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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。 

研究対象として、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11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。 

調査項目は、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）

歯科医師、要介護者等への個別意向調査である。 

連携体制の構築については、協議会を３回開催し、関係者の連携のための環境整備と要介

護者本人・家族等を含めた研修・普及啓発のあり方を中心に対応方策について協議し、その

成果を中間取りまとめという形で整理し、関係者の役割分担や対応方策を示した。 

また、要介護者口腔ケア関係者研修会を開催し、痴呆患者に対する対処法や、摂食嚥下障

害者への間接的訓練法、食事介助法などの研修を行ったが、受講者アンケートの結果からは

高い評価が得られ、同時に実施した多職種間でのグループ討議を評価する声が多く寄せられ

、現場関係者間の相互理解を進めるためにはこうした研修方法も有効だと考えられた。 

さらに歯科医師、市町村保健師および要介護者、家族に対する個別意向調査から、要介護

者への歯科治療・口腔ケアを円滑に実施していくためには、単に治療や口腔ケアを行うだけ

でなく、要介護者やその家族との関わりを大切にする必要があること、きちんと効果が体感

できるようなサービスを提供することなどが重要であることなどが明らかになった。 

 

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。 

 

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 11 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） 

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 25 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。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体制を確保し、よ

り緊密な連携方策を検討することを目的と

し、今年度は検討の成果を中間とりまとめ

として整理している。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 

 関係者の口腔ケアに関する意識および知

識技術の向上を図り、研修のあり方を検討

する際の基礎資料とするため、管内の保健

医療従事者、介護従事者等を対象に、要介

護者の口腔ケアに関する研修会を開催し

た。研修会受講者を対象に研修経験、口腔

ケアに対する取組み、研修内容に対する評

価に関する事後アンケートを実施し分析を

行った。 

 

３）歯科医師、保健師ならびに要介護者等

への意向調査 

 円滑に口腔ケアを実施していくための質

的な背景要因を調査するため、訪問歯科診

療や口腔ケアに積極的に取り組んでいる歯

科医師３名、保健師２名、訪問歯科診療を

受診した経験のある要介護者・家族３名に

対して、個別インタビューを行った。 

 インタビュー結果を文章化し、訪問歯科

診療や口腔ケアを進めるために重要だと思

われるキーワードを抜き出し、ＫＪ法によ

り分類して関連図にまとめ、評価検討を行

った。 

（倫理面への配慮） 

 個別意向調査にあたっては調査対象者に

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、指

名等の個人が特定できる情報は削除したう

えで、調査検討の対象とした。 

 

C．研究結果 

１．連携体制の構築（連絡協議会の設置） 

 本年度は協議会を 3 回開催した（表１）。 

 

表１ 協議会の開催日と主な議事内容 

第 1 回 10 月 6 日 

・  平成 15 年度研究計画の説明 

・  関係者の連携のための環境整備、

要介護者本人等を含めた普及啓発

・研修の在り方について協議 

 

第 2 回 12 月 18 日 

・  研究の進捗状況報告 

・  第 1 回に引き続き関係者の連携の

ための環境整備等について協議・

論点整理 

 

第 3 回  3 月 15 日 

・  平成 15 年度研究結果の概要説明 

・  「要介護者の口腔ケアを進めるた

めに」中間まとめ（案）について

協議 

・  クリニカルパス原案について検討 

 

表１に示すように研究計画の検討、研究

成果等に対する評価などに加え、昨年度の

協議会等で主要な課題として示された関係

者の連携のための環境整備と要介護者本人

・家族等を含めた研修・普及啓発のあり方

を中心に対応方策について協議した。第 3

回協議会で、その成果を中間まとめという

形で取りまとめた（資料１）。 

 今回の中間まとめは、3 年間の研究事業

の最終年度を迎えるにあたり、これまでの

協議会における検討の成果を中間的に整理

したものである。これを関係者に周知する

ことにより、最終年度における関係者のよ

り積極的な口腔ケア推進に向けた取り組み

を期待する意味合いを持っている。 

 中間的まとめは、大きく「関係者の連携



 

を進めるための環境整備について」、「関

係者の口腔ケア研修のあり方について」、

「要介護者・介護家族への普及啓発につい

て」の３つに分けて整理されている。その

概要は以下のとおり。 

 

