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 研究要旨： 

 本研究では関係者の連携を確保するための連携基盤の確立を図るとともに、関係者の

緊密な連携を図るための方策を検討することを目的とした。  

 新潟県内にモデル地区を設定し研究を実施した。具体的には新発田保健福祉医療圏を

モデル地区とし、新発田健康福祉環境事務所、管内12市町村、管内介護保険指定事業者

、新発田市豊栄市北蒲原郡医師会、新発田市歯科医師会、北蒲原郡豊栄市歯科医師会、

新潟県歯科衛生士会等の協力により研究を遂行した。 

研究項目は、１）連携体制の構築（連絡協議会の設置）、２）関係者研修会の開催、  

３）関係者アンケートの実施である。 

連携体制の構築に関しては、関係者24名からなる連絡協議会を設置した。本年度は初

年度であることから、主に研究内容の説明、意見聴取、結果報告が主体であったが、委

員間の連携は構築することができた。また、２回の研修会を開催し、参加者に対し口腔

ケアの基本知識および技術を提供した。参加者の口腔ケアに対する意識は向上し、実際

口腔ケアに取り組む施設の増加に役だった。 

また、関係者アンケートを通じ、口腔ケアの取り組み状況などの基礎資料を得た。口

腔に問題を抱えている要介護者が多いと考える者は全体の69％にのぼる一方、ケアプラ

ンへの口腔ケアの組み込み状況については、介護保険事業者職員のいずれの職種におい

ても「していない」、「ほとんどしていない」とする者が30％以上の値を示した。さら

に、口腔ケアの実施状況には歯科専門職との連携が取れているかどうかが大きな要因で

あることが明らかになった。 

 

 

A．研究目的 

 

 要介護者の摂食嚥下機能を維持回復し、

高い QOL を確保するためには、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、大学附属

病院等幅広い関係者が緊密な連携に基づ

き、良質かつ効果的な口腔保健医療ケア・

サービスを提供していくことが不可欠であ

る。 

このため、本研究では関係者の連携を確

保するための連携基盤の確立を図るととも

に、関係者の緊密な連携を図るための方策

を検討することを目的とした。 
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B．研究方法 

 

1．研究対象 

 新潟県内にモデル地区を設定し研究を実

施した。具体的には新発田保健福祉医療圏

をモデル地区とし、新発田健康福祉環境事

務所、管内 12 市町村、管内介護保険指定事

業者、新発田市豊栄市北蒲原郡医師会、新

発田市歯科医師会、北蒲原郡豊栄市歯科医

師会、新潟県歯科衛生士会等の協力により

研究を遂行した。 

 

2．研究項目 

１）連携体制の構築（連絡協議会の設置） 

 要介護者の口腔保健医療ケアを円滑に実

施していくための幅広い関係者の連携を確

保するため、郡市医師会、郡市歯科医師会、

市町村保健福祉担当課、介護保険指定事業

者等の代表者計 24 名からなる「要介護者口

腔ケア関係者連絡協議会」を設置し、本年

度は 2 回の協議会を開催した。なお、事務

局については新発田健康福祉環境事務所に

設置した。 

 

２）関係者研修会の開催 

 管内の保健医療従事者、介護従事者等を

対象に、口腔保健医療ケアに関する研修会

を 2 回実施した。また、研修会受講者を対

象に事後アンケートを実施し、口腔ケアに

対する取組みや希望する研修内容などに関

して分析を行った。 

 

３）関係者アンケートの実施 

(1)対象者 

 新発田健康福祉環境事務所管内の、介護

保険指定事業者として登録されている全施

設の職員、新発田市豊栄市北蒲原郡医師会

加入の要介護者の診療を担当する開業医

師、新発田市歯科医師会、北蒲原郡豊栄市

歯科医師会および新潟県歯科衛生士会の会

員および管内 12 市町村の介護担当課職員

を対象とした。対象人数は、全体で 1865

人であった。職種別内訳をみると、介護保

険事業者（1378 人）、歯科衛生士（170 人）、

歯科医師（131 人）、行政（107 人）、医師

（79 人）であった。回収率には、医師の 40.5

％～歯科衛生士の 76.4％までの幅があり、

全体では 67.1％であった。介護保険事業者

で回答者の 10％以上の割合を占めている

職種は、施設介護職員（43.5％）、看（准

看）護師（18.4％）、訪問介護員（14.1％）

であった。 

  

