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１.はじめに 
 

お口には「話す」「食べる」「呼吸する」などの機能があります。ほとんど会話もせず、食

事も口から摂取できないといった状況などが続くと、使わない機能はどんどん低下してい

くことが知られています。そのような中でも口腔ケアを行うことで機能やＱＯＬの向上が

期待できます。また、口腔ケアにより、虫歯や歯周病を予防することができるということ

はご存じの方も多いと思いますが、全身の健康にも関わるといわれています。嚥下機能が

低下している方にとっては「誤嚥性肺炎の予防」にもなります。口腔ケアを行うことで、

口の細菌を減らすことができ、細菌が原因となる誤嚥性肺炎を防ぐことができます。口腔

ケアの必要性を理解し、日々の口腔ケアをより効果的に行いましょう。口腔内の細菌の数

を御存知ですか？歯がある人の場合、口腔内には300～400種類の細菌が存在し、その数は、 

 

 

 

肺炎発症率と発熱発生率 

下記のグラフは全国11ヵ所の特別養護老人ホームで専門的に口腔ケアを実施した人と実施

しない人に分けて、2年間にわたり肺炎発症率と発熱発生率を追跡調査した結果です。 

(※要介護高齢者に対する口腔衛生の誤嚥性肺炎予防効果に関する研究：米山 武義、吉田 光由他 日歯医学会誌 2001) 

その結果、専門的口腔ケアを実施した人は、実施しなかった人に比べて、肺炎を発症した

人数、肺炎による死亡者数、発熱者数が統計学的に低いという結果が得られました。口腔ケアを適

切に行い口腔内の汚れを取り除くと、唾液の分泌も促進されて自浄作用が働き、口腔内の細菌増殖

は抑制されます。たとえ微小吸引が起こっても、ただちに肺炎を発症する可能性が低くなります。

実際には、起床時、毎食後、就寝前に口腔ケアを行います。特に、寝る前の口腔ケアが効果的です。 

よく磨く人の口腔内細菌数      1000～2000 億個 

あまり磨かない人の口腔内細菌数   4000～6000 億個 

ほとんど磨かない人の口腔内細菌数   1 兆個（！！！） 
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２.口腔内のチェックリスト 
 
 

○虫歯や歯周病のチェック 

□ ①歯に穴があいている。歯がかけている。 

□ ②歯の付け根の部分が黒くなっている。 

□ ③冠や詰め物がはずれている。 

□ ④歯が痛い。熱いもの、冷たいものがしみる。 

□ ⑤歯ぐきが赤く腫れている、出血している。 

□ ⑥指でおしたり、噛み合わせると、歯がグラグラ動く。 

□ ⑦口臭がひどい。 

 

○入れ歯の状態チェック 

□ ⑧入れ歯が軽く口を開けただけで落ちてくる。 

□ ⑨入れ歯が割れたり、ヒビが入っている。 

□ ⑩入れ歯が明らかに不衛生で磨いても落ちない汚れがある。 

□ ⑪入れ歯の下の歯ぐきに赤い傷ができている。触ると痛がる。 

□ ⑫バネのかかる歯がかけている。 

□ ⑬入れ歯が動いて食べ物がうまく噛めない。 

 

○お口の清潔状態チェック 

□ ⑭舌の上に白いコケのようなものがこびりついている。 

□ ⑮麻痺した側の頬に食べ物が残ったままになっている。 

□ ⑯口の中が乾燥している。 

□ ⑰痰や食べかすが口の中にこびりついている。 

 

○飲み込みのチェック 

□ ⑱食べるのに時間がかかるようになった。食べる量が減った。 

□ ⑲ムセや痰が多くなった。食後の後、のどがゴロゴロいう。 

□ ⑳発熱を繰り返す。 

 

 
 
 

⇒「ケアの徹底・歯科受診検討」

⇒「歯科受診検討」 

⇒「ケアの徹底・ST 処方検討」

⇒ST 処方検討 
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３.実際の口腔ケア 
 

Ａ：基本的口腔ケア 

・看護師、介護士による日常生活行為の援助を目的とした日常的な看護行為。入院中の患

者様が日々行う口腔ケアがこの基本的口腔ケアです。 

Ｂ：機能的口腔ケア 

・言語聴覚士によって口腔器官の運動機能向上や口腔内環境の改善、嚥下機能向上を目的

とした訓練的な口腔ケアが機能的口腔ケアにあたります。 

Ｃ：専門的口腔ケア 

・歯科医師・歯科衛生士による診察・専門的な治療を目的とした行為。齲蝕治療や義歯作

成だけではなく患者様、スタッフに対する日々の口腔ケア指導や訓練への指導も含まれま

す。 

  

  