１）関係者の連携を進めるための環境整備

について 

まず、円滑かつ緊密な連携を行うために

は顔の見える連携体制を構築することが基

本であるとし、このためにはケアカンファ

レンスの本来の趣旨・重要性等を再認識し、

ケアマネージャーに必要に応じて関係者全

員が揃ってカンファレンスに臨めるよう、

開催時間を調整したり、開催場所を診療所

で行う等の工夫を求めている。また、歯科

医師等の側からもケアマネージャーに積極

的に働きかけていくことなどが必要だとし

ている。 

また、口腔ケアについても他のサービス

同様ケアマネージャーが関係者間を繋ぐ役

割を果たすべきであるとし、ケアマネージ

ャーの口腔ケアに関する知識・技術の向上

が図られるよう既存の研修会等の機会を有

効活用しながら、研修教育の充実に努める

ことを行政および介護保険事業者等に求め

ている。 

さらにケアマネージャーに対し、個々の

要介護者の口腔状況に関する理解を深め、

サービスや関係者間の調整を適切に行うた

めに、少なくとも歯科健診（アセスメント）

時や歯科診療の初診時などに立ち会うこと

が必要だとしている。 

加えて、介護保険関係者等が口腔ケアに

関して気軽に歯科医師等の専門家に相談で

きる体制を構築することが重要であると

し、このためには歯科医師や行政の歯科保

健担当部門などの連絡先などの一覧をケア

マネージャー等に配布したり、在宅歯科衛

生士が介護保険事業者からの相談に応じら

れるようにするシステムが必要であるとし

ている。 

また、関係者間の口腔ケアに関する情報

共有を進めるため、行政および歯科医師会

は様々な媒体・機会を通じて口腔ケアに関

する情報を関係者および地域住民に対し周

知する努力を継続する必要があるとしてい

るほか、本研究で策定を進めている要介護

者口腔ケア・歯科治療クリニカルパスや、

歯科医師・歯科衛生士以外の関係者が簡便

に口腔内の問題を把握できるようなチェッ

クリストを作成、普及していくことが重要

だとしている。 

さらに、個別の要介護者の口腔ケアに関

する情報共有についてはこれまで歯科医師

等の側からの関係者への情報発信が不足し

ていたとし、処置・指導の内容や留意事項

を電話・ファックスや必要な場合には文書

の形で、こまめにケアマネージャーに伝え

ていくことが必要だとしている。 

 

２）関係者の口腔ケア研修のあり方につい

て 

介護保険関係者などの口腔ケアに対す

る関心は近年急速に高まりつつある。しか

し、全体としてはその知識・技術およびそ

の研修機会は十分とは言えない。現在の行

政や歯科医師会等が実施している研修会に

ついて、関係者の実際の口腔ケアの取り組

みに効果的に繋がるよう、相互実習を取り

入れたり、関係者の相互理解を深め円滑な

連携に繋がるよう、職種横断的なグループ

ディスカッションやワークショップを取り

入れるなどの工夫が必要であるとしてい

る。 

また、口腔ケアは比較的短期間で効果が

目に見える形で現れるため、実践が関係者

の意識高揚に繋がると考えられることか

ら、施設単位での現場実習などの形で実施

することが効果的であるとしているほか、

歯科医師等が個別に要介護者に口腔ケアを

実施する際にも、単に介護職員等に口腔ケ

アの方法を指示するだけでなく、その必要

性の説明を含めてきちんとスキルアップで

きるよう配慮することなどが必要だとして

いる。 

さらに、脳卒中などで急性期病棟に入院

した患者が入院中や退院時に、他の療養上



 

の指導と併せて口腔ケアの指導が実施さ

れ、退院時にきちんと口腔ケアのフォロー

が繋がるよう、病院の看護師等に対する研

修や、歯科医師・歯科衛生士に対する摂食

嚥下障害に対する対処法や口腔ケアを進め

るうえでの関係者との連携の在り方などに

関する研修を進めていく必要があるとして

いる。 

 

３）要介護者・介護家族への普及啓発につ

いて 

口腔ケアに関心の低い要介護者および

介護家族であっても、一度、歯科医師、歯

科衛生士から口腔ケアや治療を受けると、

意識が大きく変化するケースが多いため、

関心がないからといって簡単にあきらめ

ず、口腔ケアの必要性を理解してもらうよ

う努力することが必要である。その際は客

観的データに基づく根拠と併せて、具体的

な改善事例や生の声という形で伝えるなど

の工夫が必要であるとしている。 

また、口腔ケアの受け入れおよび日常的

な口腔ケアの実施は実質的に介護家族が握

っているとも言えるため、介護家族の集い

などの場を通じて、自分自身の口腔保健管

理も交えて、口腔ケアの重要性を直接訴え

ていくことが効果的である。介護予防事業

の転倒予防教室などの介護者、要介護者予

備軍の人が集まる機会を利用して、自分自

身の問題として口腔保健・口腔ケアの必要

性を理解してもらえるよう広く啓発してい

くことが重要であるとしている。 

 