(2)調査方法および調査項目 

郵送自記式アンケートにより調査を行

い、約３週間の回答期間を設けた。対象地

区の要介護者における口腔ケアへの取り組

みの現状、および口腔ケアの実施に影響を

与える要因などについて調査項目を設定し

た（添付アンケート用紙を参照）。 

なお、本アンケートは研究事業全体の成

果の評価指標の一つとして、最終年度（平

成 16 年度）に再度実施する予定である。 

 

(3)分析方法 

分析は対象者の職種別毎の単純集計ととも

に、介護保険指定事業者に勤務する看（准

看）護師、訪問指導員、施設介護職員につ

いて、要介護者の口腔ケアの取組みに影響

を与える要因について要因分析を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

 アンケート調査の実施にあたっては、無

記名式とし、調査結果は統計的分析にのみ

利用した。 

 

C．研究結果 

 

１．連携体制の構築（連絡協議会の設置） 

 モデル地区内の郡市医師会、郡市歯科医

師会、市町村保健福祉担当課、介護保険指

定事業者等の代表者計 24 名からなる要介

護者口腔ケア関係者連絡協議会を設置し、

平成 14 年 10 月 10 日および平成 15 年 3 月

18 日の２回にわたり協議会を開催した。 

本年度は初年度であるため本研究班の研

究内容の説明、意見聴取、結果報告等が主

体であったが、委員からは次のような意見

が出され、口腔ケアに関する委員間の認識

の共有が促進された。 
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・  口腔ケアの重要性は認識しているが、施

設単位での取組みとなるとなかなか取

り組めないのが現状。 

・  研修会の開催など介護関係職員の資質

向上が不可欠。 

・  要介護者本人や介護家族の方が必要性

を認識していないので、こうした方に普

及啓発する必要があるのでは。 

・  協議会や研修会などを契機として職員

の意識が高まり、当事業所でも口腔ケア

に取り組むことになった。技術面での支

援をお願いしたい。 

 

２．関係者研修会の開催 

１）研修会の概要 

 モデル地区内の保健医療従事者、介護従

事者等を対象に、口腔保健医療ケアに関す

る研修会を平成 14 年 12 月 6 日、平成 15

年 1 月 30 日の 2 回実施した。参加者はそれ

ぞれ 123 名と 170 名であった。 

第 1 回目の研修会では初回として、口腔

ケアに関する現状および基本的な知識、取

組み方法等を理解してもらうことを目的に

要介護者の口腔の特徴およびケアの方法に

関する講演と、実際にデイサービスセンタ

ーで口腔ケアに取り組んでいる事例の紹介

を行った。また、モデル地区内の関係者に

パネリストを依頼し、今後口腔ケアを進め

ていくために何が必要であるかについて、

パネルディスカッションを行った。 

パネルディスカッションでは「介護関係

者への意識啓発、実技を含めた研修の実施

（特にケア・マネージャーへの意識啓発と

口腔アセスメント能力の向上）」、「要介

護者本人、家族への口腔ケアの必要性の啓

発（要介護になる前も含めて）」、「ケア

カンファレンスへの歯科医師、歯科衛生士

の参加など、関係者の円滑な連携、情報の

円滑な共有」、「施設、在宅における定期

的な歯科健診・指導機会の確保」などの必

要性が提起された。 

第 2 回の研修会では、第 1 回よりもより

具体的な口腔ケアの知識・技術に関する内

容とし、近年関心が高まっている摂食機能

療法や口腔ケアの実施に関するテクニック

・留意点を含めた講演や要介護者への対応

を行う上で配慮すべき精神・身体上の注意

事項に関する講演等を行った。その後、100

名限定の事前登録制により、小グループに

分かれて、症例別の口腔ケアに関する実技

実習を実施した。 

午前、午後延べ 5 時間にわたる研修であ

ったが、参加者の関心は非常に高かった。 

それぞれの研修会のプログラムの概要を

表１および表２に示す。 

 

表１ 第１回研修会プログラム 

１）講演 

「要介護者等の口腔の特徴、ケアについて」

講師：新潟県歯科医師会 

地域保健担当理事 幾野  博 

 

