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治療前にしておきたい口腔ケアについて

歯科回腔外科 医員 轟

平成24年度から、周術期回腔機能管理が新たに

保険適用となりました。がん治療に伴う口腔の ト

ラブルの予防と軽減を図り、安全で質の高いがん

治療を円滑に進めていくためにも、がん治療の前

から口腔内の環境を良好にしておくことが大切で

す。義歯や歯のつめものが不調で 「かみ合わせが

悪い」、「痛い」 という状態だと、食事が困難にな

ります。 しっか り栄養が摂れないと、がん治療に

も支障が出ます。そこで今回は、治療前にしてお

きたい口腔ケアについてお話したいと思います。

がん患者だからと言つて何も特別なケアの方法

があるわけでは有 りません。ケアのポイントとし

ては、以下の 3点が挙げられます。 1.口 腔内のチ

ェック 2.ク リーニング→クリーニングとは、歯や

義歯についた細菌を除去することです。歯や義歯

を磨いて、細菌がつきにくく、除去しやすい状態

にします。 3.セ ルフケアの指導を受ける→がん

治療中の歯や歯肉、口腔粘膜、義歯のケア方法を

指導してもらいます。

セルフケアにおいて最も重要なのがなんと言っ

ても歯磨きです。そこで、まずは歯ブラシの使い

方について述べます。まず、力を入れすぎないよ

うに、持ち方は鉛筆をもつ時のベンクリップをお

勧めします。ブラッシングに際しては 1歯ずつ、

小刻みに動かしましょう。硬さは、硬すぎず、ヘ

ッドが小さいものを使いましょう。交換時期です

が、毛先が開いてしまう前に交換するのがポイン

トです。次に歯ブラシの当て方についてですが、

1.前歯や奥歯の外側は、歯ブラシの毛先を歯と直

角にあてます。 2.奥歯のかみ合わせ面では、歯の

くぼみに毛先を水平にあてます。 3.歯 と歯肉の境

目や奥歯の内側は、毛先を斜め45度にあてます。

4.前歯の裏側は、歯ブラシを縦にあて、歯ブラシ

のかかとを使つて縦方向に動かします。コツはカ

を入れすぎず、痛 くない程度 に小刻みに振動さ

せ、 1本の歯の全ての面を、 1～ 2本づつ、細か

くみがくことです。歯ブラシの角度を変えて、い

ろいろな歯の面にきちんと毛先が当たるように工

夫することも効果的です。また、磨く順番を決め

て、一巡するように磨くと磨き残 しが防げます。

歯と歯の間を磨く際には、デンタルフロスを用い

て、隙間の両側の歯の側面を上下にこするように

掃除します。

フロスは指に巻きつけてピンと張 り、上下に数

回ゆつくり動かして下さい。次に舌のケアについ

てお話します。舌の表面には、多くの細菌が付着

しています。舌のブラッシングは、細菌数を減 ら

し、日臭の予防効果があります。専用の舌ブラシ

や超軟毛の歯ブラシを使用 して軽い力で磨いて下

さい。最後に義歯のケアについてですが、義歯用

歯ブラシや歯ブラシで、義歯を外して磨きましょ

う。特に義歯が接触する粘膜面の汚れは炎症の原

因になりますので、よく磨きましょう。義歯のバ

ネの部分もよく磨きましょう。日で見えない汚れ

は、義歯洗浄剤で除菌しましょう。もし、バネが

変形したり、義歯が入 りにくくなった場合は、自分

で調整せずに歯科医に診てもらってください。

以上、日腔ケアの勘所について説明しました。

文章だけでは中々伝わ りにくいとは思いますが、

ご不明な点はお気軽に当科外来までお問い合わせ

下さい。
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こんにちは

栄養部です。

高齢者の食事について

栄養部 技士長

超高齢社会という言葉を耳にするようになって

きました。入院患者さんの平均年齢も年々上がっ

てきています。入院患者さんの中には食事が食べ

れない患者さんもいらっしゃいます。 「ご飯と漬

けもんだけでいい。」とおっしゃる方も。けれど

も、高齢者が必要 とするたんぱく質 (主 に肉・

魚・卵 。大豆製品 。乳製品)量は20歳前後の方と

変わりません。 「ご飯と漬けもん」だけではダメ

なのです。たんぼく質を摂ることで私たちの筋肉

はつくられていきます。肉も魚も、若いもんに負

けないくらい食べて下さい (た だし、腎機能が落

ちている方は必要たんぱく質量は変わつてきま

す)。 栄養不足が続けば 「栄養状態不良」となり

治療に影響してきます。

人間は食べ物が口に入ると歯と舌、ほほなどを

使つて上手に食べ物をす りつぶしたり、まとめた

りして飲み込みやすい形にしていきます。でも、

その機能は加齢と共に落ちてきます。固い物が食

べづ らい、飲み込みにくい、水分でムセる、 と

いった問題が出てきます。もし、ご家庭でおじい

ちゃん、おばあちゃんが固くて食べられない、上

手に飲み込めないな

どありましたら少し

だけ、食事の工夫を

してください。そう

することで、三度三

度の食事がしつか り

食べることができ、