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、要介護者口腔ケアに関す

る研修会を平成 15 年 12 月 11 日に開催し

た。総参加者数は 110 名であった。 

昨年度は口腔ケアに関する現状及び知

識・技術の習得、取り組み方法などの理解

を目的に２回の研修会を行ったが、今回は

前回までの受講者アンケートで希望の多か

った口腔清掃法及び摂食リハビリ実習、食

事介助法を中心とした指導内容とした（表

２）。 

また、初めての試みとして小グループに

別れて多職種間で口腔ケアについて討議す

るプログラムを実施した。 

午前中の講義では、訪問口腔ケアに関す

る講演のほか、事前に受講者から質問のあ

った痴呆がある要介護者への対処法を受講

者を患者役と介護者役に見立て口腔ケアを

実演したり、改良した清掃用具の紹介を行

った。 

午後からは、昨年度実施した研究結果に

ついて報告をし、その後の実技講習では、

摂食・嚥下の基礎知識及び評価法、オーラ

ルリハビリテーション、食事介助について

実技を交えて行った。 

グループ討議では(1)保健・医療・福祉

関係者の連携を進めるために何が必要か、

(2)口腔ケアを実践するうえで必要となる

知識・マニュアルは何か、という２つのテ

ーマについて討議した。各グループからの

意見をまとめると、(1)連携のための必要事

項に関しては、施設も在宅も歯科専門職と

の連携が重要だが、①歯科専門職の誰にア

プローチしたらよいのかわからないため、

それを明確にすること②口腔ケアをケアプ

ランの中に組み込むため、歯科専門職のケ

アカンファレンスへの参画が重要であるこ

と③本人及び家族が口腔ケアの重要性を認

識してもらうよう情報提供する場づくりが

必要等の意見が多かった。また(2)必要な知

識やマニュアルについては、①要介護者の

疾病や介護度別口腔ケアマニュアル②家族

や介護者ができる簡単なもの③口腔ケア用

具の紹介等が多かった。 

 



 

表２ 研修会プログラムの概要 

日時：平成 15 年 12 月 11 日 

   10:00～16:00 

場所：新発田市生涯学習センター 

 

プログラム： 

１）講演 「訪問口腔ケアの実際」 

講師 前山梨県歯科衛生士会長  

牛山京子 

 

２）報告「平成 14 年度研究結果の概要」

 

３）実技講習 

「摂食・嚥下機能障害者に対する 

間接的訓練および食事介助法」 

  講師 新潟大学歯学部 豊里 晃 

             伊藤加世子 

             田巻元子 

 

４）グループ討議 

 「それぞれの立場における 

口腔ケアについて」

 

２）受講者アンケートの結果 

110 名の受講者全体のうち、グループ討

議まで受講した 81 名に対し(1)平成１４年

度の研修会受講状況、(2)研修受講後の口腔

ケア、リハビリへの取り組みについて、(3)

当日の研修内容に対する評価および感想

（自由記載）に関するアンケートを配布し、

研修会終了後に回収した。回収したアンケ

ートは 71 名分（回収率 88％）であった。 

アンケートの集計結果を資料２に示す。 

 

(1)平成１４年度の研修会受講状況 

昨年度に行った２回の研修会への受講

状況について質問したが、第１回目のみ受

講した者 7 名(9.9%)、第２回目のみ受講し

た者 6 名(8.5%)、両方参加した者は 8 名

(11.3%)であり、どちらも参加していない者

は 48 名(67.6%)であり、今回初めて研修会

に参加した人の割合が約 7 割を占めた。 

                  

(2)今後の口腔ケアへの取り組みについて 

研修受講後の口腔ケアへの取り組みを

聞いたところ、 「必要性を感じ、実際に取

り組もうと思った」と回答した者が 38 名

(53.5%)、「必要性はわかるが実際にどう取

り組んだらよいかわからない」と回答した

者が 14 名(19.7%)、｢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」と回答した者が 15 名(21.1%)、「歯科

医師、歯科衛生士が中心に行えばよい問題

だと思う」、｢その他｣が 2 名(2.8%)であり、

｢あまり必要性を感じない｣と回答した者は

いなかった。 

 

(3)研修会に対する評価 

当日の研修会は有益だったかの質問に

対し、「とても有益だった」と｢有益だった」

と回答している者は 66 名(93.0%)であっ

た。  

また、自由記載欄に当日の研修に関する

感想としてなんらかの記入のあった者が

52 名(73.2%)あり、その内、今回行ったグ

ループ討議について有益だったと記入した

者が 25 名(全体の 35.2%、自由記載欄記入

者の 48.1％)と最も多かった。 

 

