衛生状況の改善に寄与していること
が示唆された。

緒 言

Oral Management（以下OM）は器質的な面から歯
周病や誤嚥性肺炎の予防，機能的な面から摂食嚥下
機能の改善が期待され１），医科歯科連携の重要項目
である。その中の一つに脳神経外科・神経内科との
連携がある２）。脳神経外科と神経内科の病棟（以下，
脳神経病棟）に入院中の患者は，脳梗塞や脳出血な
どの中枢神経系の障害により，意識障害や摂食嚥下

障害を生じることが多い。そのため，口腔のセルフ
ケアが十分に行えず口腔内が汚染した状態や，開口
保持困難により看護師による口腔清掃を行うことが
困難な場合があり，患者は肺炎を発症しやすい状
況に陥ることが多い。そのため，脳神経病棟の患
者に対して歯科衛生士・歯科医師だけでなく多職種
でOMに携わることが重要であると考えられてい
る３－５）。
東海大学医学部付属八王子病院では２００８年に，脳

神経病棟患者の口腔衛生状況を良好に保つことや，
口腔機能を維持することを目的として，歯科衛生
士・歯科医師・医師・看護師・言語聴覚士の多職種
からなるOMチームを結成した６）。OMチームの主
活動は，２週間に１回の頻度でカンファレンスを実
施し，多職種間で各患者のOM方法について評価
や情報共有を行っている。
OMチームは多職種から構成されているため，ス

タッフ間でOMに関する共通した認識が必要とな
る。そのため，歯科衛生士がOM介入した際には
アセスメントシート（図１）の記載を行っている。ア
セスメントシートの評価項目は，全身評価において
は［原疾患］・［経口摂取の可否］・［呼吸状態］や［麻
痺状態］，OMに関する評価は［口腔衛生状況］や［口
腔清掃時の使用器材］とした。当院で行っている口
腔衛生評価（以下，口腔衛生スコア）は，Eilers Oral
Assessment Guide（以下，OAG）にある唾液・粘膜・
歯と義歯の項目を参考に，OAGの唾液の項目を［乾
燥］，粘膜の項目を［粘膜の出血状況（以下，出血）］，
歯と義歯の項目を［食物残渣］とし，さらに［舌苔］・
［痰の量］の項目を追加し，合計５項目をスコア化し
評価を行っている。評価基準については以下の通り
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設定している。乾燥については唾液の性状及び分泌
の程度を評価し，水っぽくさらさらしている状態を
［なし．０点］，唾液の粘性の亢進及び乾燥が見られ
た場合を［あり．２点］とした。出血及び食物残渣に
ついては，口腔内の出血及び食物残渣の有無で評価
し，［なし．０点］，［あり．２点］とした。舌苔につ
いては，舌苔の付着量が舌全体の１／３以下の場合を
［軽度．１点］，２／３程度付着した場合を［中等度．２
点］，２／３以上に付着している場合を［重度．３点］と
した。痰の量については，痰の付着量が口腔内の面
積の，１／３以下の場合を［軽度．１点］，２／３程度の場
合を［中等度．２点］，２／３以上の場合を［重度．３
点］とした。このスコアの合計点から口腔内汚染度
を，２～４点を軽度，５～７点を中等度，８～１２点
を重度の汚染と分類した（表１）。OMチームでのカ
ンファレンスの際には，これらのスコアを用い，患
者の口腔内衛生状況の評価を行っている。
今回，当院OMチーム８年間の活動における，

介入患者の口腔衛生状況・OM介入状況についてま
とめ，OMチームの介入効果（以下，OM介入効果）
について検討したので報告する。

対象と方法

対象は，２００８年４月から２０１６年３月までの８年間
に，脳神経病棟でOMチームが介入した患者５５４名
とした。このうち，介入前後に口腔衛生スコアの評
価が可能であった患者４２２人を対象とし，OM介入
効果について比較検討を行った。
調査項目は，性別，年齢，原疾患，OM介入状