それぞれに関わる職種が連

携し、継続的に患者様と関

わっていくことが大切！！ 

ＱＯＬ向上

基本的口腔ケア

（看護師・介護士）

専門的口腔ケア

（歯科医師・衛生士）

機能的口腔ケア

（言語聴覚士）
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4.基本的口腔ケア 
 

 患者に説明・同意 

 

道具をそろえる  体位を整える 

 口内を観察する 

 

 入れ歯を外して洗う  入れ歯をつける 

 ブラッシング・粘膜清掃   

 

 うがい、拭きとり  保湿 

 

乾燥があれ

ば保湿剤を

使用しよう 
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4.基本的口腔ケア 

 患者に説明・同意 

「口腔ケアをさせて頂きます」など 
といった声かけを最初に必ず行いま 
しょう。声かけをしてケアをする事 
はインフォームドコンセントとして 
もですが、その際の反応を伺うことで、 
患者様の状態を確認する意味でも重要 
です。 
 
 
 
 
 

道具をそろえる 
「基本準備物」 

 

 

 

歯ブラシ、コップ、歯みがき粉などは基本的準備物として患者様へ用意して頂きますが、「吸

引ブラシ、舌ブラシ、スポンジブラシ」などはケア状況に応じて患者様へ個別に購入を依

頼します。 

※売店で購入できる物品は（P16～P18）に記載。その他は薬局などで購入可能です。 

 

①歯ブラシなどのケアグッズ 

②手袋 

③ガーゼ 

④ビニール袋（小） 

⑤ガーグルベース 

⑥フェイスタオル 

⑦トレイ 

 

③

② 

④ 

⑥ ① 

⑤ ⑦
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4.基本的口腔ケア 

道具をそろえる（※⼭部⻭科医院・摂⾷機能研究会） 
 

 

  



8 
 

4.基本的口腔ケア 
体位を整える（安全で疲れにくい体位） 

 
全身状態や ADL などに応じて、適切な体位 
を整えます。座位や半座位は誤嚥しにくい体 
位とされていますが、重要なのは患者様に安

楽な姿勢をとってもらうことです。また、ケ

ア時に頭部をやや前屈した状態にすると誤嚥

を防ぐのに有効です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
身体が下にずれているため、患者様にとって

窮屈な姿勢となっています。 
ギャッジアップする前、ベッドの上部へ上が

ってもらいましょう。 
また、ベッドの足元のギャッジを少し上げた

り下腿部にクッションを入れておくと、身体

がずり落ちを防ぐことができます。 
 
 
 
 
頭部が後方へ反り、顎が上がった状態になっ

ています。このままケアをすると唾液などを

誤嚥してしまうかもしれません。 
後頭部にクッションを使用し、軽く顎を引い

た状態にセッティングしましょう。 
また、ケア時にベッドの高さを上げるとケア

しやすくなります。 
 
 

わるい例① 

わるい例② 



9 
 

4.基本的口腔ケア 
⼝腔内を観察する 

 
ケアをする前は必ず口腔内を観察するようにしましょう。まずは義歯を装着している状態

で、しっかりと義歯が適合しているか確認。そのあと義歯を外して、口腔内の汚れている

部分や傷などの異常がある部分はないか確認しましょう。  

健康な歯の状態 

健康な舌は表面がザラザラしています。舌の表面がツルツ

ルになっていたり（扁平舌）白っぽくなっていたり（舌苔）

黒ずんでいたり（黒毛舌）する場合はケアや歯科医師によ

り治療が必要です。 

健康な粘膜の状態 

健康な歯は薄い象牙色をしています。黒ずんだ部分は虫歯

の可能性があります。指などで軽く触れて動揺する場合は

歯肉などの異常が考えられます。 

健康な舌の状態 

健康な口腔粘膜は適度に湿潤していて張りがあり、薄いピ

ンク色をしています。粘膜が乾燥していないか、痰が張り

付いていないかなど確認するようにしましょう。 
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4.基本的口腔ケア 
⼊れ⻭を外して洗う 

義歯は食事を行う際に重要であるということは周知されていますが、それ以外にも、構音・

発声機能の維持、口腔機能の廃用予防、審美性の維持など様々なメリットがあります。ま

た、義歯を装着している方でも、不適合義歯、破損義歯破損、不衛生な義歯を使用してい

る場合は、残りの歯が傾いたり、歯肉が減退したり、歯肉炎になったりといった問題がで

てきます。清掃しながらそういった問題はないか評価を行いましょう。義歯の作製や調整

が必要な際は歯科受診（P16）を依頼しましょう。 
 

☆義歯ケアの方法☆ 

義歯を磨く時は、義歯をしっかりと持ってブラシを入れ歯の中央から端に向けて動かすよ

うにしましょう。義歯の裏側や金具の部分は磨き残しが多いので注意しましょう。 
 
～ケアする際のポイント～ 
①流水で流しながらブラッシングする（お湯は義歯が変形するため使わない） 
②部分義歯を歯に固定する為の留め金の部分は、強く握らない 

③歯磨き粉は使用しない（義歯が削れてしまうため） 
④金具の部分も忘れずに磨く 
⑤ヌルヌルが取れているか確認する 
 

ヌルヌルの正体→生きている細菌 

水で流した程度では落ちないので、必ずブラシを使って落とすことが必要 
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4.基本的口腔ケア 
⼊れ⻭をつける 

