
 

研究 1．口腔ケア介入による効果測定  調査用紙 

対象者情報１　全身状態

対象者氏名 　　　　　　　　　　　（男・女） 　　　才 要介護度

担当歯科医 　　　　　　　　　　　 診査日

既往歴

服用薬剤

アレルギーの有無 　なし　　あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

姿勢 　　　　　　　　　位　　　　　分くらい維持することが可能

日常生活自立度 障害老人の日常生活自立度： 痴呆性老人の日常生活自立度：

麻痺等の有無 　なし　　　　左上肢　　　　右上肢　　　　左下肢　　　　　右下肢

関節運動制限の有無 　なし　　指関節（右・左）　　　肩関節（右・左）　　　　肘関節（右・左）

股関節（右・左）　　　膝関節（右・左）　　　　　足関節（右・左）

意志疎通

　　視力 　普通　　　約１m離れた視力表　　　　目の前の視力表　　　殆ど見えない　　　判定不能

　　聴力 　普通　　　普通の声がやっと　　　　かなり大きな声　　　殆ど聞こえない　　　判定不能

　　意思の伝達 　伝達可能　　　　　　ときどき伝達可能　　　　　殆ど伝達できない　　　　できない

　　介護側の指示への反応 　指示が通じる　　　　　　　　　ときどき指示が通じる　　　　　　　　指示が通じない

食事・嚥下状況　　

　　食事摂取 　自立　　　　　　　　見守り　　　　　　一部介助　　　　　　　全介助

　　嚥下 　自立　　　　　　　　　見守り　　　　　　　できない

緊急連絡先　　主治医 　　　　　　　　　医院　　　　　　　先生

主治医連絡先

家族連絡先 　氏名 　連絡先

主たる介護者

介護の状況

介護サービス利用状況

訪問希望日 予定介入回数

備　考

2003年　　　月　　　　日

 
 
 



 

 
 



 

口腔に関する意識調査 ＜ケア介入前＞   ID No.  （          ）  

対象者氏名（          ）   

対象者本人 

 

1. 日々笑顔でお過ごしですか？                はい   いいえ   回答不可 

2. 人と会うことが楽しいですか？               はい   いいえ   回答不可 

3. 美味しく食事が食べられますか？               はい   いいえ   回答不可 

4. 味がわかりにくいですか？                 はい   いいえ   回答不可 

5. お口の中のことに、関心がありますか？           はい   いいえ   回答不可 

6. お口の中をきれいにすることは好きですか？         はい   いいえ   回答不可 

7. お口の中をきれいにすることは必要だと思いますか？     はい   いいえ   回答不可 

8. お口の中に食べ物が残った感じはありますか？        はい   いいえ   回答不可 

9. お口のにおいが気になることはありますか？         はい   いいえ   回答不可 

10.お口の中が乾くことはありますか？             はい   いいえ   回答不可 

 

 

介護者 回答者： 家族 ・ その他（          ）  

 

1. 対象者のお口の中のことに、関心がありますか？       はい   いいえ   回答不可      

2. 対象者のお口の中をきれいにすることは必要だと思いますか？ はい   いいえ   回答不可 

3. 対象者のお口のにおいが気になることはありますか？     はい   いいえ   回答不可 

4. 対象者のお口の中をきれいにするのは、大変だと思いますか？ はい   いいえ   回答不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

口腔に関する意識調査 ＜ケア介入後＞   ID No.  （          ）

対象者氏名（          ）
 

対象者本人 

 

1. 日々笑顔でお過ごしですか？                はい   いいえ   回答不可 

2. 人と会うことが楽しいですか？               はい   いいえ   回答不可 

3. 美味しく食事が食べられますか？               はい   いいえ   回答不可 

4. 味がわかりにくいですか？                 はい   いいえ   回答不可 

5. お口の中のことに、関心がありますか？           はい   いいえ   回答不可 

6. お口の中をきれいにすることは好きですか？         はい   いいえ   回答不可 

7. お口の中をきれいにすることは必要だと思いますか？     はい   いいえ   回答不可 

8. お口の中に食べ物が残った感じはありますか？        はい   いいえ   回答不可 

9. お口のにおいが気になることはありますか？         はい   いいえ   回答不可 

10.お口の中が乾くことはありますか？             はい   いいえ   回答不可 

 