況，口腔衛生スコアとした。
OM介入効果の比較検討には，対象患者の介入前

後の口腔衛生スコア合計点の変化により，改善の程
度の分類を行った。分類方法は，口腔衛生スコア合
計点が介入後１点以上減少した者を［改善群］，合計
点が介入前後で変化しなかった者を［変化なし群］，
合計点が介入後１点以上増加した者を［悪化群］とし
た。さらにこの［悪化群］のうち，介入後に口腔内汚
染度が中等度・重度であった者を［重度悪化群］とし
た（図２）。重度悪化群については，入院中の経過に
ついて集計を行った。
また，介入前後の口腔衛生スコアについて比較検

討を行った。口腔衛生スコアの［舌苔］及び［痰の量］
の項目は，軽度を［良好群］，中等度及び重度を［不
良群］とし比較検討を行った。統計学的解析には，
口腔衛生スコアの各項目についてはFisher’s exact
test，口腔衛生スコア合計点についてはWilcoxon
符号付順位検定を用い，それぞれ p＜０．０５を有意

口腔衛生スコア （点）

乾燥 なし ０
あり ２

出血 なし ０
あり ２

食物残渣 なし ０
あり ２

舌苔 軽 度（３／１以下） １
中等度（２／３程度） ２
重 度（２／３以上） ３

痰の量 軽 度 １
中等度 ２
重 度 ３

口腔汚染度 合計点

軽 度 ２～４
中等度 ５～７
重 度 ８～１２

表１ 口腔衛生スコア
OM介入時に使用するアセスメントシートの項目のうち，［乾

燥］・［出血］・［食物残渣］・［舌苔］・［痰の量］を数値化し，口腔衛
生スコアとしている。
このスコア合計点から口腔内汚染度を，２～４点を軽度，５～７

点を中等度，８～１２点を重度の汚染と分類した。

図１ 歯科衛生士のOMアセスメントシート
口腔衛生状況に加え，評価時の全身状態

について把握ができる。
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差ありとした。統計学的解析は，統計解析ソフト
SPSS（ver１８．０）を用いて行った。

結 果

対象患者５５４名の内訳は，男性３３６名，女性２１８名
であり，男女比が６：４であった（表２）。年齢は１９
－１００歳（中央値７８歳）であった。原疾患は，脳梗塞
が２５９例（４６％），脳出血が１４２例（２５％）であり，脳血
管疾患が全体の７１％を占めた。
口腔衛生スコアの平均点は，介入前の４．８点から，

介入後には４．２点へ減少し，統計学的に有意差を認
めた（図３）。口腔衛生スコアの変化による分類で
は，改善群は２１６人（５１％），変化なし群９３人（２２％），
悪化群１１３人（２７％）であった（図４）。［乾燥］・［舌

苔］・［痰の量］の３項目も介入後に統計学的有意差
を認めた（表３）。
重度悪化群８２人（１９％）とその他の群３４０人（８１％）

の比較検討では，介入回数・期間において重度悪化
群に延長が見られたが，年齢に有意差は認めず原疾
患においても特徴的な偏りは認めなかった（表４）。
重度悪化群は入院中に，肺炎の発症（誤嚥性肺炎も
含む）２１例，脳血管疾患の再発・進行１１例，廃用の
進行・麻痺の進行９例を認めた（表５）。

考 察

年齢において，脳神経疾患患者を対象とした吉岡
らの報告５）では平均６８．０歳，脳卒中センターに入院
した患者を対象とした片山らの報告７）では平均７０．１
歳であったのに対し，当院では平均７５．４歳であり，
当院のOM介入患者は他施設よりも年齢が高かっ
た。原疾患については，吉岡らの報告５）では脳血管
疾患が約８割であり，当院では約７割であった。こ
れは，当院でOM介入を行う患者は原疾患が多岐
に渡っていることを反映していると考えられる。
本検討では，OM介入患者の５１％に口腔衛生スコ

アの改善が見られた。OM介入した脳神経疾患患者
の口腔衛生状況の変化に関する過去の報告は，我々
が渉猟しえた範囲では認めなかった。口腔衛生スコ
アの項目のうち［乾燥］・［舌苔］・［痰の量］には介入
前後のスコア変化に統計学的な有意差を認め，OM
介入効果を裏付けるものとなった。さらに，口腔乾
燥は不潔物の付着を助長し，口腔衛生状況を悪化さ

