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病態別要介護者口腔保健医療ケアに係る工程表（クリニカルパス）の開発と評価 

 

   分担研究者 野村修一  （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 

   研究協力者 豊里晃   （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 

         安藤栄吾  （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 

         田巻元子  （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 

伊藤加代子 （財団法人 長寿科学振興財団） 

 

 研究要旨：本研究は、要介護者に関わる多職種間の連携体制を確立し、要介護者の病態に応

じた標準工程表（摂食障害要介護者用クリニカルパス）を作成することを目的としている。

初年度である平成14年度は、要介護者の口腔状態と歯科治療および専門的口腔ケアの必要性に

関する実態を把握すべく368名に対して調査を行った。その結果、何らかの歯科治療または専

門的な口腔ケアが必要である者は89.4%であった。一方、実際に歯科受診を希望し受診した者は

わずか26.9％で、歯科治療の必要性と実際の受診状況には大きな隔たりがあることが明らかにな

った。これを改善するためには、要介護者本人および介護者の口腔に対する意識改善に加え、要

介護者を取り巻く多職種間の連携体制の強化が必要であると考えられた。 

 

A．研究目的 

 近年、口腔内の健康を維持・回復する口

腔ケアの重要性が広く認識されるようにな

り、要介護者の口腔に対する関心も高まっ

てきた。しかし、介護関係者の口腔に対す

る知識不足、多職種にわたる連携体制の欠

如などの理由により、要介護者への適切な

対応はまだ普及していない。よって、幅広

い介護関係者が共有できる、要介護者の病

態に応じた標準工程表（摂食障害要介護者

用クリニカルパス）を作成することを目的

として本研究を行った。初年度である平成

14 年度は、要介護者の口腔状態と歯科治療

および専門的口腔ケアの必要性に関する実

態を把握すべく調査を行った。 

 

B．研究方法 

対象者 

 新潟県内に設定したモデル地区在住で、

2002 年 10 月から 12 月の間に介護認定申請

をした者のうち、本研究について同意の得

られた 372 名に対して調査を行った。介護

認定審査の結果、372 名中 3 名が非該当で 1

名が申請中に亡くなったため、以下、4 名

を除いた 368 名について分析を行った。 

 

調査項目 

調査票作成にあたって、要介護者の口腔

状態についての実態調査に関する既出の論

文を収集し、分析した（別添文献一覧参照）。 

それらを基に、口腔に関する実態把握と

歯科治療および口腔ケア必要性の調査を行

うための調査票を作成した。調査項目を以

下に示す。また、作成した調査票を添付す

る。 

 

１．口腔診査 

 一般口腔診査、義歯の有無、歯科治療の

必要性、専門的口腔ケアの必要性 

 

２．聞き取り調査 

 介護が必要になった時期、かかりつけと

いえる歯科医院の有無、介護が必要になっ

てからの歯科医院受診希望の有無および受

診の有無、往診歯科治療を知っているか、

口腔保健指導希望の有無、摂食・嚥下リハ

ビリテーションを知っているか、口腔清掃
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状況 

 

３．全身状態の調査 

麻痺の有無、関節の動く範囲の制限の有

無、両足がつかない状態での座位保持、

嚥下について、食事摂取について、視力、

聴力、意思の伝達、介護側の指示の反応、

介護への抵抗、過去 14 日間に受けた医療、

日常生活自立度 

 

 調査は複数の歯科医師が担当したが、調

査項目および調査指標についての見解を統

一するために調査マニュアルを作成し、担

当者間のキャリブレーションを行った。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、新潟大学歯学部倫理審査委員

会の承認を得て行った。また、対象者およ

び介護者には研究内容について十分説明を

行い、同意の得られた者のみを対象とした。 

 

C．研究結果 

調査結果の統計表を巻末に添付する。 

 

対象者 

対象者 368 名の内訳は、男性 139 名、女

性 229 名で、平均年齢は 81.0±8.1 歳であ

った。 

 

