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研究要旨: 

 訪問診療や口腔ケアを進めていく上でスタッフ間の情報共有は必要不可欠である。本調査は，

訪問診療や口腔ケアにおける情報共有化の方法を検討し，モデル的に実践，評価することを目的

にしている。  

 実際に在宅保健医療・介護に関わっている医師，歯科医師，訪問看護ステーション看護師，歯科

衛生士，ケアマネージャー，介護施設職員，訪問介護員，市町村介護保険担当者および保健担当

者計17名を対象にグループインタビューを実施した。さらに，モデル地区内3町に在住する要介護

者9名を対象に，情報ネットワークモデル事業を実施した。また，要介護者の口腔ケアに関する情

報提供ホームページを作成した。 

 その結果，グループインタビューでは，介護の現場で行われている情報交換の現状，口腔ケア

を進める上で必要な情報，多職種間での有効な連携のあり方，について情報を得た。情報連携の

不足は，歯科に限ったことではなくほぼ保健・福祉全般に係わる課題であること，特に，訪問歯

科診療や口腔ケアについては，歯科関係者以外の関心は低く，その有効性についても認識は不足

していること，職種間によって必要としている情報には違いがあるが，広く情報を共有しておく

意味は大きいこと，が明らかになった 

 情報ネットワークモデル事業では，約１か月半で計69件の情報交換が行われ，歯科衛生士から

の情報発信件数が62.3％を占めた。内容としては口腔ケアの実施内容を記載したものが35.1％で

一番多かった。 当初介護保険関係者からの情報発信，問い合わせは少なかったが，歯科衛生士

からの情報提供がこまめに行われているうちに徐々に介護保険関係者からの発信が増加していっ

た。 

 情報連携の基本は関係者が気軽に声をかけられるような関係作りであり，そのためには歯科医

師，歯科衛生士といった歯科関係者からの情報発信の重要性が認識された。 

 

Ａ．研究目的  

 訪問診療や口腔ケアを進めていく上でス

タッフ間の情報共有は必要不可欠である。

しかし，歯科関係者は，通常歯科以外の職

種との関わりが少ない傾向にあり，訪問診

療や口腔ケアも関係職種との情報共有のな

いまま独自に実施される場合も多い。訪問

診療や口腔ケア事業が思うように普及しな

い背景には，このような連携不足も影響し

ていると考えられる。  



 

 本テーマについて，昨年度はグループイ

ンタビューを２回開催し意見聴取を行った。

参加者からは，現状の関係者間の情報共有

は十分とは言えないこと，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・介護者間の情報共有を進めるため

の最低限度の基盤整備・確保が必要である

こと，などが主な意見として出された。  

 これらを踏まえ，今年度は，訪問診療や

口腔ケアにおける情報共有化の方法を検討

し，モデル的に実践，評価することを目的

にしている。  

 

Ｂ．研究方法  

１．グループインタビュー  

 在宅保健医療・介護に関わっている医師，

歯科医師，訪問看護ステーション看護師，

歯科衛生士，ケアマネージャー，介護施設

職員，訪問介護員，市町村介護保険担当者

および保健担当者計 17名を対象に実施した。 

 質問項目は， 1)介護の現場で行われてい

る情報交換の現状， 2)口腔ケアを進める上

で必要な情報， 3)多職種間での有効な連携

のあり方，である。  

 評価にあたっては，インタビュー内容を

文章化した後キーセンテンスを抽出し，相

互の関連を踏まえながら，要点をまとめた。 

 

２．情報ネットワークモデル事業 

1)対象地区および対象者 

 本研究事業のモデル地区内の3町を対象

地区とした。地元行政，歯科医師会の協力

を得ながら，在宅または施設入所者で，口

腔ケアまたは歯科診療の需要があり，かつ

本調査の実施に同意した9名を選定した。  

 

2)合同ケア・カンファレンスの開催 

 調査協力の得られた関係者を2回に分け

て集め、合同ケア・カンファレンスを開催

した。合同ケア・カンファレンスには歯科

医師，歯科衛生士，ケアマネージャー，ホ

ームヘルパー，保健師，看護師，生活相談

員等，それぞれ 15名， 11名が参加した。  

 まず，本事業の主旨を説明した後，対象

者についての体調や口腔内の状態等につい

て意見交換を行った。口腔内の状態につい

ては，歯科医師が，事前に作成した口腔ア

セスメント表（資料１）に基づき説明をし

た。その後、介護関係者から，対象者の日

常生活状況や対象者に対する介護の現状に

ついて説明し，今後のケアプランについて

協議した。専門的口腔ケアについては，在

宅歯科衛生士が担当することとなった。  

 本調査での情報共有化システムの流れは

以下の通り。  

＜情報共有システム（資料１）＞  

①関係者一覧表の作成  

②口腔アセスメントに基づいた口腔ケ

アまたは歯科診療計画の作成  

③特定の連絡用紙に質問，実施状況等を

記入，情報交換  

④情報交換が完結した時点で大学に連

絡用紙をファックスで送付  

大学では連絡用紙を磁気媒体

で保管  

⑤大学より関係者一覧表に基づき関係

者全員に連絡用紙をファックスで送

付  

⑥連絡用紙を保管（関係者全員が最新版

を共有）  

 