栄養不足を防ぐこと

が出来ます。

また、食べにくくなったからといって刻んでし

まうと逆に日の中でばらけてしまって誤嘩しやす

い形態となってしまいます。他に食べにくい食品

としてはパン、めん、団子や餅などがあります。

自宅でできる高齢者の食事の工夫として

軟らかめの食事を用意するには…

・薄切りの肉を使う
。圧力鍋を使う
。市販の酵素 (ス ーパーに売っています)を

使って肉を軟らかくする

飲み込みにくくなつたら…

・ミンチ肉に山芋のすりおろしや卵などを

混ぜて調理する

。とろみ剤 (ド ラッグス トアなどにあります)

を使ってあんかけにする

。ジュレ状 ドレッシング (と ろみの付いた

ドレッシングです)を使う
。マヨネーズで和えてまとまりやすくする

などが挙げられます。最近では軟らかいお食事

や飲み込みやすい食事も市販されています。必

要に応 じて取 り入れながら、上手に食べていき

ましょう。それでも「食事中にむせる」 「飲み

込みにくい」 「胸に食べ物が残っている感 じが

する」 「痰 (た ん)が絡んだ感 じがする」など

ありました ら早めの受診をお勧めします。栄養

相談も行ってお りますので気軽に医師、管理栄

養士に声をかけてください。
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‐ ‐平成27年度 .患者満足度調査について (第 2回 :入院部門)|
当院では患者サービスの向上を図るための継続的な取り組みとして、年に1度、患者さんに施設・診療・接遇面等に対し

ての調査を行っています。満足度やご意見。ご要望を知ることで問題点を洗い出し、改善につなげることを目的に実施して

います。昨年の平成27年度の調査結果は次のとおりでした。(詳 しい調査結果はホームページに掲載しています)

【調査期間・方法】

入院部門 :平成27年 11月 1日～30日 期間内に退院する患者さんに対し、アンケート用紙を配布し記入提出を依頼

,F常に満足 満足  普通  やや不満 不満 満 足 普 通 不 満やや不満

建物 7.4% 463% 43.2% 11% 21%

医療機器等の設備 125% 521% 344% 10% 0.0%

トイレ。洗面・給湯 99% 347% 38.6% 139% 30%
売店・食堂など 22× 280% 527% 140% 32%
駐車場 340/c 146% 573% 180% 67%
食事の内容 153% 3980/c 388% 61% 0.0%

病院環境全般 122% 39.8% 459% 10% 10%

非常に満足  満足 普通  やや不満 不 満

466% 386% 148% 00% 00%

プライバシー配慮 155% 417% 393% 12% 24%

接遇面全体 186% 44.2% 360% 1.2% 00%

看護師の説明 253% 46.0% 276% 11% 0.0%

医師の説明 310% 402% 26.4% 11% 11%

治療内容・経過 333% 368% 287% 11% 00%
診療全般 250% 488% 262% 00% 00%

是非薦める  薦める 薦めない 全く薦めない

442% 523% 35% 00%
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地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
10月         11月
11日ω・25日の、15日 の・29日ω 高 花 公 民 館 1:45～3:15

古 後 10月 18日ω、11月 22日の 古後生活改善センター 1:45～ 3:15

マ健璽属農墓F塵底墨返磐装η曇電[醤曇蔓落喜父程轟参しをk農語 ‐
*病‐院の窓口|で現金をお支払いいただくのと同様に有料です: ‐ ■ ■ |

済‐牛‐金.日,日‐病陽.の「翼含‐1.と ,「基本方針J‐

国  紺 攪 識 頷 ‰ 鼈 に警辱
します。

■髯4ヨロロロ ::着嘉冒霧惹義彗護着繰斯誉縫藁3ます。
3 関係機関との連携を図り、高度医療を提

供 します。
4 職員の協調と信頼によって、チーム医療

の充実を図り、患者本位の医療を実践し
ます。

5 中核病院として、地域の医療水準の向上
に努めます。

6 総合的な医療の質の管理を行い、健全経
営を目指します。

.尋者.の権不Jこ―義務‐
1.最善で安全な医療を平等に受ける権利があります。
2.個人として、その人格や価値観が尊重される権利

があります。

3.自己の病気や治療について、説明を受ける権利が

あります。

4.自 ら治療方法を選択する権利、また自ら治療を拒

否する権利があります。

5.治療に当たり症状を正確に告知する義務がありま

す。

6.医師の指示に従い、病院の規則を遵守する義務が

あります。

7.診療費を支払う義務があります。
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