１．口腔診査 

a.一般口腔診査 

 無歯顎者は 39.1％、有歯顎者は 60.9％

で、残存歯が５本未満の者が 13.6％、5 本

以上 10 本未満の者が 14.7％、10 本以上 15

本未満の者が 12.0％、15 本以上 20 本未満

の者が 6.3％、20 本以上の者が 14.4％であ

った。平均残存歯数は 7.1±8.5 本であっ

た。障害老人の日常生活自立度が寝たきり

状態に近づくにつれて、残存歯数は減少す

る傾向が認められた。これは統計学的にも

有意であった。 

 う蝕罹患状況を図 1 に示す。う蝕は歯牙

が残存している者の 63.4％に認められた。

また要介護度が高くなるにつれて、重度う

蝕が多くなるという傾向が認められた。 

 

b.義歯の有無と適合状態 

 義歯を使用している者は全体の 77.2％

であった。義歯の適合状態を診査したとこ

ろ、適合のよい義歯(D)は 35.6％、調整あ

るいは修理が必要な義歯(DR)は 20.1％、新

製が必要な義歯(DN)は 38.0％であった（図

2）。 
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図 1 う蝕罹患状況 

 

 

DR 20%

DN 38%

D 36%

歯牙
あり　6%

義歯DR 義歯DN 義歯D 歯牙あり

義歯治療必要あり
　58.8%

義歯治療必要なし
41.1%

   

図２ 義歯適合状態 

 

c.歯科治療の必要性 

 「何らかの歯科治療が必要」な者は 74.2

％であった（図３）。必要な歯科治療の内

容を表１に示す。補綴治療を必要とするも

のが最も多く、次いでう蝕治療、歯周治療

であった。要介護度が高くなるにつれて、

歯科治療の必要性も高くなるという傾向が

認められた。これは統計学的にも有意であ

った。 



 

- 48 -

必要性
あり

74．2%

必要性
なし
25.8%

 

   図３歯科治療の必要性 

 

歯周治療 23.4％ 

う蝕治療 38.6％ 

補綴治療(Cr-Br) 14.7％ 

補綴治療(義歯) 58.2％ 

抜歯治療 21.5％ 

   表１ 必要な歯科治療の内容 

（重複あり） 

 

d.専門的口腔ケア・歯科保健指導の必要性 

 「専門的口腔ケア・歯科保健指導が必要」

であると診断された者は 68.3％であった

（図４）。専門的口腔ケア・歯科保健指導

が必要な理由を表 2 に示す。 

必要性
あり
68.3%

必要性
なし
31.7%

 

  図４ 専門的口腔ケア・ 

歯科保健指導の必要性 

 

歯垢付着 35.9％ 

歯石付着 17.4％ 

義歯の汚れ 32.1％ 

むせ 15.2％ 

表２ 専門的口腔ケア・歯科保健指導が 

必要な理由   （重複あり） 

 

 「c.歯科治療の必要性」「d.専門的口腔

ケア・歯科保健指導の必要性」についての

調査により、何らかの歯科治療が必要な者

あるいは専門的口腔ケアが必要な者は

89.4％であることがわかった。歯科治療お

よび専門的口腔ケアのどちらも必要である

者は 53.3％であった（図５）。 

10.5

53.3  21.0 15.2
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どちらも必要
歯科治療のみ必要

専門的口腔ケアのみ必要

どちらも必要なし

歯科治療または

　口腔ケア必要

図５ 歯科治療および専門的口腔ケアの 

必要性 

 