２）事例発表 

 「デイサービスセンターにおける口腔ケアの

試み」 

  発表者：八色園デイサービスセンター 

      介護支援専門員 上村 真代美 

 

３）パネルディスカッション 

「新発田地域で口腔ケアを進めるために 

今後何が必要か」 

  コーディネーター： 

新発田健康福祉環境事務所副所長 

 石上 和男  

  パネリスト： 

新潟県歯科医師会地域保健部員 

    稲富 道知 

特別養護老人ホーム「しうんじ」 

       生活指導員  高橋 定男 

安田町在宅介護支援センター      

      介護支援専門員 井上 秀子 

   ＪＡ北越後サービス提供責任者    

斉藤 恵子 
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表２ 第２回研修会プログラム 

１）講演 

「要介護者に対する摂食機能療法と 

誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア」 

 講師：新潟大学医歯学総合研究科 

助教授 植田耕一郎 

２）事業説明 

「デイサービスにおける口腔ケア指導 

の実施について」 

 説明者：新潟県歯科医師会 

          常務理事 河内 博 

３）講演 

「在宅障害者によく見られる症状 

とリハビリテーション」 

 講師：水原郷病院 リハビリテーション科 

          科長補佐 倉島信作 

４）実技実習 

「要介護者に対する口腔ケア（症例別対応）」

 講師：（財）新潟県歯科保健協会 

 

 

 

２）受講者アンケートの結果 

第 1 回の研修会では、受講者に対し (1)
口腔ケアに関する研修経験、(2)当日の研修

を踏まえての口腔ケアに対する考え方、(3)
今後口腔ケアを進めるために必要だと考え

ること（自由記載）、(4)当日の研修内容に

対する評価、(5)今後希望する研修内容に関

するアンケートを配布し、研修終了後に回

収した。  
 受講者 123 名に対し回収されたアンケー

トは 102 名分（回収率 82.9%）であった。 
 アンケート回答者の所属施設および職種

の内訳を表３および表４に示す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表３ 第 1 回受講者所属施設内訳  
所 属 施 設 人数 割合

市町村行政 9 8.8%

在宅介護支援センター 17 16.7%

社会福祉協議会 8 7.8%

特別養護老人ホーム 8 7.8%

老人保健施設 7 6.9%

デイサービス 13 12.7%

訪問介護事業者 7 6.9%

訪問看護ステーション 4 3.9%

病院（療養型病院を含む） 3 2.9%

診療所 9 8.8%

その他 7 6.9%

不 詳 10 9.8%

計 102 100%

 
表４ 第 1 回受講者職種内訳  

職   種 人数 割合

介護支援専門員 14 13.7%

生活相談員 6 5.9%

施設介護職 17 16.7%

訪問介護員 9 8.8%

看護師 17 16.7%

保健師 11 10.8%

歯科医師 5 4.9%

歯科衛生士 13 12.7%

管理栄養士 0 0.0%

施設管理者 1 1.0%

その他 1 1.0%

不 詳 8 7.8%

計 102 100%

 
 
(1)口腔ケアに関する研修経験  
 口腔ケアに関する研修を受けた経験を有

する者は全体で 23.5%（24 名）であり、生

活相談員 50.0%（6 名中 3 名）、介護支援

専門員 42.9%（14 名中 6 名）、歯科衛生士

38.5%（13 名中 5 名）が比較的高かったも

のの他は概ね 20%以下であった。  
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(2)当日の研修を踏まえての口腔ケアに対