３．歯科医師、要介護者等への個別意向調

査 

１）歯科医師、保健師へのインタビュー結

果 

 歯科医師、保健師へのインタビューによ

り訪問診療や口腔ケアを生かすためには、

1)前提条件として事前に要介護者が家族の

一員としてきちんと位置づけが確立されて

いるよう準備を整えておく必要があるこ

と。2) ただ単に治療や口腔ケアを行うだけ

でなく、介護者やその家族との関わりを大

切にする必要があることなどが明らかにな

った。 

また、この際に市町村保健師の役割は重

要であり、1)保健師は福祉の現場において

も重要な役割を担えること。2)福祉、保健、

医療というように縦割り的に仕事を区切る

姿勢を改める必要のあること。3)そして、

職種の垣根を超えた全体感を持つ必要のあ

ること。4)そのためには、介護家族との関

わりも含めて現場を経験する必要のあるこ

と。5)これらの仕事の背景にはやはり行政

的な予算の裏付けも必要であること。など



 

も明らかになった。出された主な意見、お

よび要点の関連性について資料３に示す。 

 

２）要介護者へのインタビュー結果 

   要介護者・家族へのインタビューより明

らかになった点は、要介護者が病気を受け

入れ前向きに生活をしている背景として

は、1)話し相手や相談相手として励まして

くれる人が必要であること。2)要介護者は、

日常生活の中で、様々な職種の方との関わ

りが嬉しいこと。が関係していた。 

また、要介護者・家族が歯口清掃などの

日常のセルフケアを受け入れ、実施してい

くためには、1)セルフケアは効果があり、

2)それは実際やってみることで効果が実感

できることにより、3)一生懸命手入れをす

る気持ちになる、ことが必要であることが

明らかになった。出された主な意見、およ

び要点の関連性について資料４に示す。 

 
  
 
D．考察 
１．関係者間の連携について 

 要介護者口腔ケア関係者連絡協議会に

ついては、昨年度から延べ 5 回にわたる協

議を重ねてきた。本年度、中間まとめとい

う形で、要介護者の口腔ケアを推進するた

めのそれぞれの関係者の役割と取り組み

の方向性について、一定の合意形成がなさ

れたことは大きな成果であった。 

 中間まとめのなかでも述べられている

ように、要介護者の口腔ケアに関しては、

それぞれの担当者が問題を認識しながら

も、役割分担や横断的な連携・対応体制が

明確に位置づけられていないために、それ

ぞれの職能・業務の範囲内で手探りで実施

されるに留まっていたというのが、根本的

な課題であった。今回これに対する対処方

針がある程度示されたと考える。 

今後、この中間まとめや本研究事業にお

ける他の成果を広く関係者に対し周知を

図りながら、さらに多くの関係者の参加を

得て、この対処方針をより具体的、確実な

ものとしていくことが必要である。 

 要介護者の口腔ケアに関しては歯科医

師、歯科衛生士などの歯科保健医療関係者

だけが取り組めば解決できる問題ではな

い。関係者の連携を図りながら実際に口腔

ケアを進めるためには、やはりケアマネー

ジャーがキーパーソンであろう。 

 当面、行政、歯科医師会、介護保険事業

者などの関係機関はケアマネージャーの

口腔ケアに関する意識・資質の向上に向け

集中的に努力していくことが望まれる。 

 しかし、ケアマネージャーの取り組みを

日常的に支援・促進していくことも不可欠

であり、この点では歯科医師、歯科衛生士

などの歯科保健医療関係者の責任は大き

い。特に歯科医師、歯科衛生士については

従来の治療者・保健指導者という役割を越

えて、関係者の取り組みを支援・促進する

ファシリテーターとしての発想・取り組み

が必要であると考える。 

 一方で、協議会等のなかでも度々聞かれ

たことであるが、介護保険関係者の医師、

歯科医師に対する敷居の高さ感は根強い

ものがあるようである。これを緩和、解決

するための一つの手段は、歯科衛生士を歯

科医師の補助者としてではなく、ケアマネ

ージャーなどの関係者との接点・調整役と

して位置づけ、きちんと機能できるよう体

制づくりや資質の向上を図っていくこと

ではないかと考える。 

 

