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図1　エラックハブラシ620
　　　（左：上面視　右：側面視）

図2　口腔ケア時の座位 図3　一般的な介護用歯ブラシ（エラック
541）を口腔内に入れる際の被験者の様子

図4　口腔ケア時の介護者（右利き）の位置 図5　一般的な介護用歯ブラシ（エラック
541）で介護者がいる場所から反対側の奥歯
の頰側を磨く際の様子

Report

Trends

はじめに

　超高齢社会の到来に伴い人口構成が
大きく変わり、65歳以上の高齢者が人
口の約3割に達し1）、医療、介護では高
齢者対策が喫緊の課題です。また、国
内の要介護者数は年々増加し現在は680

万人を超えた一方2）、介護人材は不足し
ており3）、今後ますます介護者の負担が
増大することが懸念されます。介護者
の負担軽減には健康寿命の延伸が不可

欠ですが、その実現には生活習慣病予
防とともに、社会生活を営むための機
能を可能な限り維持することが重要で
す。厚生労働省が告示する健康日本21

（第2次）では、「歯・口腔の健康」に関
する生活習慣改善の重要性を挙げてい
ます4）。被介護者においては、歯科疾患
を放置すると歯の喪失を引き起こし、
咀嚼機能をはじめとする口腔機能の低
下を招くため、定期的な歯科検診の受
診はもちろん、毎日の口腔ケアが非常

に重要です。さらに、口腔ケアは高齢
者の死亡要因の上位を占める誤嚥性肺
炎の予防にも繋がります5）。
　一方、介護職を対象とした被介護者
への口腔ケア実態調査6）では、「口腔ケ
アの重要度は高い」と認識されつつも、
半数以上が「介護施設入居者への口腔
ケアは十分にできていない」と回答し
ており、現状の口腔ケアが不十分と感
じていることが明らかになりました。
また、介護職の約半数が口腔ケアに対
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一般的な介護用歯ブラシ
（エラック 541）エラックハブラシ 620
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表1　エラックハブラシ620と比較に用いた一般的な介護用歯ブラシ（エラック541）のスペック

図6　各歯ブラシを口腔内に入れる際の被験者の様子
エラックハブラシ620 一般的な介護用歯ブラシ（エラック541）

Trends
し「専門的な知識や技術が必要」と感
じており、被介護者への口腔ケアに対
し不安を抱えていることが明らかにな
りました。このような背景から、歯科
医師・歯科衛生士による専門的ケアと
は別に、介護者による日常的ケアに適
した口腔ケア製品が求められており、
介護者にとって使いやすい歯ブラシが
必要であると考えました。そこで、
介護者が被介護者の口腔ケアをしやす
い介護用歯ブラシ ｢エラックハブラシ

620｣（図1）を開発しました。以下に、
①開発の考え方、②製品の設計、③製
品の機能について、詳細を示します。

① 開発の考え方　
～介護者が被介護者の口腔ケ
アをしやすい歯ブラシとは～

　開発に着手するにあたり、介護現場に
おいてどのような口腔ケアが行われてい
るのかを知るため、介護施設の視察や訪

問歯科医師・衛生士へのヒアリングによ
り、介護現場の口腔ケア実態を調査しま
した。その結果、介護者は被介護者の口
腔状態によって、口腔ケアの介助の必要
性や使用するケア用品を判断し、介助す
る場合の多くは被介護者が使用する歯ブ
ラシで口腔ケアをすることがわかりまし
た。また、被介護者が認知症による意思
疎通不足や、口腔機能に関する疾患等が
原因で、自身の口を大きく開けることが
困難な場合があることがわかりました。
さらに、介護者は被介護者の奥歯のケア
に苦労しており、特に被介護者の開口が
小さい場合、口腔ケアに慣れた介護者で
あっても、奥歯の磨き残しをなくすこと
は非常に難しいことがわかりました。
　以上の実態から、被介護者が使いやす
いだけでなく、介護者が被介護者の口腔
ケアをしやすい歯ブラシ設計に欠かせな
いポイントは、①口腔内に入れやすいこ
と、②奥歯を磨きやすいことであると考
えました。

