
 

厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

病態別要介護者保健医療ケアに係る工程表(ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ)の 

開発のための効果的な病診連携方策 

 

分担研究者 江面 晃 （日本歯科大学新潟歯学部 教授） 
 

 研究要旨： 

 病診連携により要介護者に対し、より早期から口腔ケア・歯科治療などの対応を図ってい

くための方策を検討することを目的に、脳外科・神経内科病棟に入院中の患者を対象として、

看護師によるチェックリストを用いた歯科有訴状況の把握とこれに基づく口腔ケア指導お

よび退院時の歯科受診等の勧奨を行った。さらに、退院後の歯科受診等の状況をアンケート

調査により把握した。その結果、調査対象者 29 名中 23 名（79.3％）になんらかの歯科治療

および口腔ケア指導の必要性を認めた。このうち歯科治療が必要だと判断された 15 名に対

し、退院時にかかりつけ歯科医での受診等の受診勧奨を行ったが、15 名中少なくとも 3名

（20.0％）が退院後に歯科健診あるいは歯科治療を受けていることが郵送アンケートで確認

された。今後、チェックリストとこれに基づく指導内容の検討、把握した要指導・治療者の

情報を歯科診療所・行政歯科保健部門等に情報伝達し、歯科的なフォローアップに確実に繋

げていく体制を構築することにより、脳血管障害等で要介護状態となる者に対して、早期に

歯科的な対応をしていくことが可能となると考えられた。 

 

 

A．研究目的 

 これまでの要介護者の歯科治療・口腔ケ

アにおける病診連携は地域の歯科診療所の

歯科医師が歯科治療等を実施する際に、全

身疾患の管理や高度な歯科治療の提供など

を病院（歯科）と連携・機能分担しながら

いかに確保していくかという視点が中心で

あった。 

しかし、本研究事業において実態調査や

関係者との協議を進めるなかで、要介護状

態となって時間が経過し、口腔内状況が悪

化してから対応するよりも、より早期に対

応を図っていくことが本質的な解決策とな

るのではないかとの意見が関係者から多く

出された。 

そこで、本年度は脳血管疾患等の急性期

病床を有する病院と一般歯科診療所の連携

による要介護者への早期対応の可能性を検

討することを目的に、急性期病床に入院中

の患者を対象に、病棟看護師による簡単な

口腔内状況のチェックおよび口腔ケア指導

と、歯科治療が必要だと思われる患者に対

する退院時の受診勧奨を行い、退院後の歯

科受診状況等についてアンケート調査を行

った。 

B．研究方法 

 モデル地区内の中核病院の協力のもと、

同病院の脳外科・神経内科病棟の看護師を

対象に口腔ケアなどに関する研修（講演方

式によるもの１回、入院患者を対象とした

歯科衛生士による口腔ケア・指導の現場実

習１回）を実施した。その後、研修を受講

した看護師により、急性期脳血管障害で入

院中の患者に対して、チェックリスト（質

問票 1)に基づき歯科関連の有訴状況の把

握および口腔ケアに関する指導を実施し

た。チェックリストの聞き取りは原則、本

人に対して行い、本人への聞き取りが困難

な場合には家族に対して行った。 

これと併せて、退院時指導の際、歯科治

療が必要だと思われる患者については、か

かりつけ歯科医の受診または訪問歯科健診

（在宅要介護者歯科保健推進事業）の利用

を勧奨した。 



 

 退院後の状況を把握するため、対象とな

った退院患者に歯科受診状況等に関する郵

送アンケート（質問票 2)を実施した。 

 

1)調査期間および調査対象 

平成 15 年 11 月１日～平成 16 年１月 30

日に調査対象病棟から在宅あるいは介護保

険施設へ退院した患者のうち、研修を受講

した看護師が主に担当しており、おおむね

65 歳以上で、退院後も障害が残り、なんら

かの介護が必要と思われる者を調査対象と

した。なお、調査期間中の調査対象病棟の

入退院患者数は、入院患者 142 名、退院患

者 141 名で、退院後の行き先は在宅・療養

型病院 79 名（56.0％）、他の急性期病院

25 名（17.7％）、介護保険施設 2 名（1.4

％）、転科・転棟 35 名（24.8％）であった。 

 