 

義歯を磨いた後は、保存容器に入れます。保存容器には水を張り、その中に義歯をつけて

保存し、水は毎日変えましょう。（義歯が渇くとひび割れや変形する原因になります） 

夜間は口内炎を予防するために、義歯を外して就寝しましょう。特に小さな部分義歯は夜

間の誤飲の原因となりますので、外し忘れに注意して下さい。 

外した入れ歯は義歯洗浄剤につけ、翌朝よく流水で洗ってから装着しましょう。 

 

☆義歯洗浄剤の使用☆ 

義歯についた細菌の繁殖を防ぐためのものです。 
義歯洗浄剤を使用したからといって、ブラシで義歯を磨かなく

てもいいということにはなりません。 
 
 
 
～義歯洗浄剤使用時の注意点～ 
義歯に義歯洗浄剤が付着したまま口に入れると口の中が炎症

を起すことがあります。 
義歯洗浄剤を使った後は、必ず流水下でブラシを使用し義歯の

汚れを落としてから入れ歯をつけるようにしましょう。 
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4.基本的口腔ケア 
粘膜清掃・ブラッシング 

☆口腔ケアのポイント☆ 
歯磨きの際は次のところを重点的に磨くように心がけてみましょう。汚れが多くても、「や

さしく」磨くのが基本です。磨きにくいポイントに注意して毎日正しく歯磨きを続けてい

れば歯垢は取り除くことができ、歯への付着をある程度防ぐことができる。 
 
ポイント① 毛先をしっかりとあてて磨く 

ポイント② 軽い力で磨く 

ポイント③ 小刻みに動かして磨く 

 
①～③のポイントに注意して、下の磨き残しの多い部分を重点的に磨きましょう。 
 

【磨き残しの多い部分】 

 
 

☆口腔内粘膜のケア☆ 
口腔内が乾燥している場合は、粘膜を傷つけることのないように、まず保湿剤などを塗り

ましょう。その後、スポンジブラシやガーゼを水に浸し、軽く絞ってから下の図のように

清掃しましょう。 

 

 

 

 

 
口腔内保湿 スポンジブラシ ガーゼを準備 清掃手順 
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4.基本的口腔ケア 
うがい、拭き取り 

コップや吸い飲み、ストロー等を使って口に含み、口を閉じてブクブクとうがいをして、

ガーグルベースへ吐き出してもらいましょう。その際に、水分を誤嚥することのないよう

にしっかりと前屈みの姿勢をとってもらいます。うがいが自分で出来ない患者様は、ガー

ゼなどでしっかりと拭き取りましょう。 
 

☆うがい介助のポイント☆ 
①軽く前屈した状態で水を含んでもらう。 
②ガーグルベースを準備する。 
③ぶくぶくとうがいをしてもらう。 
④ガーグルベースへ吐き出してもらう。 
 
※口腔機能が低下している患者様は水分を完全

に吐き出すことが出来ず、口の中に水分が残っ

ていることがあり、誤嚥の原因となるので注意

が必要です。 
 

保湿 
 

口腔内が乾燥する患者様は、最後に保湿剤を塗って終わりましょう。多めにべったりと塗

るのではなく、指で薄く伸ばしたら薄く全体的にぬりましょう。 
※保湿剤を塗れば完全に乾燥が防げるわけではありません。乾燥が強い患者様へは、定期

的なケアを行いながら保湿剤を併用していきましょう。 
  

手の甲に適量を出し、人差し指で

伸ばします。 

唾液と混ぜながら、頬、口蓋、舌、

歯茎など全体的に薄く塗ります。 
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5.機能的口腔ケア 
 
口唇や舌には口に入った食べ物をまとめる、食べ物を左右の奥歯に運ぶ、そして飲み込む

ためのとても重要な役割があります。また、食べ物のみならず唾液などの分泌物を口腔内

に潤滑させ飲み込む働きがあります。口腔の運動機能が低下している患者様はこれらの自

浄作用が低下しているため、口腔内の衛生を保つことが難しい場合が多いです。そのため

機能的な訓練を行い、口腔機能の維持・向上を図ることが重要となります。 
 

⼝腔顔⾯マッサージ（徒⼿的） 

 
 