② 製品の設計　
～介護者の口腔ケアを想定し
た行動観察による仕様設計～

　仕様設計にあたり、被介護者を想定
した被験者に対し、介護者を想定した
歯科衛生士が口腔ケアを行う様子を観
察し、「口腔内に入れにくい」または「奥
歯が磨きづらい」と感じる要因を抽出
することにしました。その際、被介護
者を想定した被験者の体位は誤嚥防止の
観点から望ましいとされる「座位」7）と
し（図2）、歯ブラシは、一般的なスト
レート形状の介護用歯ブラシ（エラッ
ク541）を用いました。
　その結果、特に開口が小さい被介護
者では、歯ブラシを口腔内に入れる際
に、歯ブラシのヘッド部に口唇や口角
が巻き込まれたり、引っ張られたりす
ることが明らかになりました（図3）。
　このような状態では、介護者はヘッ
ド部に抵抗を感じ思うように動かせず
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図7　各歯ブラシで前歯と奥歯の口腔ケアをする時の手の様子
エラックハブラシ620 一般的な介護用歯ブラシ（エラック541）

Trends
再度歯ブラシを口腔内に入れ直す必要
があり、「口腔内に入れにくい」と感
じると推察されます。この原因は「口
腔内に入る歯ブラシヘッド部の体積が
大きいこと」であると考え、解決策と
してヘッド部の体積をできる限り減ら
した「薄型ヘッドかつ短い毛丈」が有
効であると考えました。具体的な歯ブ
ラシ仕様としては、従来の一般的な介
護用歯ブラシ（エラック541）と比較
してヘッド部の樹脂の厚みを約4割薄
くするとともに、比較的短い8mmの
毛丈に設定しました。なお、被介護者
が痛みを感じないよう毛の細さや材質
も考慮しました。
　また、介護者による被介護者の口腔
ケアは、被介護者の斜め前側から行わ
れることが比較的多く（図4）、介護者
の腕の動かし方は自分自身で行う口腔
ケアとは異なります。例えば、介護者
がいる場所から反対側の奥歯の頰側を
磨く際には、肘を開き手首を曲げるた
め（図5）歯ブラシを動かしづらく、「奥
歯を磨きにくい」と感じると推察され
ます。これは、カーブした歯列弓に対
し歯ブラシの植毛面の当たる角度が決
まっているため、「磨く部位とストレー
ト形状の歯ブラシが平行となる位置ま
で肘や手首で動かす必要があること」
が要因であると考えられます。この解
決策として、肘や手首の動かす角度が
小さくすむ、歯列弓に沿った大きな
カーブ形状に設定しました。また、奥

歯の頰側を磨く際に、歯ブラシのヘッ
ド部からネック部までが頰粘膜に接触
しながら挿入されます。この場合、
奥歯と頰粘膜の狭いスペースに歯ブラ
シが届きにくいため「奥歯を磨きにく
い」と感じると推察されます。これは、
ヘッド部の厚みに加え「ネック部が太
いこと」が要因であると考えられます。
この解決策として、従来の一般的な介
護用歯ブラシ（エラック541）と比較
して、ヘッド部を薄くすることに加え、
ネック部を約2割細くした形状に設定
しました。さらに歯ブラシの使いやす
さも考慮し、ハンドル部は握りやすい
「太めハンドル」、取り回しがしやすい
よう「丸みを帯びた形状」であること
が望ましいと考えました。
　このように設計した「エラックハブ
ラシ620」と一般的なストレート形状
の介護用歯ブラシ（エラック541）を
比較してみると（表1）、「エラックハ
ブラシ620」は「薄型ヘッドかつ短い
毛丈」であり口腔内に入る部分の体積
が小さいため、口腔内に入れる際に口
唇や口角を引っ張りにくいことが明ら
かになりました（図6）。また、「エラッ
クハブラシ620」は歯列に沿った「カー
ブかつスリムネック」形状のため、一
般的なストレート形状の歯ブラシ（エ
ラック541）と比較すると、介護者が
被介護者の前歯から奥歯まで磨くため
に動かす、肘や手首の角度が小さく済
むことが明らかになりました（図7）。