2)実施した口腔ケア指導の内容 

 看護師による入院患者に対する口腔ケア

に関する指導は下記のような一般的歯口清

掃法を中心としたものを実施した。 

・  器械的な口腔清掃の方法（歯ブラシ、舌

ブラシ、くるリーナブラシ等での清掃方

法） 

・  義歯の清掃方法 

・  口臭や口腔乾燥時の洗口・ジェル製品の

使用方法 など 

 

3)退院時の指導の内容 

 チェックリストで歯科有訴があり、治療

等が必要と看護師が判断した対象者につい

ては、かかりつけ歯科医での受診を勧奨し

た。かかりつけ歯科医がいない、あるいは

かかりつけ歯科医での受診を希望しない対

象者については訪問歯科健診（在宅要介護

者歯科保健推進事業）の内容を説明し、申

し込むよう勧奨した。 

 

（倫理面への配慮） 

 調査対象者に本研究の趣旨、内容を看護

師から十分説明し、同意が得られた場合の

み対象とした。また、退院後アンケートは、

無記名式とし、調査結果は匿名化のうえ統

計的分析のみに使用した。 

 

C．研究結果 

１．入院時の歯科有訴状況等調査 

 調査期間中に当該脳外科・神経内科病棟

を退院し、在宅または介護保険施設（療養

型病床を含む）へ移った患者 81 名中、おお

むね 65 歳以上である等の条件を満たし、調

査協力の得られた対象者 29 名(35.8％)か

ら入院中の歯科有訴状況に関する回答を得

た。 

 

1)入院時の歯科治療や口腔ケアの効果に

関する意識（図 1) 

 歯科治療や口腔ケアの効果について、

「食事をおいしくする」28 名（96.6％）、

「言葉をはっきりさせる」25 名（86.2％）、

「消化をよくする」25 名（86.2％）など、

口腔機能に直接関係する項目ではほとんど

の者が「そう思う」と回答していた。 

全身的な影響については、上記にくらべ

ると低めであったが、「かぜや肺炎を防ぐ」

では 26 名（89.7％）が「そう思う」と回答

しており、気道感染予防における口腔ケア

の位置づけが一般にも浸透しつつあること

が推察された。そのほか「意識をはっきり

させる」22 名（75.9％）、「寝たきりを防

ぐ」20 名（69.0％）の順であった。 

 

2)歯科疾患に対する有訴状況（図 2） 

 なんらかの有訴が「ある」のは 23 名

(79.3%)であり、有訴の全く「ない」は 6

名(20.7%)であった。 

 このうち、「自分で歯みがきができない」

のみが該当した者は 8 名であった。 

項目別に見ると、「歯が痛んだり、しみ

たりする」5 名(17.2%)、「かぶせた冠や詰

めたものがとれた」3 名(10.3%)、「歯がぐ

らつく」3 名(10.3%)、「歯ぐきから血が出

たり、腫れたりする」4 名(13.8%)、「入れ

歯が合わない、痛い」4 名(13.8%)、「入れ

歯が壊れた」1 名(3.4%)、「入れ歯が無く

てかめない、紛失した」3 名(10.3%)となっ

ており、一方、「自分で歯磨きがうまくで

きない」が 18 名(62.1%)と最も多くなって

いた。 



 

その他の項目では「口臭がする」8 名

（27.6％）、「口が渇く」7 名（24.1％）、

「舌が痛い」1 名（3.4％）、「あごの関節

が痛い」1 名（3.4％）、「食べ物がうまく

飲み込めない」5 名（17.2％）であった。 

 

3)かかりつけ歯科医の有無 

 かかりつけ歯科医が「いる」とする者は

14 名(48.3%)、「いない」とする者は 13 名

(44.8%)でほぼ半数ずつであった。 

 

