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看護師が担う口腔ケアの現状と
歯科が協働する緩和ケアチームの活動

近年，緩和医療における口腔ケアが看護師を中心として実践されているが，さまざまな状
況下で口腔の病態の把握と対処方法に悩み，模索する施設も少なくない．2011年7月29
日，札幌で行われた第16回日本緩和医療学会学術大会イブニングセミナーにおいて，看
護師が担う口腔ケアの現状と，歯科が協働する緩和ケアチームの活動内容が報告され，現
場に口腔ケアを根づかせるための具体例が紹介された．

第16回日本緩和医療学会学術大会  イブニングセミナー開催
共催：サンスター株式会社

緩和ケアチーム内に
歯科を含む例

地域がん診療連携拠点病院である，手
稲渓仁会病院のがん治療管理センターで
は，早期からがんの緩和医療に取り組ん
でいる．2007年に発足した緩和ケアチー
ム（以下，PCT）は，緩和ケア認定看護師，
緩和薬物療法認定薬剤師，がん看護専門
看護師，麻酔科医師，総合内科医師，精
神保健科医師，歯科医師，MSW（medical 
social worker），事務スタッフからなる．

2010 年からPCTに加わる歯科のスタ
ッフは，専任スタッフの日常回診でピッ
クアップされた口腔内の問題を週 1 回の
総回診でアドバイス，患者指導等を行う．
診療実績は年々増加傾向にあるという．

手稲渓仁会病院小児歯科・歯科口腔外科
医師の及川透氏は，緩和ケア介入をした
患者の口腔調査結果を報告した（表1）．
「口腔乾燥は比較的高頻度でみられ，終

末期に多いとされるカンジダ症・口腔衛生
不良の頻度が比較的少ないのが急性期病

院の緩和ケア患者の特徴だと思います」
口腔乾燥は汚染の悪化，感染症の増加

だけでなく，摂食困難や嚥下困難，発音
障害や口腔の違和感，口臭，味覚障害な
どを引き起こすこともあるという．さら
に，義歯の不適合や粘膜が傷つきやすく
なる傾向もあるそうだ．
「がん化学療法患者の約 40％にみられ

る粘膜炎は，多剤併用の治療で発症頻度
が高く，残念ながら一般的なケア方法は
確立されていません．比較的終末期に多
いピリピリチクチクする弱い痛みが特徴
のカンジダ症は，通常は剥離しやすい白
苔が偽膜として現れますが，義歯の入れ
っ放しや乾燥が強い場合は紅斑性のカン

ジダがみられることもあります．紅斑性
カンジダを見落とさないようにアセスメ
ントすることが重要です」

続いて，及川氏は82歳の疼痛緩和目的
で入院した肝がん患者を紹介した（図1）．
「便秘・嘔吐などのため絶食となり，口

腔内が汚染し始め介入しました．口腔乾
燥度は 3 度，上顎に剥離上皮が付着し，
厚い舌苔をみとめています．PSはよいの
で口腔のセルフケアを促しました．本人
も熱心に口腔ケアに取り組み，当科で週
2 回のフォローと病棟の看護師さんによ
る日常的なフォローの結果，嘔吐が治ま
り，同時に経口摂取も可能となって退院，
自宅療養となりました．口腔乾燥が著明

表1　手稲渓仁会病院のPCT介入患者にみられた口腔内トラブル
トラブル 頻度（人） 対応

口腔乾燥 67（72.0％） こまめな水分摂取，グリセリン入り含嗽液
市販の口腔保湿剤，唾液の分泌を促す，環境整備

口腔粘膜炎 17（18.3％） 局所麻酔薬入り含嗽液，軟膏
アルギン酸ナトリウム，各鎮痛薬の使用

口腔カンジダ症 10（11.8％） 抗真菌薬，義歯の機械的・化学的洗浄

口腔衛生不良（舌苔を含む） 13（14.0％） 口腔ケアの実施，口腔乾燥症の改善

※2010年度緩和ケア依頼患者93人（非がん患者と複数回依頼の患者を除く）に調査

PS：performance status，全身状態の指標
PCT：palliative care team，緩和ケアチーム
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乾燥した口腔内に塗らず
に使用できる「バトラー・
ジェルスプレー」．液だれ
がなく口腔内に滞留する

な患者さんで，ご自身で管理が可能な場
合，口の中にプッシュできるジェルスプ
レーのようなタイプもお勧めできます」

口腔アセスメントの普及に向けて

日常，患者の口腔管理にかかわるのは
看護師である．そのため，すべての患者
や関係者が，口腔内の状況を認識できる
アセスメントツールが必要だと及川氏は
考える．「ツールにより院内全体が標準化

された口腔ケアが可能」と，及川氏は作成
中のアセスメントツールを提示した（表2）．
「診断時から緩和ケアが始まるのが今日

のがん治療です．そのなかで，口腔ケア
は苦痛を軽減することでがん治療の質を
向上させ，治療完遂を支援します．また，
終末期では口腔領域における苦痛の軽減
をはかり，可能であるならば最後まで経
口摂取が行えることが目標」（図2）と，及
川氏は歯科が担う役割の大きさを伝えた．

