
 

厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業） 

総括研究報告書 

 

情報ネットワークを活用した行政・歯科医療機関・病院等の連携による 
要介護者口腔保健医療ケアシステムの開発に関する研究 

 

主任研究者 河野 正司 （新潟大学大学院医歯学総合研究科 教授） 
 
分担研究者 石上 和男 （新潟県新発田健康福祉環境事務所 副所長） 

片山  修 （（社）新潟県歯科医師会 常務理事） 
河内  博 （（社）新潟県歯科医師会 前常務理事） 
野村 修一 （新潟大学大学院医歯学総合研究科 教授） 
江面  晃 （日本歯科大学新潟歯学部 教授） 
鈴木 一郎 （新潟大学医歯学総合病院 助教授） 

 

 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。 

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、歯科

医師、要介護者等への個別意向調査を実施した。その結果、これまでの協議および研究事業の成

果を踏まえ、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、関係者の研修・普及啓発

に関する関係者の役割と今後の対応方策が示された。 

２）情報ネットワークの構築としては、昨年に引き続き、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、実際の要介護者に対する歯科治療や口腔

ケアを実施する際に関係者間でやりとりされる情報の内容を把握・評価するため、情報ネットワ

ークモデル事業を実施した。その結果、ケアマネージャーに対する情報発信を中心に歯科保健医

療関係者側からの積極的な情報発信が望まれること、その際には歯科衛生士の役割が重要と考え

られること等が明らかになった。さらに、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。 

３）標準工程表の作成としては、工程表作成の資料とすることを目的に、介入頻度別専門的口

腔ケアおよび義歯治療の効果について介入研究による効果測定を行った。その結果、専門的口腔

ケアの実施により、有意に歯肉の炎症が軽減するとともに口腔内細菌数の減少傾向等も確認され

た。また、専門的口腔ケアの頻度は月に4回以上が望ましいことが示された。義歯治療では、治

療直後にQOL、ADL、咀嚼能力、栄養摂取量等の向上がみられた。しかし、治療2ヵ月後には低下

を示し、義歯治療においても継続的な管理が必要であることが示された。 

さらに、介護保険関係者等が口腔機能の維持・向上に積極的に取り組めるよう、容易に実施可

能な口腔機能リハビリテーションプログラムを作成した。これをデイサービス事業所において試

行したところ、唾液分泌能、舌突出量等の改善を認め、口腔機能の維持･向上の可能性が示唆さ

れた。 

また、脳血管疾患等で急性期入院中の患者に対して病診連携により早期に歯科的な対応を行う

ための方策を検討するため、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とこれに基づく口腔ケア指導および退院時の受診勧奨



 

を行い、退院後の受診状況等をアンケート調査により把握した。この結果、受診勧奨した患者の

うち、実際に歯科受診したのは20％にすぎなかったが、チェックリストや把握した患者のフォロ

ー体制を検討することにより、急性期入院患者に対して早期に歯科的対応を行うことが可能であ

ると考えられた。 

これらの本研究事業におけるこれまでの成果等を踏まえ、クリニカルパス策定委員会において

摂食障害要介護者用標準工程表（クリニカルパス）の検討を行い、全体像を示す基本クリニカル

パスおよび分野毎の歯科治療クリニカルパス、口腔ケアクリニカルパス、摂食リハビリテーショ

ンクリニカルパス等からなるクリニカルパス原案を作成した。これについては、来年度、モデル

地区において運用し、その結果を踏まえ改良を加える予定である。 

 

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、県立新発田病院、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 

(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 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、要介護者の口腔ケアを

円滑に実施していくための関係者のより緊

密な連携体制確立に向けた協議、検討を行

った。なお、事務局を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、口腔

保健医療ケアに関する研修会を実施し、研

修会受講者を対象に研修経験、研修内容に

対する評価等に関する事後アンケートを実

施し、分析した。 

 

(3)歯科医師、要介護者等への個別意向調

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、保健師と訪問歯科診療を受診した

経験のある要介護者・家族に対して、個別

インタビューを行い、その結果をＫＪ法に

より分類し、関連図にまとめて評価検討を

行った。 

 

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、医師、歯科医師、ケアマネージ

ャー、訪問介護員等各職種の代表者 17 名を

対象に介護現場で行われている情報交換の

現状等についてのグループインタビューを

実施した。 

 