する考え方  
 当日の研修を踏まえての口腔ケアに対す

る考え方としては、「介護者の口腔ケアの

必要性を感じ、実際に取り組んでいこうと

思った」と回答したものが 59.2%、「必要

性はわかるが、実際にどう取り組んだらよ

いのかわからない」と回答した者が 26.5%、 
「必要性はわかるが、他との関係でどうし

ても後回しになってしまう」と回答したも

のが 12.7%、「その他」が 1.0%であり、「歯

科医師や歯科衛生士が中心に行えばよい問

題」、「あまり必要性は感じない」と回答

した者は 0%であった。  
 
(3)今後口腔ケアを進めるために必要だと

考えること（自由記載）  
 今後、口腔ケアを進めるために必要と考

えること（自由記載）に関しては以下のよ

うな意見が多かった。  
・  介護関係者への意識啓発、実技を含めた

研修の実施（特にケア・マネージャーへ

の意識啓発と口腔アセスメント能力の

向上）  
・  要介護者本人、家族への口腔ケアの必要

性の啓発（要介護になる前も含めて）  
・  歯科医師、医師（主治医）を含めた関係

者の円滑な連携、情報の円滑な共有  
・  訪問歯科健診・治療の増大と窓口の明確

化・周知  
・  施設、在宅における定期的な歯科健診・

指導機会の確保  
・  ケアカンファレンスへの歯科医師、歯科

衛生士の参加  
 
(4)当日の研修内容に対する評価  

当日の研修内容に対する評価としては

「とても有益であった」と「有益であった」

と回答している者の合計が 97.1%に達し

た。  
 
(5)今後希望する研修内容  

今後研修を希望する内容として回答（複

数回答）された上位５つの項目は「口腔清

掃実習（46.1%）」、「摂食リハビリ実習

（48.0%）」、「口腔内観察法（32.4%）」、

「口腔アセスメントプラン（31.4%）」、

「口腔疾患の基礎知識（24.5%）」であっ

た。  
「その他」としては、重症の痴呆症の要

介護者への対処法を希望する者が多かっ

た。  
希望する研修内容の内訳を表５に示す。  
 

表５ 希望する研修内容（複数回答）  
希望研修内容 回答数 割合

口腔疾患の基礎知識 25 24.5%

口腔内観察法 33 32.4%

口腔清掃実習 47 46.1%

摂食嚥下の解剖・生理 13 12.7%

摂食障害の原因・病態 26 25.5%

摂食嚥下評価法 23 22.5%

摂食リハ実習 49 48.0%

食事形態・介助法 20 19.6%

口腔アセスメントプラン 32 31.4%

その他 6 5.9%
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第２回の研修会では、170 名の受講者全