11.気分が明るくなりましたか？                はい   いいえ   回答不可 

12.よく話すようになりましたか？               はい   いいえ   回答不可 

13.食事が美味しくなりましたか？               はい   いいえ   回答不可 

14.お口の手入れをするようになりましたか？          はい   いいえ   回答不可 

15.お口の中のことに対する関心が高くなりましたか？      はい   いいえ   回答不可 

16.お口の中の手入れをする方法は変わりましたか？       はい   いいえ   回答不可 

17.お口の中の手入れは上手になりましたか？          はい   いいえ   回答不可 

18.できればこれからも専門的口腔ケアを受けたいですか？    はい   いいえ   回答不可 

 

介護者 回答者： 家族 ・ その他（          ） 

 

1. 対象者のお口の中のことに、関心がありますか？       はい   いいえ   回答不可      

2. 対象者のお口の中をきれいにすることは必要だと思いますか？ はい   いいえ   回答不可 

3. 対象者のお口のにおいが気になることはありますか？     はい   いいえ   回答不可 

4. 対象者のお口の中をきれいにするのは、大変だと思いますか？ はい   いいえ   回答不可 

 

5. 笑うようになりましたか？                 はい   いいえ   回答不可 

6. 対象者の表情は変わりましたか？              はい   いいえ   回答不可 

7. お口の手入れをするようになりましたか？          はい   いいえ   回答不可 

8. お口の中のことに対する関心が高くなりましたか？      はい   いいえ   回答不可 

9. お口の中の手入れをする方法は変わりましたか？       はい   いいえ   回答不可 

10.お口の中の手入れは上手になりましたか？          はい   いいえ   回答不可 

11.できればこれからも専門的口腔ケアを受けたいですか？    はい   いいえ   回答不可 

 



 

口腔ケア指示書

対象者氏名 　　　　　　　　　　　（男・女）

場所 洗面所　　　　　ベッドサイド　　　　ベッド上

体位　 立位　　　座位　　　ファーラー位　　セミファーラー位　　

側臥位　　仰臥位　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

指示内容

歯ブラシ 舌ブラシ

歯間ブラシ 義歯の清掃

デンタルフロス 義歯ブラシ

スポンジブラシ 義歯洗浄剤

スケーラー 口腔周囲筋の運動

電動歯ブラシ

注意事項

担当歯科医

プラークコントロール 舌の清掃

スケーリング

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

訪問指導記録表

2003年　　月　　　日　　　時　　分　～　　　時　　　分

口腔清掃状態 食物残渣 　なし　　あり　

歯垢付着　　　　なし　　あり　

歯石付着 　なし　　あり　

舌苔の付着 　+++ 　 ++    +　  －

口臭 なし　　あり　

義歯清掃状態 　　良　　　　不良

指導実施場所 洗面所　　　　　ベッドサイド　　　　ベッド上

姿勢 立位　　　座位　　　ファーラー位　　　セミファーラー位　　　側臥位　　　仰臥位

その他

プラークコントロール 舌の清掃

歯ブラシ

歯間ブラシ 義歯の清掃

デンタルフロス 義歯ブラシ

スポンジブラシ 義歯洗浄剤

スケーリング 口腔周囲筋の運動

スケーラー

電動歯ブラシ

歯肉出血 　なし　　あり　

保健指導内容

備　考

ポケット深さ

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

全身状態

ケア内容

舌ブラシ

患者氏名 　　　　　　　　　      　　（男・女） 担当DH氏名

訪問日時

 
 