２．関係者の研修について 

 昨年度からモデル地区内の保健医療従

事者、介護従事者等を対象とした口腔ケア

に関する研修会を計 3 回開催してきた。毎

回 100 名を越える参加者があり、対象職種

が広いこともあると思われるが、他の保健

所（2 次医療圏）単位で行われる研修会が

通常、20～50 名程度であることを考える

とモデル地区内の関係者の関心はかなり

高まっているものと考えられる。 

 しかし、こうした多数を集めた形での研

修会では、様々なレベル・要求に合わせた

研修内容とすることが困難である。また、

研修効果を確認しづらい面もあるため、集



 

団方式での研修会はあくまでも意識啓発

・入門編と位置づけ、それ以上の専門的内

容については、施設単位での現場実習とす

るようなプログラムの整理が必要ではな

いかと思われる。 

 また、今回の研修会では多職種間のグル

ープ討議を取り入れた。これに対し、介護

保険関係者、歯科医師・歯科衛生士だけで

なく、行政の保健・福祉関係者を含めたす

べての職種から、「普段、このように多職

種の人と研修、話し合う機会がなく、大変

参考になった。」との声が多数寄せられた。 

 保健・医療・福祉の連携、一体的提供が

唱えられて久しく、様々なセクションで多

くの研修会・会議等が開催されているが、

ここでも縦割りを排除した柔軟な発想が

必要なことが明らかになった。 

 

 

３．歯科医師、要介護者等への個別意向調

査について 

 本調査結果より、要介護者は、社会的な

関わりを通して病気を受け入れるようにな

ること、また、身体にいいことが実感でき

れば体調が改善するよう努力することが明

らかになった。そして、サポートする多く

の職種が、従来の仕事の枠を超えてつなが

ることが必要なこと、さらに、現場の経験

の積み重ねにより広い視野をもてるように

なることなども明らかになった。 

多くの調査で、訪問診療や口腔ケアの実

施により、要介護者の ADL や QOL の改善に

結びついたと報告されている。我々は、こ

の結果を考察する際、ただ、訪問診療によ

る咀嚼改善や口腔ケアによる口腔内の炎症

症状の改善や、口腔、咽頭部の細菌減少の

みに目を奪われるのではなく、家族や要介

護者との精神的関わりが、要介護者の心を

社会に開かせる要因となっていることに注

意する必要がある。歯科医師や歯科衛生士

による訪問診療や口腔ケアを経験すること

で、要介護者が生きる希望を持つようにな

ることも十分考えられる。歯科関係者は、

訪問診療や口腔ケアの持っている意義につ

いて改めて整理する必要があるだろう。 

 介護保険の導入とともに、保健師は主に

保健を、ケアマネージャーは主に介護保険

福祉を分担している。今回は円滑に口腔ケ

ア等が実施されているモデルケースという

ことで、歯科医師、市町村保健師を対象と

してインタビューを行ったものであるが、

その結果は広くケアマネージャー等他職種

にも当てはまると考える。すなわち、職種

としての枠にはまった仕事だけではなく、

全体感を持って活動を行う必要があるこ

と、そのためには、現場経験が大きな意味

を持つことなどは、まさに今後の有機的な

活動を展開する上で非常に大切なことと考

えられる。訪問診療や口腔ケアについても

歯科専門家の仕事と簡単にくくってしまう

のではなく、「目の前にいる介護対象者に

とって何が必要か」という視点で総合的に

考えていくことが必要だろう。 

 

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の関

係者の緊密な連携体制を構築すること

を目的に、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

25 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、協議を進めた。そ

の結果、中間まとめとして、「関係者の

連携を進めるための環境整備につい

て」、「関係者の口腔ケア研修のあり方

について」、「要介護者・介護家族への

普及啓発について」に関する関係者の役

割と今後の対応方策が示された。 

 

2.  要介護者口腔ケア関係者研修会を開催

し、110 名の参加を得た。研修会では痴

呆患者に対する対処法や、摂食嚥下障害

者への間接的訓練法、食事介助法などの

研修を行ったが、受講者アンケートの結

果からは高い評価が得られた。また、同

時に実施した多職種間でのグループ討

議を評価する声が多く寄せられ、現場関



 

係者間の相互理解を進めるためにはこ

うした研修方法も有効だと考えられた。 

 

3.  歯科医師、市町村保健師および要介護

者、家族に対する個別意向調査により、

要介護者への歯科治療・口腔ケアを円滑

に実施していくためには、前提条件とし

て要介護者が家族の一員としてきちん

と位置づけられていることが必要であ

り、また、単に治療や口腔ケアを行うだ

けでなく、要介護者やその家族との関わ

りを大切にする必要があること、きちん

と効果が体感できるようなサービスを

提供することなどが重要であることが

明らかになった。 

 

F．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

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 

 なし 