(2)情報ネットワークモデル構築 

実際の要介護者に対する歯科治療や口腔

ケア指導を実施する上で関係者間で交換さ

れる情報の内容を把握・評価することを目

的に、モデル地区内の 3 町を対象地区とし

て、情報ネットワークモデル事業を実施し

た。対象地区内在住の調査に同意が得られ

た要介護者 9 名について、合同ケアカンフ

ァレンスを行い、その上で歯科治療等を実

施するうえでの関係者の情報のやりとりを

すべてファックスで大学を中継して行うこ

とにより、情報の内容等を把握、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。 

 

３）標準工程表の作成 

(1)口腔ケア介入による効果 

 標準化された形での歯科衛生士による専

門的口腔ケア介入の効果を介入頻度別に把

握するため、歯科医師による事前診査で専

門的口腔ケアが必要とされ、研究に同意が

得られた要介護者 38 名を対象に下記のよ

うに歯科衛生士による専門的口腔ケアの介

入頻度を変えた群を設定した介入研究を行

った。 

 

コントロール群：専門的口腔ケアを行わ

ない群 

月 1・2 回群：専門的口腔ケアの介入を月

に 1 回ないしは 2 回行う群 

月 4 回群：専門的口腔ケアの介入を月に

4 回（1 週間に 1 回）行う群 

 

 専門的口腔ケアの介入は 3 ヶ月間行い、

その前後で介入の効果を歯肉炎指数（GI）、

歯肉出血指数（GBI）、舌苔付着度、咽頭粘

膜上の肺炎起因菌数および口腔保健に対す

る関心度や主観的満足度についての聞き取

り調査により行った。 

 

(2)義歯治療による効果 

 要介護者に対して義歯治療を行うと ADL

が向上したという事例報告や介入研究はな

されているが、その際に食品の粉砕能力や

栄養摂取がどう変化しているかを合わせて

評価したものは少ない。このため、義歯治

療による効果を栄養摂取状況の変化も含め

て評価するために、歯科医師による事前診

査で義歯治療が必要とされ、研究に同意が

得られた要介護者 28 名を対象に義歯治療

を行い、その前後および義歯治療終了 2 ヶ

月後に評価を行った。 

義歯治療はモデル地区内の歯科医師会会

員に依頼し、評価はガムによる食物の粉砕

能力評価、栄養摂取量評価、改定 PCG モラ

ール・スケール日本語版による QOL 評価、

FIM（前 18 項目中 7 項目）、義歯満足度に

ついてのアンケート調査等により行った。 

 

(3)口腔機能リハビリテーションによる効

果 

 近年、歯口清掃だけでなく、口腔機能を

維持回復していくための簡便な口腔機能リ

ハビリテーション（お口の体操）の重要性

も認識されつつある。今回、施設や在宅で

も実施可能な口腔機能リハビリテーション

プログラムを作成するとともに、試行的に

3 カ所のデイサービス事業所でプログラム

を実施し、研究に同意が得られた要介護者

11 名を対象に唾液分泌機能、舌運動機能、

口唇運動機能等についてその効果の検討を

おこなった。 

 

(4)摂食障害要介護者用標準工程表（クリ

ニカルパス）作成 

 摂食要介護者に対して歯科治療および口

腔ケアを提供する際の関係者間の役割分担

と対応の全体像の理解促進を図ることを目

的に摂食障害要介護者用標準工程表（クリ



 

ニカルパス）の原案を作成した。作成にあ

たっては歯科医師、医師、歯科衛生士、看

護師等からなるクリニカルパス作成委員会

を発足し、既出の論文や事例、これまでの

本研究事業における成果を踏まえながら検

討を行った。なお、今回作成したクリニカ

ルパスを原案とし、次年度モデル地区で試

行し、その結果を踏まえて改良を行う予定

である。 

 

(5)病診連携による急性期入院患者に対す

る早期対応方策の検討 

 病診連携により急性期入院患者に対して

早期に口腔ケア・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ため、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。 

 

（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 

 今年度は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

3 回にわたり開催した。協議会では関係者

の連携のための環境整備および要介護者・

家族を含めた研修・普及啓発のあり方を中

心に協議・検討を行い、その成果を「中間

まとめ」という形で取りまとめた。 

 中間まとめでは、①関係者の連携を進め

るための環境整備について、②関係者の口

腔ケア研修のあり方について、③要介護者

・介護家族への普及啓発についての３点に

ついて、関係者の役割分担や今後の具体的

対応方策等について整理・提言された。 

 

(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開

催し、痴呆のある要介護者への対処法、摂

食嚥下障害者への間接訓練や食事介助法等

に関する実演、実習を含めた研修会を開催

した。さらに、研修会の最後に職種横断的

な小グループによるグループ討議を行っ

た。総参加者数は 110 名であった。 

受講者アンケートの結果からは、「とて

も有益だった」、「有益だった」の合計が

93.0％を占めるなど高い評価を得た。また、

職種横断的なグループ討議を評価する意見

が多かった。 

 