体のうち、口腔ケア実技実習まですべてを

受講した 100 名から (1)口腔ケアに関する

研修経験、(2)当日の研修を踏まえての口腔

ケアに対する考え方、(3)当日の研修に対す

る感想（自由記載）、(4)今後希望する研修

内容に関するアンケートを回収した。  
 回収されたアンケートは 70 名分（回収

率 70.0%）であった。  
 アンケート回答者の所属施設および職種

の内訳を表６および表７に示す。  
 
表６ 第 2 回受講者所属施設内訳 

所  属  施  設  人 数  割 合

市 町 村 行 政  6 8.6%

在 宅 介 護 支 援 センター 13 18.6%

社 会 福 祉 協 議 会  6 8.6%

特 別 養 護 老 人 ホーム 9 12.9%

老 人 保 健 施 設  6 8.6%

デイサービス 6 8.6%

訪 問 介 護 事 業 者  2 2.9%

訪 問 看 護 ステーション 4 5.7%

病 院 （療 養 型 病 院 を含 む） 0 0.0%

診 療 所  7 10.0%

その他  7 10.0%

不  詳  4 5.7%

計  70 100%

 
表７ 第 2 回受講者職種内訳 

職   種 人数 割合

介護支援専門員 11 15.7%

生活相談員 1 1.4%

施設介護職 14 20.0%

訪問介護員 5 7.1%

看護師 12 17.1%

保健師 6 8.6%

歯科医師 3 4.3%

歯科衛生士 11 15.7%

管理栄養士 1 1.4%

施設管理者 1 1.4%

その他 3 4.3%

不 詳 2 2.9%

計 70 100%

(1)口腔ケアに関する研修経験  
 口腔ケアに関する研修を受けた経験を有

する者は全体で 52.9%（37 名）で、第 1 回

と比較して 2 倍以上に上昇していた。  
 
(2)当日の研修を踏まえての口腔ケアに対

する考え方  
 当日の研修を踏まえての口腔ケアに対す

る考え方としては、「介護者の口腔ケアの

必要性を感じ、実際に取り組んでいこうと

思った」と回答したものが 57.1%、「必要

性はわかるが、実際にどう取り組んだらよ

いのかわからない」と回答した者が 27.1%、 
「必要性はわかるが、他との関係でどうし

ても後回しになってしまう」と回答したも

のが 10.0%、「その他」が 5.7%であり、「歯

科医師や歯科衛生士が中心に行えばよい問

題」と回答した者は 0%であった。  
 
(3) 当日の研修に対する感想（自由記載） 

 当日の研修に関する感想として記入され

ていた内容では、全体にわかりやすく、た

めになったとの記入が多かった。特に「要

介護者に対する摂食機能療法と誤嚥性肺炎

予防のための口腔ケア」に関する講演およ

び口腔ケア実技実習が介護の現場に即した

内容であり、有意義だったとの意見が多か

った。  
 
(4)今後希望する研修内容 

今後研修を希望する内容として回答（複

数回答）された上位５つの項目は「摂食リ

ハビリ実習（58.6%）」、「口腔アセスメ

ントプラン（51.4%）」、「食事形態と食

事介助法（40.0%）」、「口腔清掃実習

（34.3%）」と「口腔内観察法（22.9%）」、

「摂食嚥下の評価法（22.9%）」であった。

希望する研修内容の内訳を表８に示す。  
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表８ 希望する研修内容（複数回答）  
希望研修内容 回答数 割合

口腔疾患の基礎知識 12 17.1%

口腔内観察法 16 22.9%

口腔清掃実習 24 34.3%

摂食嚥下の解剖・生理 8 11.4%

摂食障害の原因・病態 15 21.4%

摂食嚥下評価法 16 22.9%

摂食リハ実習 41 58.6%

食事形態・介助法 28 40.0%

口腔アセスメントプラン 36 51.4%

その他 1 1.4%

 

 

３．要介護者口腔ケア関係者アンケート調査 

1)要介護者への口腔ケアの現状 

 

（1）口腔に問題のある要介護者に関する

現状認識 

 口腔に問題がある要介護者が「非常に多

い」、「ある程度多い」とする者が全体で

69.0%を占める一方、その認識状況には職種

間で差が認められた。介護保険事業者につ

いてみると、看（准看）護師では、要介護

者は「非常に多い」と認識している人が

50.0％、「ある程度多い」と認識している

人が 25.9％であったのに対し、訪問介護員

では、それぞれ、13.0％および 51.9％であ

った。また、施設介護職員では、それぞれ

30.4％および 42.3％であった。その他の職

種についてみると、医師では要介護者数に

ついては「把握していない」と認識してい

る人が 50.0％と一番多かった。また、行政

および歯科医師では「ある程度多い」と認

識している人が、歯科衛生士では「非常に

多い」と認識している人がそれぞれ一番多

かった。 

 

（2）介護者に対する歯科医師による訪問

歯科診療の実施状況に関する認識 

 認識状況には職種間で差が認められた。

歯科医師は、訪問歯科診療に対して「かな

り実施している」と認識している人が 44.3

％だったのに対し、行政では「かなり実施

している」と回答している人が 23.3％に止

まり、「少し実施している」と認識してい

る人が 57.5％を占めた。医師では実施状況

を「把握していない」と認識している人が

53.1％に達した。介護保険事業者では、特

に、訪問介護員では実施状況を「把握して

いない」と認識している割合が 35.9％を占

めた。 

 訪問歯科診療や訪問口腔ケアが充分実施

できない理由について確認すると、医師を

除く全ての職種において、口腔問題に対す

る「ニーズの把握不足」（48.2～88.2％）、

および歯科医療関係者と他の医療福祉スタ

ッフや行政担当者との「連携不足」（33.3

～64.7％）をあげる人が多かった。医師で

は、口腔問題に対する「ニーズの把握不足」

（60.0％）の他に、歯科医療関係者の診療

施設以外で活動することに対する「意欲不

足」（40.0％）や口腔ケアに対する「認識

不足」（40.0％）をあげる人が多かった。 

 

（3）口腔ケアの取り組み状況（介護業務

に日常的に関わっている人を対象） 

①要介護者の口腔内の状況把握 

口腔内の観察を「日常的に常に行ってい

る」と回答している割合は、介護保険事業

者では看（准看）護師、45.5％、訪問介護

員、20.3％、施設介護職員、40.7％といず

れも 20％以上の値を示した。一方、医師で

は「常に行っている」と回答している人は

おらず、行政ではわずか 5.9％であった。 

 また、要介護者に対する口腔内の問題点

やニーズの把握状況について確認した。介

護保険事業者、医師および行政を含めて、

いずれの職種の対象者においても、ニーズ

の把握を「ほとんどしていない」または「し

ていない」と回答している人の割合が 30～

50％を占めた。 

 