２．聞き取り調査 

a.介護が必要になった時期 

 「介護が必要な状態になった時期」は 1

～2 年前が最も多く、その理由は、脳血管

障害、骨折が多数を占めていた。 

 

b.かかりつけといえる歯科医院の有無 

 「かかりつけ歯科医といえる歯科医院が

ある」と答えた者は、63.6％であった。 

 

c.介護が必要な状態になってからの歯科

医院受診希望の有無および受診の有無 

 「介護が必要な状態になってから歯科を

受診したいと思ったことがある」者は 46.2

％、「思ったことがない」者は 53.8％であ

った。「介護が必要な状態になってから歯

科を受診したいと思ったことがあり、実際

に歯科受診をした」者は 26.9％であった。

一方、「介護が必要になってから歯科を受

診したいと思ったことがあるものの、実際

に歯科を受診するには至らなかった」者は

17.9％であった（図６）。 

 歯科を受診したいと思った理由は、「義

歯不適合・義歯破損」が最も多く、次いで

「歯痛」「歯冠修復物の脱離」であった。
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歯科医院を受診したいと思ったにもかかわ

らず、受診に至らなかった理由は、「通院

困難」が最も多く、次いで「我慢できる」

であった（表３）。 

受診希望
なし

実際の受診
なし

実際の受診
あり

受診希望あり
　　46.2％

受診希望なし
　　53.8％

 

    図６ 歯科受診状況 

 

通院困難 13.3％ 

歯科への恐怖・嫌悪 1.4％ 

経済的理由 0.5％ 

時間的制約 2.4％ 

我慢できる 9.2％ 

    表 3 受診しなかった理由 

 

d.往診歯科治療を知っているか 

 「歯科医が往診することを知っている」

者は、29.1％であった。また、「必要なら

往診歯科治療をすぐ受けたい」と思う者は

41.6％であった。障害老人の日常生活自立

度が寝たきり状態に近いほど往診歯科治療

について知っている者が多い傾向が認めら

れた。 

 

e.口腔保健指導希望の有無 

 「歯や入れ歯の専門的な清掃を受けたり、

歯磨きや入れ歯の手入れについて説明を受

けたりしたいか」という問いに対して、「す

ぐ受けたい」と思う者は 23.1％、「落ち着

いたら受けたい」と思う者は 9.2％、「受

けたくない」と思う者は 39.9％であった。 

 

f.摂食・嚥下リハビリテーションについて 

 「歯科医も摂食・嚥下リハビリテーショ

ンを行っていることを知っている」と答え

た者は 12.2％であった。また、「必要なら

摂食・嚥下リハビリテーションを受けたい」

と答えた者は 41.0％、「受けたくない」は

18.8％、「わからない」は 40.2％であった。 

 

g.口腔清掃状況 

 歯磨きの自立度では、自立している者（移

動してあるいは寝床で実施する）は 45.4

％、一部介助を必要とする者（部分的には

自分で磨く）は 2.5％、全面介助を必要と

する者（自分では磨けない）は 7.9％であ

った。介護度別の歯磨清掃自立について図

７に示す。要介護度が高くなるほど、歯磨

清掃に介助が必要になる者が多くなる傾向

が認められた。これは統計学的にも有意で

あった。１日の歯磨回数については、「歯

磨きを１日に３回行う」と答えた者が 11.4

％、「２回行う」が 12.8％、「１回行う」

が 25.0％、「行わない」が 9.0％であった。 

 義歯着脱の自立については、「自立して

いる」者が 65.5％、「はずすか入れるかど

ちらか一方はできる」者は 1.9％、「どち

らもできない」者は 3.3％であった。義歯

清掃については、「自立している」者が

49.2％であった。 

 うがいについては、「ブクブクうがいが

できる」者は 86.7％、「水を口に含むこと

はできる」者は 8.4％、「口に含むことも

できない」者は 4.6％であった。 

 歯磨き・義歯着脱・うがい自立度のいず

れも、要介護度が高くなるほど、また、障

害老人の日常生活自立度が寝たきり状態に

近づくに連れて介助が必要になる割合が高

くなる傾向が認められた。これは統計学的

にも有意であった。 
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     図７ 歯磨清掃自立 

 

