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 研究要旨： 

 要介護者に対し適切な口腔保健医療ケアが提供されるよう、１）関係者の効果的な連

携体制を確立するとともに、２）これを効率的に支援するためのＩＴを活用した情報ネ

ットワークを構築し、また、３）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（クリニカルパス）を作成することを目的として、新潟県内にモデル地区を設定して

研究を実施した。 

初年度である本年度は、１）連携体制の構築として、関係者連絡協議会および口腔ケ

ア研修会の開催、口腔ケアへの取組みの現状等に関する関係者アンケートを実施した。 

また、２）情報ネットワークの構築として、関係者間で共有すべき情報等を明らかと

するため、グループインタビューを実施したほか、関係者間の情報共有のための掲示板

システム等の構築を試行した。 

さらに、３）標準工程表の作成として、介護認定申請者372名について口腔実態調査を

実施したほか、要介護者の歯科治療に関する病診連携の実態等を把握するために新潟県

内の病院歯科を対象にアンケート調査を実施した。 

関係者へのアンケート調査では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％にのぼり、対応が十分でないと考える者が多かった。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などが示された。 

グループインタビューの結果からは、現状の関係者間の情報共有は十分とはいえず、

情報センター機能を担うべきケア・マネージャーの資質の確保・維持が不可欠であるこ

となどが示された。 

要介護申請者の口腔実態調査では、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%にのぼる一方、実際に歯科受診を希望し受診した者は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などが示された。 

病院歯科に対するアンケートからは、常勤歯科医師がいないなど診療内容や人員面で

不十分な病院歯科が多数を占めること、２次医療圏でみると、一般的な要介護者への対

応はほとんどの医療圏毎に整備されているものの、実際の病診連携は未だ不十分である

ことなどが明らかになった。 
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A．研究目的 

 

 要介護者のみならず、高齢者の最大の生

きがいは「食べること」であり、要介護者

の摂食嚥下機能を維持・回復することは要

介護者のＱＯＬや健康状態を高く保つため

に必須である。このため、本研究では摂食

嚥下に障害を持つ要介護者に対し、その予

防・治療・リハビリテーションが効果的に

提供されるよう、１）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

者による効果的な連携体制を確立するとと

もに、２）これを効率的に支援するための

ＩＴを活用した情報ネットワークを構築

し、また、３）連携による実際の総合的口

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た。 

 

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。 

 また、病院歯科の機能および要介護者の

歯科治療における病診連携の実態等に関す

る調査については新潟県内のすべての病院

歯科を対象とした。 

 

2．研究項目 

１） 連携体制の構築 

(1)連絡協議会の設置 

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

象に研修経験、希望研修内容等に関する事

後アンケートを実施し、分析した。 

 

(3)関係者アンケートの実施 

 モデル地区内の介護保険指定事業者職

員、医師会、歯科医師会、歯科衛生士会の

会員および市町村介護担当課職員を対象と

して郵送自記式アンケートにより調査を実

施し、口腔ケアへの取り組みの現状等に関

する調査・分析を行った。回収率は全体で

は 67.1％であった。 

 

２）支援情報ネットワークの構築 

(1)グループインタビュー 

 関係者間で共有すべき情報等を明らかと

するため、各職種の代表者 9 名に対するグ

ループインタビューを 2 度にわたり実施し

た。 

 

(2)支援情報システム構築 

本年度はまず、共有すべき情報を明らか

にすることに重点をおいたが、コンピュー

タによるシステムとして web ベースで、関

係者間の情報共有のための掲示板システム

等の構築を試行した。 

 

３）標準工程表の作成 

(1)要介護申請者口腔実態調査 

 要介護者の口腔状態と歯科治療等の必要

性に関する実態を把握するため、モデル地

区内の７市町村の協力の下、介護認定申請

者から無作為抽出した対象のうち、調査同

意を得られた者 372 名について、口腔実態

調査を実施した。分析は介護認定非該当な

どの 4 名を除いた 368 名について行った。 

 

(2)病診連携実態分析アンケート 

 病診連携の実態を把握するために新潟県

内の病院歯科を対象に郵送自記式アンケー
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ト調査を実施した。回収率は 68.8%であっ

た。 

 

（倫理面への配慮） 

 研究にあたって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

者に対しては研究目的、内容等について十

分説明し、同意が得られた場合にのみ対象

とした。 

 

C．研究結果 

１）連携体制の構築 

(1)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、

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、口腔ケアに関する委員間の認識の共有

化、連携促進が図られた。 

 

(2)関係者研修会の開催 

要介護者の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。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)関係者アンケートの実施 

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

（あるいは診療計画）への口腔ケアの組み

込み状況については、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。さらに、訪問歯科診療の実施状況

等関連情報が関係者間で充分共有されてい

ないこと、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。 

 

２）支援情報ネットワークの構築 

(1)グループインタビュー 

 グループインタビューの結果から、現状

の関係者間の情報共有は十分とはいえず、

情報センター機能を担うべきケア・マネー

ジャーの資質の確保・維持が不可欠である

こと、IT 化以前に医療・介護従事者間の情

報共有を進めるための最低限の基盤を整備

・確保する必要があること、介護関係者お

よび医師等の医療関係者などに対し、基本

的な口腔保健医療に関する知識・情報を活

用しやすい形で提供する必要のあること等

が指摘された。 

 