②要介護者へのアプローチ 

 ケアプラン（あるいは診療計画）への口

腔ケアの組み込み状況について確認した。

介護保険事業者では、「ほとんどしていな

い」または「していない」と回答している

割合は、看（准看）護師、31.5％、訪問介
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護員、36.6％、施設介護職員、37.1％とい

ずれも 30％以上の値を示した。医師、およ

び行政では、その割合はさらに高く、医師

では 84.9％、行政では 64.7％を占めてい

た。 

 また、口腔内の状況を踏まえた口腔ケア

の実施状況について確認した。「常に状況

を踏まえている」または「概ね踏まえてい

る」と回答している人の割合は、介護保険

事業者では、看（准看）護師で 65.8％、訪

問介護員で 55.3％、施設介護職員で 65.4

％と、いずれの職種においても半数を超え

ていた。医師、行政では「常に状況を踏ま

えている」および「概ね踏まえている」の

合計値が、それぞれ 36.4％、29.4％であっ

た。 

 

（4）介護者にとっての口腔ケアの負担感

について 

 介護保険事業者でみると、要介護者にと

って口腔ケアは負担だと「思う」または「そ

れほど思わない」と認識している割合が、

看（准看）護師ではそれぞれ 42.4％、41.8

％とほぼ同様の割合を示した。訪問介護員

では、「思う」または「それほど思わない」

と認識している割合が、それぞれ 49.6％、

29.0％と「思う」と認識している割合が多

かった。一方、施設介護職員ではそれぞれ、

28.5％、51.7％と「それほど思わない」と

認識する割合が多かった。医師や行政では

「思う」と認識している人の割合が、それ

ぞれ、62.5％、69.9％であり、要介護者に

とって口腔ケアは負担だと認識している人

の割合が多かった。 

 

（5）歯科専門職との日常的な連携 

 介護保険事業者では、歯科専門職と連携

が取れていると回答している割合が、看護

（准看）師、訪問介護員、施設介護職員で

それぞれ、7.6％、1.5％、5.2％と低く。ま

た、医師では 0％であった。行政関係者で

は連携が取れていると回答している者の割

合は 9.6％であった。 

 また、介護保険事業者では、口腔に関す

る問題について、歯科専門職と「相談でき

ない」と回答している割合が、看（准看）

護師で 50.6％、訪問介護員で 71.8％、施設

介護職員で 60.9％と、いずれの職種におい

ても半数を超えた。一方、医師では「相談

できない」と回答した割合は 28.1％、行政

では 9.6％であった。  

 

2)要介護者に対する口腔ケア推進に影響

を与える要因 

 評価対象として介護保険事業者のうち看

（准看）護師、訪問介護員および施設介護

職員を選出し分析をおこなった。 

 

（1）口腔ケアの介護者への負担感の認識

に影響を与える要因について 

 看（准看）護師を対象とした分析におい

て、「歯科専門職との連携の有無」とのク

ロス集計で統計学的な有意差が認められ

た。連携の取れている方が、負担感につい

て「それほど思わない」または「全く思わ

ない」と回答している割合が高かった（図

１）。 

 

図１ 看（准看）護師における歯科専門職との連携の 

有無と口腔ケアの介護者にとっての負担感の 

認識(p=0.002) 

 

（2）要介護者の口腔内の日常的観察に影

響を与える要因 

 看（准看）護師または施設介護職員を対

象とした分析において、「歯科専門職との

連携の有無」とのクロス集計で統計学的な

有意差が認められた。連携の取れている方

が、口腔内の日常的観察を「常に行ってい

看 （准 看 ）護 師
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る」と回答している割合が高かった（図２、

図３） 

図２ 歯科専門職との連携の有無と日常的口腔内 

の観察状況（看（准看）護師）(p=0.02) 
 

図３ 歯科専門職との連携の有無と日常的口腔  
内の観察状況 （施設介護職員）(p=0.001) 

 

（3）ケアプランへの組み込み状況に影響

を与える要因 

 施設介護職員を対象とした分析におい

て、「研修会参加経験の有無」とのクロス

集計で統計学的な有意差が認められた。研

修会への参加経験のある方が、ケアプラン

への組み込みをしていない人の割合が高か

った（図４）。一方、「歯科専門職との連

携の有無」とのクロス集計では連携の取れ

ている方が、ケアプランへの組み入れを「常

に行っている」と回答している割合が高か

った（図５）。 

 
 