  評価にあたっては，情報の発信状況およ

び記入内容を分析した。  

 

３．要介護者の口腔ケアに関する情報提供

ホームページの作成  

 関係者が最新の必要な情報に常にアクセ

スできるよう，本研究の成果を含め，口腔

ケアの実施に必要となるマニュアル等の情

報を提供するホームページを作成した。 

 

（倫理面への配慮） 

 情報ネットワークモデル事業の実施につ

いては，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，対象者には調査



 

の目的，内容等を十分に説明を行い，同意

の得られた者のみを対象とした。 

Ｃ．調査結果  

１．グループインタビューについて  

 介護の現場で行われている情報交換の現

状，口腔ケアを進める上で必要な情報，多

職種間での有効な連携のあり方，について

情報を得た。  

1)介護の現場で行われている情報交換の

現状 

 情報の共有がうまくいっていないという

認識は歯科に限ったことではない。介護保

険の施行により保健と福祉が職務上区別さ

れ，保健師とケアマネージャーの連携が大

きな課題になっている。また，医師，歯科

医師との情報交換は時間調整が難しく，さ

らに話しづらい等，連携が取りにくいこと

が意見として出された。そのような状況の

中にあって，先駆的に取り組んでいるケー

スが報告された。ある事業所では，関係者

の顔が見えるケア・カンファレンスを開催

するため，医師の往診に合わせて対象者宅

を訪問し，家族も同席する中でケア・カン

ファレンスを開催していた。また，ある町

では，寝たきり者としての届け出がくると

町の保健事業の一環として保健師と歯科衛

生士が一緒に対象者宅を訪問し口腔衛生指

導を行っていた。  

 現状での大きな課題は，他職種のスタッ

フは訪問診療や口腔ケアに対する意識が低

く，さらに，仮に意識はあっても，訪問診

療や口腔ケアについて実施内容や効果もよ

く把握していないので，どのように取り組

んでいいかわからないことである。  

 

＜出された主な意見＞  

・情報発信・連携の不足は，歯科医師に限

ったことではなく，多くの業種に共通の問

題である。  

・ある地域では１冊のファイルに情報をど

んどん綴じ込んでいく方法を採用していた。 

・保健師が何か意見を言いたくても介護保

険の範疇は対象外と言うことで指導ができ

ない状況になっている。  

・ケアマネージャーは独立意識が強く，有

機的な連携ができているとは言えない。  

・ケアマネージャーによってカンファレン

スの持ち方が違う。  

・ある事業所では先生の往診に合わせて対

象宅を訪問し，家族も同席する中でカンフ

ァレンスを開催している。やはり顔が見え

た方がいい。  

・他の診療科に紹介する場合には文書を書

いてやり取りをする方が，その人の人なり

が見え良い。  

・口腔ケアの実施内容および効果が把握で

きていないので，どこに繋げるべきなのか

がよくわかっていない。連携の一歩目が繋

がらない。  

・予防という視点から，転倒予防や介護予

防教室の中に口腔ケアのメニューも加え，

啓発を行っている。  

・Ｓ町では，Ａ４サイズのファイルを役場

で用意し，利用可能なサービスの連絡先を

渡している。  

・Ｙ町では，保健事業の一環として保健師

と一緒に歯科衛生士が各家庭をまわってい

る。寝たきりの届け出がくると全ての人に

対し町のサービスとして訪問口腔衛生指導

に入るという事業。しかし，ここまで予算

化できる市町村は少ない。  

 

2)口腔ケアを進める上で必要な情報 

 職種によって現在必要としている情報に

は違いがある。ただ，今後の可能性も考え

るとある程度広い範囲での情報は必要。関

係者の訪問診療・口腔ケアに対する理解度

はまだ低いので，関係者の生の声を提供す

るなど，わかりやすい形での，地道な啓発

が必要である。  

 

＜出された主な意見＞  

・業種によって得たい情報には違いがある。

情報の共有化といっても情報の種類とか様

式等をあまり決めない方がいいのではない

か。  



 