３．全身状態の調査 

a.嚥下について 

 嚥下が「できる」者は 88.0％、「見守り」

を必要とする者は 10.6％、「できない」者

は 1.4％であった。 

 

b.食事摂取について 

 食事が「自立」している者は 77.7％で、

「見守り」を必要とする者は 4.1％、「一部

介助」を必要とする者は 9.8％、「全介助」

を必要とする者は 8.4％であった。要介護

度が高くなるほど、また、障害老人の日常

生活自立度が寝たきり状態に近づくに連れ

て食事介助が必要な割合が高くなる傾向が

認められた。これは統計学的にも有意であ

った。 

 

D．考察 

今回の調査より、歯科治療または口腔ケ

アが必要な介護認定申請者は、89.4％にも

のぼることが明らかになった。また、歯科

治療必要性は障害老人の日常生活自立度と

相関することが明らかになった。その一方、

「介護が必要な状態になってから歯科を受

診したいと思ったことがある」と答えた者

は 46.2％で、実際に歯科を受診した者はわ

ずか 26.9％であった。つまり、歯科治療の

必要性と実際の受診状況には大きな隔たり

があることが明らかになった。 

このような格差を示す理由として、 

１．本人または介護者が、歯科治療また

は口腔ケアの必要性を認識していない  

２．本人または介護者が、歯科治療また

は口腔ケアの必要性を認識していても、

歯科受診するには至っていない  

３．本人または介護者が、歯科治療また

は口腔ケアの必要性を認識し、歯科受

診を希望していても、何らかの理由に

より歯科受診することができない  

ということが考えられる。 

上記１・２に対しては、本人および介護

者の口腔に対する認識を向上させていく必

要がある。地域での保健指導や、デイケア、

リハビリ教室などにおいて、口腔に関する

知識普及や、口腔衛生指導などをもっと取

り入れていくことが重要であると思われ

る。また、保健師やケアマネージャー、か

かりつけ医など要介護者を取り巻く様々な

職種に対しても研修会等を開催し、口腔に

対する意識を向上していくことが必要であ

ろう。 

上記３には、表３にあげた「歯科受診し

なかった理由」が関連していると思われる。

また、歯科受診したいと思っても、本人お

よびその介護者と保健師やケアマネージャ

ー、歯科医療機関、行政といった職種間の

連携が取れていないため、実際に歯科受診

に至るまで時間がかかってしまった例や、

受診に至らなかった例も認められた。この

対策として、行政（保健所・市町村）、介

護保険サービス担当者、かかりつけ医、地

域歯科診療所、大学等幅広い関係者による

連携を築き、実際に歯科受診できるような

体制を整える必要があるといえよう。また、

要介護者の病態に応じた標準工程表（摂食

障害要介護者用クリニカルパス）の作成も

急務であるといえる。 

 要介護者本人および介護者の口腔に対す

る意識改善に加え、要介護者を取り巻く多

職種間の連携体制の強化により現在の状況

が改善されると思われる。 

 

E．結論 

 今回、幅広い介護関係者が共有できる、

要介護者の病態に応じた標準工程表（摂食 

障害要介護者用クリニカルパス）を作成す
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ることを目的として、口腔状態と歯科治療

必要性、歯科受診状況などを把握するため、

実態調査表を作成した。そして、その調査

票を用いて、介護認定申請をした 372 名に

ついて調査を行った。その結果、歯科治療

および専門的口腔ケアが必要な要介護者の

割合は高率を示したにもかかわらず、実際

の歯科受診率は低いことが明らかになっ

た。これを改善するためには、口腔に対す

る意識改善および多職種間の連携体制を強

化することが必要であると思われる。 

 次年度、確立した連携体制をもとに、実

際の総合的口腔ケアの提供・評価を通じて、

幅広い関係者が共有できる標準工程表（摂

食障害要介護者用クリニカルパス）を作成

する予定であり、これにより、今年度得ら

れた、「要介護者の口腔状態と歯科治療お

よび口腔ケアの必要性に関する実態」の改

善が期待される。 
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