 

図４ 口腔ケア研修会への参加の有無とケアプラン 

への組み込み状況（施設介護職員）(p=0.03) 

 

図５ 歯科専門職との連携の有無とケアプランへの 

組み込み状況（施設介護職員）(p<0.001) 

 

 

3)問題点やニーズの把握に影響を与える

要因 

  看（准看）護師を対象とした分析におい

て、「研修会参加経験の有無」とのクロス

集計で統計学的な有意差が認められた。研

修会への参加経験のある方が、問題点やニ

ーズの把握を常に行っている人の割合が少

なかった（図６）。一方、「歯科専門職と

の連携の有無」とのクロス集計では看（准

看）護師、施設介護職員のいずれにおいて

も、連携の取れている方が、問題点やニー

ズの把握を「常に行っている」と回答して

いる割合が有意に高かった（図７、図８）。 
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図 6 口腔ケア研修会への参加の有無と問題点や 

ニーズ把握（看（准看）護師）(p=0.01) 

 

図７  歯科専門職との連携の有無と問題点やニーズ 

把握（看（准看）護師）(p=0.01) 

 

図８  歯科専門職との連携の有無と問題点やニーズ 

把握（施設介護職員）(p<0.001) 

 

4)口腔内の状況を把握した口腔ケアの実

施に影響を与える要因 

 看（准看）護師を対象とした分析におい

て、「歯科専門職と連携の有無」とのクロ

ス集計で統計学的な有意差が認められた。

連携の取れている方が、口腔内の状況を把

握した口腔ケアの実施を「常に行っている」

と回答している割合が有意に高かった（図

９）。また、看（准看）護師を対象とした

分析において、「研修参加経験の有無」と

のクロス集計で統計学的な有意差が認めら

れた。研修会の参加経験のある方が口腔内

の状況を把握した口腔ケアの実施を「常に

行っている」と回答している割合が有意に

低かった（図 10）。 

 

図９ 口腔ケア研修会への参加の有無と口腔内の状 

況を把握した口腔ケアの実施（看（准看）護師） 

(p=0.04) 

図 10 歯科専門職との連携の有無と口腔内の状況を

把握した口腔ケアの実施（看（准看）護師）(p<0.001) 
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D．研究考察 
 

１．関係者間の連携について 

 本調査では、モデル地区内の郡市医師

会、郡市歯科医師会、市町村保健福祉担当

課、介護保険指定事業者等の代表者計 24

名からなる要介護者口腔ケア関係者連絡

協議会を設置した。 

本年度は初年度であることから、主に研

究内容の説明、意見聴取、結果報告が主体

であったが、２回の協議会を通し、委員か

ら「協議会や研修会などを契機として職員

の意識が高まり、口腔ケアに取り組むこと

になった」との意見が出されるなど、委員

の口腔ケアに対する意識は高くなったと

評価できる。さらに、協議会では技術面で

の支援を望む声も出されている。今後、い

かに歯科医師とケア・マネージャ等介護実

施者が気軽に意見交換をできる環境を支

援するかが課題であろう。 

 口腔ケアの重要性については様々な点

から情報が蓄積されつつある。口腔ケアを

推進する必要性については合意形成がで

きつつある。まさにこれから望まれている

のはそれを生かす仕組みづくりと考える。 

 

２．要介護者への口腔ケアの実施状況 

 施設関係者では日常的な口腔内の観察

を実施している割合が「常に実施」、「概

ね実施」を加えると７割を越えた。また、

口腔ケアのケアプランの組み込みについ

ては、「常に組み込んでいる」、「概ね組

み込んでいる」を加えると約 60％であっ

た。その一方で「ほとんどしていない」、

「していない」の合計は 37％に達した。

今後の要介護者への口腔ケアの実施につ

いては、いかにこの割合を少なくするかが

課題と考える。 

 また、口腔ケアを実施することに対する

負担感については、 介護保険事業者でみ

ると、「思う」と「それほど思わない」が

訪問介護員では「思う」が、施設介護職員

では「それほど思わない」と回答する割合

が多かった。 

 訪問介護員は、在宅介護者に対し作業を

行うことから、ここでの負担感は家族が口

腔ケアを行うことに対する意見ととらえ

ることができる。一方、施設介護職員は施

設での作業になるため、職員自身の実感か

らの意見と考えられる。すなわち、口腔ケ

アは、周りからみるとかなり負担に見える

が、実際やってみると思ったほど負担では

ないと感じるのではないかと考察した。 

 