③ 製品の機能　
～介護現場において被介護者
の口腔内に入れやすく、奥歯
まで磨きやすいことの検証～

　開発した「エラックハブラシ620」
が口腔ケアをしやすいことを検証する
ため、介護施設に勤務する介護士43

名、および介護施設の入居者または通
所者である被介護者43名を対象に、実
際の介護現場での「エラックハブラシ

620」の使いやすさを評価しました。
　その際、1人の介護者につき1人の被
介護者を被験者として、普段使用する
歯ブラシを「エラックハブラシ620」
に置き換えて7日間使用し評価しまし
た。なお、本試験はライオン株式会社
臨床審査委員会にて承認を得て実施し
ました（承認No.345）。
　その結果、「エラックハブラシ620」
を使用後、総合的にみた歯ブラシの評
価として「やや良い～非常に良い」と
回答した介護者は、被験者全体の90%

以上でした（図8）。また、小さな開口
でも口腔内に入れやすい「薄型ヘッド
かつ短い毛丈」という特長に対して、
被験者全体の80％以上の介護者が「や
や良い～非常に良い」と実感し、「ヘッ
ドの厚さ」および「毛の長さ」も同様
に高い評価が得られました（図9）。さ
らに、奥歯も磨きやすい「カーブかつ
スリムネック」の形状という特長に対
して、被験者全体の80％以上の介護者
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図8　エラックハブラシ620の総合的にみた介護者の評価
（n=43）

図9　エラックハブラシ620の使用性に関する評価（n=43）

図10　エラックハブラシ620の使用意向の評価（n=43） 図11　エラックハブラシ620（S:ソフト、ES:エクストラソフト）

Trends
が「やや良い～非常に良い」と実感し、
「ネックの形」も同様に高い評価が得
られました（図9）。また、丸みを帯び
た太めハンドルは「握りやすさ」が高
く評価されました（図9）。
　さらに、「エラックハブラシ620」
の今後の使用意向に対しては、被験者
全体の90%以上の介護者が「まあ使
用したい～ぜひ使用したい」と回答し
ました（図10）。
　「エラックハブラシ620」の良い点に
ついては、「カーブネックで使いやす
かった。奥まで被介護者に負担を掛け
ずにケアができた」、「口を大きく開け
てくれない被介護者でも、ヘッド部が
薄いので口の中に入れやすかった。奥
歯が磨きやすかった」といったコメン
トが得られました。また、口腔ケア時
の被介護者の様子として「ヘッド部が
小さいと口の中で動かしやすく、被介
護者自身で磨く時にも磨きやすい様子
でいつもより長く丁寧に磨いていた」、

「口の中に入れやすいようで被介護者
も「磨きやすい」と言っていた」といっ
たコメントも得られました。
　以上より、「エラックハブラシ620」
は介護者にとって口腔ケア時の負担軽
減に繋がることを立証するとともに、
被介護者も磨きやすい歯ブラシである
ことが推察されました。

まとめ

　｢エラックハブラシ620｣ の①開発
の考え方、②製品の設計、③製品の機
能について、詳細を述べました。
　「エラックハブラシ620」は薄型ヘッ
ドかつ短い毛丈・カーブかつスリム
ネック仕様で、介護者が被介護者の口
腔ケアを行う際に、開口が小さい被介
護者の口腔内にも入れやすく奥歯も磨
きやすい、口腔ケアのしやすい歯ブラ
シです。
　口腔ケア時の負担軽減に繋がる歯ブ

ラシである本品（図11）を是非ご使用
いただきたいと考えています。
　口腔機能低下や誤嚥性肺炎の予防に
は、歯科医師・歯科衛生士による週1

回程度の専門的な口腔ケアだけでな
く、介護者による日常的な口腔ケアが
非常に重要です。ライオンは、これか
らも介護者の負担軽減に繋がる製品の
開発に取り組んでいきます。
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