　

看護師主体のケア中心，
週1回歯科スタッフが入る例

続いて，北海道がんセンターの緩和ケ
ア認定看護師の佐々木由紀子氏が，同院

の看護師が担う口腔ケアの現状に対する
調査結果と活動内容を報告した．

同院には歯科，口腔外科はないが，が
ん治療と歯科医の連携が必要と2011年4
月から週 1 回半日の歯科診療が開始され
た．歯科医によるベッドサイドの往診で，
歯科衛生士が同行しないため，看護師の
口腔ケアの関心と技術の向上が不可欠で
ある．そこで，現状認識のためアンケー
トを実施したという．

口腔ケアで困っていることを尋ねたと
ころ，76％の看護師が困っていた．その
内容は，いやがる患者の口腔ケア，口腔
内乾燥，レベル低下の患者のケア，口腔
ケア用品の選択，と続いた（図3）．

そのため，がん患者を担当する歯科衛

82歳，男性，肝臓がん

■既往歴
前立腺肥大，脳梗塞
2011 /4/22　側腹部痛のため救急科に緊急搬送．

CTにて肝右葉を占拠する肝細胞がんをみと
めたが，高齢，既往歴より積極的加療は困
難なため，疼痛緩和目的に入院

2011 /4/25　PCT依頼．肝腫瘍による内臓痛の
ためオピオイド開始

2011/5/4　便秘・嘔吐のため絶食．制吐薬開始
2011/5/10　歯科介入開始

■口腔アセスメント
うがい：可能
開口：自力開口可能で開口制限なし
口腔乾燥度：3度
口蓋に粘膜剥離上皮の付着，舌に厚い
舌苔，口臭はみとめない
■口腔ケアプラン
◦セルフケアを促す
◦ 唾液分泌促進，口腔廃用防止のため

口唇体操を指導
◦口腔乾燥に対し，市販保湿剤を使用

◦粘膜の清掃にスポンジブラシを使用
◦舌に対しては，粘膜ブラシを使用
■経過
本人の口腔ケアに対する意欲があり，
1 日 3 回の実践，日常的に病棟看護師
が見守り，声かけを行い，当科は週2
回のフォローを行う
5/18 より少量の経口摂取が可能とな
り，本人も口の中がきれいになったこ
とを喜んでいた

図1　症例紹介

表2　口腔アセスメントの例
診査項目 1 2 3

歯磨き 自立（ほぼ自分で磨く） 一部介助（部分的に自分で磨く） 全介助（自分で磨けない）

義歯着脱 自立（自分で着脱する） 一部介助（はずすか入れるか，どちら
か自分でできる） 全介助（自分では着脱できない）

うがい 自立（自分でブクブクうが
いができる）

一部介助（水を含むことができ
る） 全介助（水を含むことができない）

開口の
協力度

自力開口が可能で開口
制限なし

開口に応じるが開口制限がある
（2 横指程度）．開口には応じない
が，徒手的に開けることができる

食いしばりや顎関節の拘縮のた
め，開口量が1横指以下

口唇の
状態

滑らか，ピンク色で潤
いがある

乾燥，またはひび割れている，
口角炎 潰瘍がある，または出血している

口蓋粘膜
の状態 ピンク色で潤いがある 乾燥している，もしくは赤，紫，

白色の変化
著しい発赤や厚い舌苔，剥離上皮
の付着，水疱や潰瘍がみられる

頬粘膜の
状況 ピンク色で潤いがある 乾燥している，もしくは赤，紫，

白色の変化
著しい発赤や厚い舌苔，剥離上皮
の付着，水疱や潰瘍がみられる

舌の状態 ピンク色で潤いがあり，
乳頭がある

乾燥，乳頭の消失，赤や白色へ
の変化 厚い舌苔や水疱，潰瘍がみられる

口腔内の
乾燥 正常，乾燥なし 唾液の粘性亢進，泡状唾液がみ

られる
舌の上にほとんど唾液がみられず，
乾燥している

歯と義歯 清潔でカスがみられな
い

部分的に歯垢やカスがみられる
（歯と歯のあいだなど）

歯肉線や義歯に触れる部分に全体
的に歯垢やカスがみられる

口臭 口臭をみとめない 口腔から 30cm以内に近づくと
口臭を感じる

口腔から30cm以上離れていても
口臭を感じる

■は図1の評価

キュアをめざす治療
手術・化学療法・
放射線治療

緩和ケア
身体的苦痛，

精神的苦痛，社会的苦痛，
スピリチュアルペインに対するサポート

図2　がんと歯科との関わり

が
ん
の
診
断

歯
科
の
関
わ
り

その人らしい最期を
迎えるために，その
人が生き抜くことを
支援する

◦ 口腔に起因する疼痛
緩和，不快感の除去

◦摂食機能の維持
◦ 誤嚥性肺炎などの感

染予防
◦ 顔貌・コミュニケー

ションの維持

口腔トラブルの症状
を軽減，予防し，が
ん治療を完遂できる
ようにする

◦歯科疾患の予防
◦ がん治療により口腔

感染症や重篤な全身
感染症の発生予防

◦ がん治療に伴う有害
事象（口腔乾燥，粘
膜炎，カンジダ症な
ど）のケア
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生士を講師とする実習に重きをおいた口
腔ケアの勉強会を開催したという．