表２ 対象患者
２００８年４月から２０１６年３月までにOMチームが介入
を行った患者５５４名の背景とOM介入状況についてであ
る。

年 齢 ７５．４歳
（１９－１００歳 中央値７８歳）

性 別 男性 ３３６例
女性 ２１８例

原疾患 脳梗塞 ２５９例（４６％）
脳出血 １４２例（２５％）
パーキンソン症候群 ２０例（３％）
頭蓋内血腫 １６例（３％）
その他 １２８例（２３％）

介入回数 １－１６６回 平均９回
介入期間 １－４７７日 平均３３．２日

図２ 介入前後の口腔衛生スコア合計点の変化による分類
分類方法は，合計点が介入後１点以上減少した者を

［改善群］・合計点が介入前後で変化しなかった者を
［変化なし群］・合計点が介入後１点以上増加した者
［悪化群］とした。
［悪化群］の中で口腔汚染度の軽度群を除いたものを
重度悪化群とした。

図３ 介入前と介入後の口腔衛生スコアの変化
口腔衛生スコアの平均点は介入前の４．８点から介入後

には４．２点へ減少し，統計学的有意差を認め改善が見ら
れた。
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せる５）と報告があり，当院での検討も同様に口腔乾
燥と舌苔・痰の量は口腔内汚染度を反映している
ものと考えられた。［出血］の項目は，今回の検討
では介入前後のスコアの変化に有意差は認められ
なかったが，出血［なし］の患者は，介入前が３５７名
（８４．６％），介入後には３７２名（８８．１％）へ増加してい
た。［食物残渣］の項目についても，統計学的有意差
が認められなかったが，これは介入患者が病状の回

表３ 介入前後の口腔衛生スコアの変化
［舌苔］・［乾燥］・［痰の量］について，介
入後の口腔衛生スコアに統計学的有意差を
認めた。

項目 介入前 介入後 p値

乾燥 なし ２０１例 ２４４例
＜０．０１

あり ２２１例 １７８例

出血 なし ３５７例 ３７２例
０．１５

あり ６５例 ５０例

食物残渣 なし ３９１例 ３８４例
０．４５

あり ３１例 ３８例

舌苔 軽 度 １８０例 ２５７例
＜０．０１中等度 １６０例 １１９例

重 度 ８２例 ４６例

痰の量 軽 度 ２４４例 ２７３例
０．０４中等度 １２３例 １２５例

重 度 ５５例 ２４例

表４ 重度悪化群とその他の群の比較
介入回数と介入期間は重度悪化群に延長が見られた。

項目 重度悪化群 その他の群

年齢 ７６．２歳 ７５．１歳
（４０－１００歳 中央値７８歳）（２０－９９歳 中央値７８歳）

原疾患 脳梗塞 ４０例（４８％） １５３例（４５％）
（重複有） 脳出血 ２１例（２５％） ９２例（２７％）

その他 ２２例（２７％） ９７例（２８％）
介入回数 ３－５６回 平均１１．５回 ２－１６６回 平均９．９回
介入期間 ７－１９１日 平均４５．７日 ２－４７７日 平均３６．７日

表５ 重度悪化群の入院中の経過
重度悪化群では，入院中に全身状態の悪化

が見られた。

入院中の経過 症例数
（重複有）

肺炎の発症（誤嚥性肺炎も含む） ２１例
脳血管疾患の再発・進行 １１例
廃用の進行・麻痺の進行 ９例
重症多臓器不全・心不全・腎不全 ７例
尿路感染・敗血症 ６例
終末期患者（悪性脳腫瘍）・癌の発症 ５例
痙攣やてんかん発作の繰り返し ３例
肺嚢胞の破裂 １例
下血 １例