３．歯科医師、歯科衛生士による訪問歯科

診療および口腔ケアの実施状況に対す

る他職種の認識について 

 訪問歯科診療については、歯科医師に対

するアンケートで「かなり実施」と回答し

ているのが 44％だったのに対し、他職種

への調査では、「少し実施」、「把握して

いない」と回答する割合が多かった。さら

に、歯科衛生士の訪問口腔ケアに関しては

この傾向が強く、いずれの職種においても

「実施していない」または「把握していな

い」と回答する割合が高かった。これは、

歯科医師、歯科衛生士とも実際行っている

訪問歯科診療や訪問口腔ケアに対する情

報がうまく他職種に伝達していないこと

の現れと考えられる。このことは、実施が

少ない理由として「ニーズの把握不足」、

「連携不足」、「認識不足」を答えている

割合の高いことからも伺える。 

 

４．要介護者における口腔ケア推進に影響

を与える要因について 

 介護保険事業者の中で看（准看）護師、

訪問介護員および施設介護職員を対象に

行ったクロス集計の結果から、いずれの項

目についても、歯科専門家との連携が取れ

ていると回答している場合に要介護者に

対する口腔ケアは進んでいる傾向が認め

られた。 

 一方、研修会の参加の有無については、

看（准看）護師、訪問指導員、および施設

介護職員のいずれを対象とした調査でも

有効性を示す情報は得られなかった。しか

しその一方で、「口腔ケアに関する研修会

を今後受けたいか」という質問に対して

は、施設関係者での希望者は８割を越えて
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いた。このことは、担当者にしてみれば、

口腔ケアを学びたいというニーズの高い

ことを意味している。本調査で実施した２

回の研修会においては、事後アンケートに

おいて、「口腔ケアの必要性を感じ、実際

に取り組もうと思った」と回答している人

が 50％を越えている一方で、「必要性は

わかるが取組み方がわからない」と回答し

ている人が約 30％いた。今後研修会を進

めるにあたっては、ただ単に知識的なこと

を説明するだけではなく、どのようにした

ら気軽に口腔ケアに取り組めるかという

視点を持って内容を企画する必要がある

だろう。 

 

E．結論 

1.要介護者に対する質の高い口腔保健医療

ケアを適切に提供していくため、関係者の

緊密な連携体制を構築することを目的に、 

新潟県内にモデル地区を設定し、新発田健

康福祉環境事務所、管内 12 市町村、管内介

護保険指定事業者、新発田市豊栄市北蒲原

郡医師会、新発田市歯科医師会、北蒲原郡

豊栄市歯科医師会、新潟県歯科衛生士会等

の協力により研究を遂行した。 

 

2.モデル地区内の関係者 24 名からなる連

絡協議会を開催し、口腔ケアに関する関係

者間の意識共有が促進され、関係者間の連

携を深めた。また、口腔ケアに関する研修

会を 2 回開催し、参加者に対し口腔ケアの

基本知識および技術を提供した。それぞれ、

123 名、170 名の参加者を得、口腔ケアに対

する意識は向上し、実際口腔ケアに取り組

む施設増加にも役だった。研修受講者に対

するアンケートから口腔ケアに関する研修

を受けたことのある者は少ないこと、研修

内容としては口腔清掃実習、摂食リハビリ

実習などのより実践的な内容が望まれてい

ることが明らかになった。 

 

3.関係者へのアンケート調査により、口腔

ケアの取り組み状況などの基礎資料を得

た。口腔に問題を抱えている要介護者が多

いと考える者は全体の 69％にのぼる一方、

ケアプランへの口腔ケアの組み込み状況に

ついては、介護保険事業者職員のいずれの

職種においても「していない」、「ほとん

どしていない」と回答した者が 30％以上の

値を示した。さらに、口腔ケアの実施状況

には歯科専門職との連携が取れているかど

うかが大きな要因であることが明らかにな

った。 

 

 

F．健康危険情報 

 

 なし 

 

G．研究発表 

 

 なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

 

 なし 

 

 

   