6 割近い看護師が今回初参加だったが，
勉強会 3か月後の追跡調査では，参加前
に困っていたケア内容を理解し，実践し
ていることがわかった．

また，約半数が学んだ内容を病棟でも
話し合っていた．変化を尋ねたところ，「い
やがる患者さんにもあきらめず介入しよ
うと思えるようになった」「ご家族に自信
をもって説明できるようになり，相談に
のれる内容も増えた」「毎日すこしずつの
ケアが大切だとわかった」「対処法がわか
り，興味と意欲が高まった」などの前向き
な意見がみられ，口腔ケアに対する意欲
が向上していることが確認できたという．

口腔ケア用品の正しい情報が必要

勉強会 3か月後に困っていることを尋
ねたところ，「使いたいと思う口腔ケア用
品のサンプルが手元にないため，ご家族
に理解，納得のうえ購入していただきに
くい」「口腔ケア用品の購入方法がわから
ない」「含嗽薬の種類，効果がよくわから
ない」「効果的なセルフケアの指導方法」

「強度の口腔粘膜炎の時期の含嗽液の選択
方法」という口腔ケア用品に関する悩みが
あがった．そこで，佐々木氏は，口腔ケ
ア用品の正しい情報提供と，使いたいケ
ア用品をすぐに使えるような環境整備が

必要だと考えた．
院内で購入可能な口腔ケア製品のサン

プルを集めてケースに入れ，各病棟に定
数配置し（図4），緩和ケアチームで随時
補充することにした．また，院内で入手
できる口腔ケア用品，保湿剤，スポンジ
ブラシ類を一覧表にして各病棟・看護師に
配布し（図5），活用を促したところ状況
は好転した．

これらのことから，口腔ケアが進まな
かった大きな要因は，口腔ケアの方法や
用品に関する情報不足と，ケア用品が少
なく選択肢不足で患者の好みに合わせら
れなかったことだと佐々木氏は分析する．
　「今回の歯科診療の開始を看護師やドク
ターにアピールするため，ポスターをつ
くって各病棟に貼ってもらいました．敷
居を低くするため，ドクターからのみで
なく看護師からも電話一本で診療依頼で
きるようにしています．患者さんの名前，
ID，みてもらいたい内容の３点さえそろ
えば，あとはこちらで必要な情報は電子
カルテから入手するようにしています」

週1回半日の診療には月平均50件弱の
依頼があり，口腔粘膜炎による痛み，治
療前のスクリーニング，BP薬を使う前の
チェック（ビスホスフォネート関連薬によ
る顎骨壊死の危険について患者への説明，
了承の有無），頭頸部患者の術前チェック，
放射線治療前のチェック，義歯調整，口

腔内衛生の不足による口腔ケアの指導，
虫歯など歯そのものの治療への対応で手
いっぱいだという．そのため歯の治療は
近隣の歯科やかかりつけ医に依頼する形
式で，現在回診を行っている．

現場では口臭の評価方法に
悩んでいる

講演後，会場から口臭の評価やケアに
関する質問があがった．佐々木氏は，口
臭の評価は日常的にそばにいる看護師が
行ってもよく，できれば複数で行うこと
を勧めた．及川氏は，患者の 30cm以内
に近づいて 3 段階でにおいを判断する自
院の評価例を紹介した（表2）．
「口臭原因で最も多いのは舌苔ですの

で，基本的には舌清掃を勧めます．挿管
患者さんの場合は，口臭とは違い咽頭に
たまった唾液や滲出液などがにおうこと
もあるため，その場合は頻回に搾取する
とよいかと思います」

また，上野氏（座長）と佐々木氏は，「口
腔内の腫瘍転移などが原因の場合は，衛
生状態の管理だけでは部屋中がにおうこ
とがある」と指摘し，最期の大事な時間が
家族の苦痛とならないように壊死臭を消
す亜鉛配合のスプレーなどの活用を勧め，
参加者は実践的なアドバイスに熱心に聴
き入っていた．

いやがる患者の口腔ケア
口腔内乾燥

レベル低下患者
口腔ケア用品の選択

基本的なケア方法
口腔粘膜炎
口腔内出血

舌苔ケア
セルフケア

開口障害のある患者のケア
ケア時間の確保

誤嚥の危険性のある患者のケア
口臭

歯のケア
呼吸困難のある患者のケア

悪心のある患者のケア
手術後のケア

その他

図3　 北海道がんセンターの看護師が口腔ケアで
困っていること

図4　 口腔ケアサンプル
セット

図5　口腔ケア用品一覧表

各病棟に定数配備した

2011年1月調査
（ n＝202人）