図４ 介入前後の口腔衛生スコア汚染度の患者の分布
改善群は２１６人（５１％），変化なし群９３人（２２％），悪化群１１３人（２７％）であった。
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復に伴い，介入時には行えていなかった経口摂取が
可能となり食物残渣の付着が見られるようになり，
一部の患者でスコアの悪化があったと考えられた。
角田らの報告８）では，終末期患者において原疾患

の病状進展とOAGスコアの経時的推移との間には
相関があるとされており，本検討においても重度悪
化群に全身状態の悪化傾向が見られた。このことか
ら，全身状態が悪化傾向にある患者は，口腔衛生状
況も悪化する可能性が高いと考え，口腔衛生状況が
悪化する以前に多職種で連携を取り，OMの強化を
図ることが必要であると考える。
本検討では，介入患者の５１％に口腔衛生スコアの

改善があり，OMチームの介入が口腔衛生状況の改
善に寄与していることが示唆された。小山らの報
告９）にも，チームでのOM介入により口腔衛生状況
が改善する可能性について報告している。我々は
OM介入効果をさらに向上させることを目指し，よ
り連携の取れたチームでのOMを行えるよう，活
動内容の見直しを行い，２０１６年４月より４週に１回
介入患者に対してOMチームでの病棟ラウンドを
開始した。多職種間で口腔観察及び評価をすること
により，患者の口腔衛生状況についての共通の認識
が持てるようになった。さらに，歯科衛生士から看

護師・言語聴覚士に対して，OM方法について直接
指導が可能となり，歯科衛生士以外でも口腔衛生状
況に合わせたOMが施せるようになった。また，
ラウンド実施前にアセスメントシート（図５）を用
い，全身状態については看護師，嚥下状況について
は言語聴覚士，OMについては歯科衛生士が各職種
の専門性を活かし，患者評価を分担している。事前
に多職種が患者の評価を行うことで，各職種の専門
性を生かした情報が共有できるようになった。横塚
ら１０）も，専門性を生かしたチーム連携は重要である
と報告している。各職種によるアセスメントの分担
化は，歯科衛生士が把握することができない全身状
態や治療経過，嚥下状態などの情報収集が可能にな
り，より効果的なOMプランの作成が可能となった。
今後の課題は重度悪化群の口腔衛生状況の改善で

あると考える。そのためには，口腔衛生スコアの悪
化した患者について，カンファレンス時以外でも早
期にOMチーム内で情報共有を行うことが必要で
あり，その環境作りが必須であると考える。また，
歯科衛生士の役割として，OM介入だけでなく，よ
り効果的なOMがチームで行えるよう活動内容に
ついてマネージメントを行う立場を担っていきたい。

図５ ラウンド用アセスメントシート
全身状態を看護師，嚥下状況を言語聴覚士，OMに関する内容を歯科衛

生士が記載している。

３５０ 平山，他：脳神経病棟における口腔機能管理の検討
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結 語

脳神経病棟の患者のOMは重要である。歯科衛
生士・歯科医師を中心とした多職種でのOMチー
ムで介入することにより口腔衛生状況の改善が図れ
た。歯科衛生士や歯科医師に加え医師，看護師，言
語聴覚士の多職種からなるチームでの介入は職種ご
との専門性が活かされ，より効果的なOMが可能
になる。チームでの円滑な連携を図るために歯科衛
生士の果たす役割は大きい。
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In ２００８，Tokai University Hachioji Hospital established an oral management（OM）team comprised of
dental hygienists，dentists，medical doctors，nurses，and speech-language-hearing therapists for patients
who are admitted to the neurology and neurosurgery ward． Over the last ８ years，we have calculated
oral hygiene scores for patients on this ward，and a total of ５５４ patients underwent OM interventions be-
tween April２００８and March２０１６． The oral hygiene scores of５１％ of the patients were improved by the
OM interventions． Significant improvements in the total score，tongue plaque，oral dryness，and the
quantity of intraoral sputum were detected after the team’s interventions（Wilcoxon signed rank test and
Fisher’s exact test，p＜０．０５）． Thus，the team’s OM interventions contributed significantly to improving
the patients’ intraoral hygiene． （The Shikwa Gakuho，１１７：３４６－３５１，２０１７）
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