
多剤併用をして 
いて、薬剤により 
好ましくない、 
あるいは意図しない
症状、徴候が
生じた状態

問題なし
現状のケア方法を
継続

要注意
改善がなければ
専門職へのアセスメ
ントの依頼を検討

治療、積極的な
専門的介入が必要

開口 ケア時に容易に開口する 開口には応じないが
徒手的に2横指程度開口可

くいしばいりや顎関節の拘縮のため
開口量が 1横指以下

口臭 なし 口腔に近づくと口臭を感じる 室内に口臭由来の臭いを感じる

流涎 なし 嚥下反射の低下を疑うが、流涎なし あり（嚥下反射の低下による）

口腔乾燥度・
唾液

（グローブをつけた）手指での粘膜の
触診で抵抗なく滑る
唾液あり

摩擦抵抗が少し増すが、粘膜にくっ
つきそうにはならない
唾液が少なく、ネバネバ

明らかに抵抗が増し、粘膜にくっつき
そうになる
唾液が少なく、カラカラ

歯・義歯 きれいでプラーク・食物残渣なし
動揺する歯がない

部分的にプラークや残渣がある
動揺歯があるが、ケアの妨げになら
ない程度

プラークや歯石が多量に付着
抜けそうな歯がある

粘膜

ピンク・潤いがある　汚染なし 乾燥・発赤など色調の変化

自然出血・潰瘍・カンジタ
気道分泌物・剥離上皮・凝血塊
などが目立ち、強固に付着

舌 糸状乳頭がある 糸状乳頭の延長（舌苔）、
消失（平滑舌）

口唇 平滑（亀裂なし） 亀裂あり、口角炎

歯肉 引き締まっている（スティップリング） 腫脹、ブラッシング時に出血
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