(2)支援情報システム構築 

関係者間の情報連携を構築するシステ

ムとして、掲示板システム、在宅寝たき

り者歯科保健推進事業報告書データベー

ス、各種資料・マニュアルなどのインタ

ーネットによる提供システムの雛形を作

成した。 

 

３）標準工程表の作成 

(1)要介護申請者口腔実態調査 

 要介護申請者の口腔実態調査を実施した

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ものは 89.4%であっ

た。一方、実際に歯科を受診した者は 26.9

％で、歯科治療の必要性と実際の受診状況

には大きな隔たりのあることが明らかにな

った。歯科治療の必要性、歯磨き・義歯着

脱・うがいの自立度、食事介助に関しては、

生活自立度や要介護度との関連が認めら

れ、寝たきり状態に近づくに従い、それぞ

れ重度になる傾向が示された。 

 

(2)病診連携実態分析アンケート 

 新潟県内の病院歯科を対象としたアンケ

ートの結果では、病院歯科における診療の

内容としては一般歯科治療中心が 23 施設



 

- 4 -

と約半数を占め、また、歯科医師も非常勤

のみ、または常勤１人のみの施設が 29 施設

と７割近くを占めていた。 

一方、２次医療圏を単位としてみた場合、

入院下あるいは全身麻酔下での歯科治療が

可能な病院歯科が存在しない２次医療圏は

13 医療圏中１カ所のみであり、ほぼ医療圏

毎に受け入れ態勢が整備されているもの

の、実際の病診連携は未だ不十分であるこ

とが明らかになった。 

 

D．考察 

１．連携体制の構築  

 今年度、関係者 24 名からなる連絡協議会

を開催した。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。  

 本研究で実施した２回の研修会では、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り組み方がわか

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、

どのようにしたら実際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。  

 さらに関係者アンケートを通じて、口腔

ケアの取り組み状況などの基礎資料を得

た。口腔ケアのケアプランの組み込みにつ

いては、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進んでいる傾向が認

められたことから、今後口腔ケアを推進す

るには、連携体制の充実が鍵を握っている

と考えられる。  

 

２．情報ネットワークの構築  

 ２回のグループインタビューの結果、要

介護者に対する関係者間の情報共有は十分

とは言えない現状が明らかになった。出さ

れた意見から、情報の共有化は決して難し

いことではなく、関係者の顔合わせや紙面

の交換でも充分改善できることが考えられ

た。要介護者の口腔機能の改善には他職種

との連携が必要であるが、その際、歯科医

師や歯科衛生士といった歯科専門職からの

積極的な働きかけが重要と考えられる。  

 

３．標準工程表の作成  

 本調査から、歯科治療の必要性と実際の

受診状況には大きな隔たりのあることが明

らかになった。その理由として、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何らかの理由

で歯科受診することができない、などが考

えられる。対象者それぞれで理由は異なる

だろうが、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

強化により現況が改善されると思われる。  

 また、新潟県内の病院歯科を対象にアン

ケート調査により、要介護者への口腔保健

医療ケアを提供していく上で、体制や機能、

実績は必ずしも十分でないことが明らかに

なった。要介護者等への口腔保健医療サー

ビスを提供していく上で、特に全身管理が

必要な患者への対応や入院下での歯科治療

などの点で病院歯科と一般歯科診療所との

連携・機能分担は重要である。今後、要介

護者への質の高い口腔保健医療ケアを提供

していくためには、病院歯科の役割を明確

化したうえで、適切な機能強化を図るとと

もに、かかりつけ歯科医等との円滑な連携

を支援するシステムを構築していくことが

急務と考える。 

 

E．結論 

1. 新潟県内にモデル地区を設定し、地区内

の関係者 24 名からなる連絡協議会を開

催した。これにより、口腔ケアに関する

関係者間の意識共有が促進された。 

 

2. 口腔ケアに関する研修会を 2 回開催し、

それぞれ、123 名、170 名の参加者を得、

関係者の口腔ケアに対する意識向上が
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図られた。受講者に対するアンケートか

ら口腔ケアに関する研修経験が少なく、

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

などが明らかになった。 

 

3. 関係者へのアンケート調査では口腔に

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

った。 

 

4. 関係者間で共有すべき情報の在り方等

について明らかにする目的で実施した

グループインタビューの結果から、現状

の関係者間の情報共有は十分とはいえ

ず、情報センター機能を担うべきケア・

マネージャーの資質の確保・維持が不可

欠であること、IT 化以前に医療・介護

従事者間の情報共有を進めるための最

低限の基盤を整備・確保する必要がある

ことなどが示された。 

 

5. 要介護申請者 368 名に対して行った口

腔実態調査の結果分析では、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%にのぼる一方、

実際に歯科受診を希望し受診した者は

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った。 

 

6. 県内の病院歯科を対象にしたアンケー

トの結果では、診療内容は一般歯科治療

中心が 23 施設と約半数を占め、また、

歯科医師も非常勤のみ、又は常勤１人の

施設が 29 施設と７割近くを占めてい

た。一方、２次医療圏にみると、入院下

あるいは全身麻酔下での歯科治療が可

能な病院歯科が存在しない２次医療圏

は 13 医療圏中１カ所のみで、ほぼ医療

圏毎に受け入れ態勢が整備されている

ものの、実際の病診連携は未だ不十分で

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 

   