4)退院時指導内容 

退院時に行った指導の内容は、表１に示

すとおり、「要介護推進事業申請」が最も

多く 8 件（27.6％）、次いで「口腔ケア指

導のみ」8 件（27.6％）であった。「かか

りつけ歯科医での受診勧奨」は１件（3.4

％）であった。 

 

表１ 退院時の指導内容 

口腔ケア指導のみ 8 件（27.6％）

かかりつけ歯科医勧奨 1 件（ 3.4％）

要介護推進事業申請 14 件（48.3％）

その他 0 件 

特になし 6 件（20.7％）

 

２．退院後歯科受診状況等に関するアンケ

ート 

 郵送により 29 名にアンケート用紙を送

付し、15 件(回収率 51.7%)を回収した。 

 

1)介護認定の状況 

 退院後の介護認定の状況を表２に示す。 

 退院後期間の短い対象者もいるため、申

請していないと回答したものが 5 名いた。 

 介護認定を受けた者が 9 名おり、介護度

はすべて４ないしは５であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 介護認定の状況 

申請していない 5 件 

申請中 1 件 

非該当 0 件 

介護認定 9 件 

（内訳）要支援：  0 件 

要介護度１：0 件 

要介護度２：0 件 

要介護度３：0 件 

要介護度４：3 件 

要介護度５：6 件 

 

2)現在の歯・口腔に関する不具合・困り事 

 「現在、入れ歯が合わない、歯が痛いな

どの口の中に関する不具合・困り事はあり

ますか？」との設問に対して、「ある」と

する者は１名(6.7%)、「ない」とする者は

13 名(86.7%)、不明 2 名(13.3%)であった。 

 

3)退院後の歯科治療、健診の受診状況 

 退院後、歯科治療あるいは歯科医師健診

を受けたのは 3 名(20.0%)で、他の 12 名

(80.0%)は受診していないと回答した。 

 

4)退院後、歯科治療、検診を受けた者の状

況 

 該当者は 3 名である。一人目は健診を受

診後、う蝕、歯周疾患、口腔衛生指導を受

け、現在治療中であるが、「口の中がすっ

きりした」、「歯ぐきの痛み、出血、腫れ

がなくなった」、「口臭がなくなった、少

なくなった」と回答している。 

二人目は、義歯の新製中であり、「口の

中がすっきりして気分がよくなった」、三

人目は治療中であり、う蝕治療と歯石除去

を行い、「よく食べられるようになった」

と回答している。 

 

5)退院後、歯科治療、健診を受けなかった

者の状況 

 該当者は 12 名である。 

 

(1)受診していない理由 

 歯科治療や健診を受診しなかった理由と

しては、「特に口の中で困ったことがない」



 

8 名(該当者中 66.7%、以下(3)まで同じ)、

「体調が悪く、歯科治療どころではない」2

名(16.7%)、「退院したばかりで、まだ歯科

治療を受ける余裕がない」１名(8.3%)、「ケ

アマネージャ（介護支援専門員）と相談し

ている最中である」１名(同 8.3%)であっ

た。 

 

(2)歯科医師が往診することの周知 

 歯科医師が通院困難な患者に対し往診し

てくれることを知っているかとの設問に対

し、知っている回答したのは 9 名(75.0%)

で、知らない回答したものが 3 名(25.0%)

あった。これは昨年の介護認定審査申請者

368 名を対象とした実態調査の際の「知っ

ている」と回答した者の割合 29.1％よりも

著しく高かった。 

 

(3)受診しなかった者の歯科治療や口腔ケ

アの効果に対する意識（図 3） 

 入院中に行ったのと全く同じ設問である

が、効果があると思うとの回答は「消化を

よくする」11 名(91.7％)、「食事をおいし

くする」名(83.3％)、「言葉をはっきりさ

せる」9 名（75.0％）、「かぜや肺炎を防

ぐ」8 名(66.7％)、「意識をはっきりさせ

る」7 名(58.3％)、「寝たきりを防ぐ」5

名(41.7％)の順であり、入院中に看護師が

聞き取りした時と同様に口腔機能に直接関

係する項目が高く、全身的な影響に関する

項目がやや低いという傾向を示した。ただ

し、入院下での看護師による聞き取りと、

自記式アンケートによる本人または家族の

回答という大きな条件の差があるとして

も、「寝たきりを防ぐ」、「かぜや肺炎を

防ぐ」、「意識をはっきりさせる」、「言

葉をはっきりさせる」の項目で「そう思う」

との回答が著しく減少しているのは注目に

値する。 

 