⼝腔顔⾯マッサージ（スポンジブラシなどを使⽤） 
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6.専門的口腔ケア 
 
高齢者の大半は歯科的な疾患をもっていますが、その問題点を取り除かないまま口腔ケア

を行っても十分な効果を得ることは難しいです。そのため患者様の最も近くにいる看護師

や介護士、言語聴覚士などが歯科医師による専門的口腔ケアをコーディネートし、その治

療や日常的なケアに対する指示を仰ぐことで質の高い口腔ケアを患者様へ提供することが

可能となります。 

 

専⾨的⼝腔ケア（⻭科受診）を必要とする例 
①歯冠修復（齲蝕歯の修復、充填等） 
②歯周処置（歯周病治療等） 
③欠損・補綴（義歯の新規作成・調整等） 
④外科（抜歯等） 
⑤指導（口腔ケア指導、嚥下指導等） 
 
 
 
 

⻭科受診を依頼する際の流れ 
 

 

 
 

評価・報告

•患者様の口腔内を観察し問題点を評価。

•主治医へ問題点を報告。

確認・相談

•入院期間や全身状態など確認。

•本人・ご家族へ治療意思の有無を確認。

•主治医へ歯科受診の必要性について相談。

依頼

•主治医が診療情報提供書（紹介状）を作成。

•ことぶき歯科へ連絡を取り往診の日程を決める。

歯科受診が

必要では？ 
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7.売店で購入可能な口腔ケア物品 
 

ビトウィーン歯ブラシ 
一般的な歯ブラシ。毛先

が柔らかいので介助磨き

を行う際も、歯茎を傷つ

けにくい。 
 
 
 
 
 
￥１９４ 

エラック 541（エクストラソフト） 
柔らかい毛先と大きめ

のヘッドが特徴口腔粘

膜、義歯、舌等の清掃 
が可能で残歯が少ない

方に対してのケアに適

している。 
 
 
 
￥３３６ 

 

マウスピュア口腔ケアスポンジ 
スポンジと弾力性に優れ

たプラスチック製の柄を

採用。口腔内の粘膜清掃

や舌の清掃も可能。 
 
 
 
 
￥５５ 

 

 

柄付きくるリーナブラシ 
頬や唇の内側、上顎、舌など

のお口の粘膜や、口内に残っ

た残渣・痰を清掃するための

専用ブラシ。残っている歯が

少ない高齢者や要介護の方に

おすすめ。 

 

 

￥６１５ 
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7.売店で購入可能な口腔ケア物品 
 

マウスピュア舌ブラシ 
極細毛のブラシが舌の凹

凸にフィットし舌苔など

の舌の汚れを効果的に除

去します。弾力があり舌を

傷つけにくいのが特徴。 
 
 
 
￥７８０ 

 

吸引ブラシ 
歯ブラシとチューブを

一体化。吸引機に接続す

れば、口腔内に溜まった

唾液や痰を吸引除去し

ながら、歯の清掃を安全

に行なえます 
 
 
￥５４０ 

 

吸引くるリーナブラシ 
柄付くるリーナブラシに

吸引用チューブが付いた

タイプで、誤嚥を防ぎな

がらの口腔ケアが行なえ

ます。 
 
 
 
￥６６０ 

 

マウスモイスト 
口腔内乾燥や唾液分泌の

少ない方へ、口腔内、口

唇の保湿剤です。爽快感

のあるミント味。 

 

 

 

￥９４５（小） 

￥３．１７０(大) 
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7.売店で購入可能な口腔ケア物品 
口腔ケアウェッティー 
スッキリとした爽快感のあ

る使い心地が特徴の、拭き取

りタイプの口腔ケア用ウエ

ットティシュです。歯・歯

茎・舌などの汚れを拭き取

り、お口の中を爽やかな状態

に保ちます。 
 
￥８６４ 

 

指ガード 
親指や人差し指などに「指

ガード」を装着し、患者様

に咬んでいただき、開口を

保持します。開口した隙間

からブラシ等を挿入し、口

腔ケアを行うことが可能

です。 
 
￥５５０ 

 

ポリデント 
酵素入りの入れ歯洗浄剤

です。匂いの原因プラー

クを取り、頑固なヤニを

取り除きます。入れ歯を

清潔にすることで義歯性

口内炎の予防にも。さわ

やかなミントの香り。 
 
 
￥１．０５０ 

 

 

 

新ポリグリップ S 
入れ歯の上で伸ばしやす

いクリーム状の入れ歯安

定剤です。唾液などの水分

を含むと粘着性を発揮し、

入れ歯を安定させます。金

属床の入れ歯にも使えま

す。さわやかなミントの香

り 

 

￥８５０ 
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Name 