・職種的に必要な情報のみでなく，今後起

きうる問題点も考えると，ある程度広い範

囲での情報を持っていた方がいい。  

・関係者の歯科に対する理解度はまだまだ

低いので，何回かやり取りをし，実際に現

場を見たりする中で連携に繋がってくるの

ではないか。  

・啓発を進めていく上で有効な情報は，た

とえば誤嚥性肺炎が３割減りましたという

情報だけではなく，要介護者本人も含めた

介護関係者の生の声ではないか。  

 

3)多職種間での有効な連携のありかた 

 基本は，関係者の気軽な情報交換と言え

るだろう。大切なのはいかにそのような関

係を作るかである。ＩＴ化に対しては現時

点でまだ敷居が高いことから，紙媒体や電

話，ファックスを用いたシステムを検討す

る必要がある。  

 福祉の現場では，全体感を持ってマネジ

メントできるケアマネージャーの必要性が

強調されている。歯科についてみると歯科

衛生士，特に在宅歯科衛生士は比較的自由

に対象者を訪問でき，他職種とも気軽に意

見交換ができやすい環境にあることから，

連携システムの中心的な職種と言えるだろ

う。  

 

＜出された主な意見＞  

・全体感を持つことができ，マネジメント

できるケアマネージャーが今後必要とされ

ている。  

・ケアプランに関与しないケアマネージャ

ー，つまりケアプランを管理するケアマネ

ージャーがあっても良いのではないか。  

・本来なら，ケアプラン会議を利用する中

で関係者の顔見せは可能だが，その会議も

忙しくてきちんと機能していない。  

・ケア・カンファレンスは開催されている

が，医師や歯科医師が入っていない。やは

り一度は関係者が集まる中で，顔みせもか

ねて，カンファレンスを実施すべきだと思

う。  

・保健分野では従来通り保健師が中心とな

って事業を運営しているが，介護保険では

ケアマネージャーがリーダとなるべき役割

を担っている。  

・大切なのは，誰が担当者か把握していて，

必要なときに気軽に声をかけることができ

ること。  

・ＩＴ化は少し敷居が高い。  

・基本的に，歯科専門家が口腔ケアの効果

を含む重要性について啓発活動を行ってい

るかどうかが課題。地道な努力が必要。  

・歯科衛生士さんは比較的動きやすく，他

の職種の方とも意見交換がし易いのではな

いか。歯科医師の先生には直接聞きにくい

面がある。  

・せっかく介護者に健診事業や歯科治療に

結びつけても，継続的な口腔ケアにつなが

らず，短期間で終了することが多い。  

・共有ファイルを作って，そこに情報を蓄

積していく方法が一番いい。対象者の自宅

にファイルを置いておくのも良いのではな

いか。  

・電話やＦＡＸでの情報のやり取りも有効。 

 

２．情報ネットワークモデル事業  

 １月下旬から３月中旬までにファックス

で交わされた連絡表をもとに評価を行った。 

 職種別情報発信実績を図１に示す。対象

市町村全体で 69件の情報が発信された。こ

の中で，歯科衛生士からの情報件数が 43件

と 62.3％を占めた。また，ケアマネージャ

ーからの情報発信は 14件で 20.2％であった。 

図１　職種別情報発信件数
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 当初介護保険関係者からの情報発信，問



 

い合わせは少なかったが，歯科衛生士から

の情報提供がこまめに行われているうちに

徐々に介護保険関係者からの発信が増加し

ていった。  

 

 次に，発信された情報を発信元と発信先

の組み合わせで分類した。複数の関係者に

対して発信したものも含まれるので，発信

実績と合計件数は一致しない。図２に示し

たように，歯科衛生士からケアマネージャ

ーに対する情報発信が 23件で 25.3％を占め

た。また，職種間の情報のやり取りは， 17

パターンに上った。歯科衛生士が介在しな

い情報のやり取りも，19件，20.9％にのぼ

った。  

図２　情報連携パターン別発信件数
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     （下段が発信者、上段が受け取り者） 

 

 発信された提供情報の内訳を分類した。

複数の内容が含まれる場合があるので，発

信実績と合計件数は一致しない。図３に示

したように，次回の口腔ケア実施日等の連

絡に関するものが 47件， 35.1％と一番多か

った。口腔ケアの処置内容を報告したもの

が， 35件， 26.1を占めた。その他，対象者

の健康状態を報告したものが 32件，23.9％，

各種要望が，12件，9.0％，身体的変化等に

する質問が８件， 6.0％であった。 

図３　伝達情報別件数の比較
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 提供情報の内訳を職種別に比較してみる

と，歯科衛生士では，多い方から，処置内

容（ 35.1％），日程等の連絡 (30.9％ )，健

康状態報告（ 20.6％）であり，ケアマネー

ジャーでは，多い方から，日程等の連絡

(52.6％ )，健康状態報告（ 21.1％），各種

要望（ 21.1％）であった（図４）。  

 

図４　職種別伝達内容の比較
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３．要介護者の口腔ケアに関する情報提供