D．考察 

 外科・神経内科病棟に入院中の患者に対

し、簡単なチェックリストに基づき、歯科

的な有訴状況を把握し、入院中の口腔ケア

指導や退院時の歯科健診や歯科治療指導

に結びつけることが可能かどうか検証す

ることを目的に研究を行った。 

その結果、看護師による聞き取りチェッ

クのみでも 48.3％と約半数の対象者から

なんらかの歯科疾患による治療必要性が

発見され、「自分で歯磨きがうまくできな

い」という、歯口清掃に関する指導のみが

必要と思われる者を含めると 79.3％に上

ることを考えると、チェックリストを用い

た聞き取りでもある程度のスクリーニン

グは可能であると考えられた。 

ただし、今回はスクリーニングの精度に

関する検証は行っていないため、このあた

りの確認も含め、歯科医師・歯科衛生士以

外の関係者でも、容易に実施可能で、かつ、

ある程度の精度が担保され、治療・指導の

緊急性も加味した把握ができるようなチ

ェックリストを検討していくことが必要

だと思われる。 

一方、歯科治療等が必要だと考えられた

入院患者 15 名に対し、かかりつけ歯科医

への受診や訪問歯科健診（在宅要介護者歯

科保健推進事業）の利用を勧奨したが、退

院後の郵送アンケートで受診を確認でき

たのは 3 名のみ（勧奨した者の 20.0％）

であった。 

これは退院後郵送アンケートで歯・口腔

に関する不具合・困りごとの有無をたずね

た設問に対し、あると回答したのが１名

(6.7%)にすぎなかったことに示されている

ように、チェックリストで個別に聞かれれ

ばそれなりに問題点があるのに、疼痛など

の著しい自覚症状がない限り、大きな問題

とは認識されていないことに一番の原因が

あると思われる。 

単に歯口清掃の仕方を指導したり、受診

を勧奨するだけでなく、口腔ケアを行い、

早期に受診することが何故必要でどんな

効果があるのかまで含めて、判りやすく伝

えられるような媒体を作成するなどして、

入院中や退院時に看護師等がきちんと指

導が行えるような環境を整備していく必

要があると考える。 

また、今回は単に受診を勧奨するのみ

で、その後は本人・家族の判断にまかせて



 

いたが、必要であれば本人家族の了解を得

て、かかりつけ歯科医、行政の歯科保健担

当部門に情報提供し、入院中や退院後すみ

やかに健診・相談指導、歯科治療が受けら

れるような情報伝達・連携体制を確立して

いくことも必要だと思われる。 

これらについては、次年度の研究のなか

で対応を調査・検討していく予定としてい

る。 

 

E．結論 

1. 脳外科・神経内科病棟に入院中の患者を

対象に、看護師によるチェックリストを

用いた歯科有訴状況の把握を行い、29

名中 23 名（79.3％）になんらかの歯科

治療および口腔ケア指導の必要性を認

めた。 

 

2. 上記歯科有訴状況の把握結果に基づき、

看護師による口腔ケア指導と退院時の

受診勧奨を行ったが、退院時にかかりつ

け歯科医での受診等の受診勧奨を行っ

た 15 名中少なくとも 3 名（20.0％）が

退院後に歯科健診あるいは歯科治療を

受けていることが郵送アンケートで確

認された。 

 

3. 今後、チェックリストの内容およびその

結果基づく指導内容の検討を進めると

ともに、入院中あるいは退院後の歯科的

フォローアップを円滑かつ確実に行う

ための情報伝達・連携システムを構築し

ていくことにより、脳血管障害等で要介

護状態となる者に対して、早期に歯科的

な対応をしていくことが可能となると

考えられた。 

 

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 