ホームページの作成  

  

 作成したホームページのアドレスは，  

http://www.dent.niigata-u.ac.jp/oral-c

are/ 名称は，「要介護者口腔ケアネット

ワーク」である。  

 現在提供している内容は，１．研究組織

と研究概要，２．研究計画と研究成果の概

要，３．研究報告書（ PDFファイルとしてダ

ウンロード可能），４．口腔ケア総合マニ

ュアル（新潟県歯作成冊子の電子版および

「家庭でできる口腔ケア」パンフレット），

５．関連リンクと書式ダウンロード（要介

護者歯科保健事業実施要項，申し込み様式，



 

連絡先一覧，等）である。  

 

Ｄ．考察  

 本調査で実施したグループインタビュー

から，情報連携の不足は，歯科に限ったこ

とではなく，ほぼ保健・福祉全般に係わる

課題であることが明らかになった。特に，

訪問歯科診療や口腔ケアについては，歯科

関係者以外の関心は低く，その有効性につ

いても認識は不足している。有効な情報連

携は一朝一夕に効果の上がるものではなく，

地道な努力が必要だろう。グループインタ

ビューでも「顔の見える連携が重要」との

意見が出された。円滑な連携を進めるには

お互いに「顔の見えること」をこころがけ

気軽に声を掛け合える状況が理想である。

医師，歯科医師を交えた意見交換は時間調

整の困難さも含め敷居が高いようである。

しかしインタビューの中では工夫を凝らし

たケア・カンファレンスの事例が報告され

た。取り組み方次第では有機的な連携は可

能と考える。 

 さらに，訪問診療や口腔ケアについては

歯科関係者側の課題も浮き彫りになった。

「せっかく介護者に健診事業や歯科治療に

結びつけても，継続的な口腔ケアにつなが

らず，短期間で終了することが多い」，と

の意見は，歯科関係者においてさえも訪問

歯科診療や口腔ケアの必要性，重要性に対

する認識に大きな格差の生じていることを

示唆している。  

 グループインタビューで出された意見を

踏まえて実施した情報連携モデル事業では，

約１か月半で計 69件もの情報交換が行われ

た。発信者は歯科衛生士が 2/3を占め，また，

内容としては日程等の連絡、口腔ケアの処

置内容や要介護者の健康状態を伝えるもの

が多かった。また，当初介護保険関係者か

らの情報発信，問い合わせは少なかったが，

歯科衛生士からの情報提供がこまめに行わ

れているうちに徐々に介護保険関係者から

の発信が増加していった。情報連携を円滑

にするうえでの歯科衛生士の重要性が浮き

彫りになった。歯科に関する情報不足の現

状では，まず，歯科関係者からの情報発信

は必要不可欠であろう。さらに情報提供の

組み合わせは歯科衛生士→ケアマネージャ

ーが多かった。介護保険計画の中心がケア

マネージャーであることを考えれば妥当な

結果であり，ケアマネージャーにいかに訪

問診療や口腔ケアに理解を示してもらえる

かが今後の事業展開を考えていく上で課題

だろう。  

 本調査での情報連携に当たっては，資料 1

に示した連絡表を用い，自筆のコメントを

書いて発信した（例：資料 2-a， 2-b）。グ

ループインタビューにおいても「顔のみえ

る連携が重要」との意見が出された。本調

査のように自筆のコメントによる連絡用紙

の交換は，発信者の肉声を代弁するもので

あり，有機的な連携には有効ではないだろ

うか。  

 本事業を通して，口腔ケアの実施内容や

効果が他職種のスタッフも伝わり，介護に

かかわる様々な職種間の連携体制の基盤整

備ができたように考える。この連携体制は，

介護保険での質の高いサービスの提供につ

ながり，要介護者の QOLの向上に寄与できる

ものと考える。  

 

Ｅ．結論  

１．  情報の共有化は多くの福祉関連職種

にとって共通した課題である。ただ，歯科

に関してはその実施内容や有効性が充分浸

透していないことから，一部のモデル的な

事例を除くと良く機能はしていない。  

 

２．  情報連携の主体はケアマネージャー

であり，ケアマネージャーとの関係作りが

重要である。歯科関係者では歯科衛生士の

役割が重要である。  

 

３．  情報ネットワークモデル事業をみて

も歯科衛生士からの情報発信が重要であり，

歯科をわかってもらうためには，口腔ケア

の実施内容も含めた情報を継続的に発信し



 

ていく必要がある。  

 

Ｆ．健康危険情報  

  なし。  

 

Ｇ．研究発表  

 

１．論文発表  

なし。  

 

２．学会発表  

    なし。  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

 

１．特許取得  

なし。  

 

２．実用新案登録  

    なし。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