(3)歯科医師、要介護者等への個別意向調

査 

歯科医師、市町村保健師および要介護者、

家族に対する個別インタビューにより、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、その際に、市町村保健師が重

要な役割を果たすことが期待されること、

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。 

 

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、情報

連携の不足は、歯科のみの問題ではなく保

健・福祉全般に係わる課題であること、特

に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

ことなどが指摘された。 

 



 

(2)情報ネットワークモデル事業 

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。 

 

(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 

 本研究事業全体の成果を含め、口腔ケア

に関するマニュアルや要介護者の歯科保健

に関する事業の申し込み様式や問い合わせ

先などの情報を提供するホームページ

（ http://www.dent.niigata-u.ac.jp/ora

l-care/ ）を作成した。  
 

３）標準工程表の作成 

(1)口腔ケア介入による効果 

 介入前の各群間の各種指標に統計学的有

意差は認められなかった。歯肉炎指数（GI）、

歯肉出血指数（GBI）、舌苔付着度、咽頭粘

膜の肺炎起因菌の菌種数のいずれについて

も介入頻度が増加するに従い改善する傾向

を示し、GI と GBI についてはコントロール

群と月４回群の間で有意差が認められた（P

＜0.05）。また、聞き取り調査による項目

のなかで口腔保健に関する意識・行動に関

する項目を中心に介入頻度の上昇に伴い有

意に改善することが認められた。 

 

(2)義歯治療による効果 

治療前と義歯治療直後の比較で、食物の

粉砕能力、栄養摂取量、健康状態の自覚、

幸福感、ADL、口腔内のカンジダ菌数、アン

ケートによる主観的義歯満足度のいずれも

が改善を示した。しかし、すべての項目で

義歯治療直後と比較して治療 2 ヶ月後では

低下傾向を示した。 

 

(3)口腔機能リハビリテーションによる効

果 

 舌、口腔周囲筋、頭頸部のストレッチお

よび呼吸機能訓練や嚥下間接訓練を取り入

れた約 7 分の食事前の体操と、食後の口腔

ケアから構成され、デイサービス利用者が

昼食前後のわずかな時間帯を利用して実施

可能なように配慮した口腔機能リハビリテ

ーションプログラムを作成した。併せて家

庭でも実施できるよう実施法を図示したパ

ンフレットも作成した。 

作成した口腔機能リハビリテーション

を試行的に実施した結果、唾液分泌能と舌

突出長さ、「イー」発声時の口角間の長さ

等において実施前と比較して改善が認めら

れた。 

 

(4)摂食障害要介護者用標準工程表（クリ

ニカルパス）作成 

歯科治療・口腔ケアの実施に至るまでの

全体像を表した「基本クリニカルパス」と、

各個別分野毎の「歯科治療のクリニカルパ

ス」、「口腔ケアのクリニカルパス」およ

び「摂食リハビリテーションのクリニカル

パス」に分けてクリニカルパス原案を作成

した。また、歯科保健医療関係者以外の者

が要介護者の口腔問題を把握しやすくする

ための「チェックリスト」も併せて作成し

た。 

 クリニカルパスは、縦軸を職種毎、横軸

を時系列とし、全体の流れと各職種の役割、

連携が一覧できるよう作成した。 

  

(5)病診連携による急性期入院患者に対す

る早期対応方策の検討 

 看護師によるチェックリストを用いた歯

科有訴状況の把握により、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

受診等の勧奨を行ったが、このうち少なく

とも 3 名（受診勧奨者の 20.0％）が、退院

後歯科健診あるいは歯科治療を受けていた

ことが退院後の郵送アンケート調査により

確認された。 

 

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


 

D．考察 

１．連携体制の構築  

 要介護者口腔ケア関係者連絡協議会にお

いて、昨年度から延べ 5 回にわたる協議を

重ね、今回、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

な成果であったと考えられた。  

 今後は、これらの成果を広く関係者に対

し周知を図りながら、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

であり、特にキーパーソンとなるケアマネ

ージャーや、歯科保健医療専門職と他の関

係者としての接点役が期待される歯科衛生

士の意識および資質向上を中心に関係者が

取り組みを進めていくことが重要だと思わ

れる。  

 関係者の研修については、昨年度の研究

結果から、口腔ケアの現場での実践に直接

生かせるような実務的な研修に対する要望

が強いことを明らかになり、今年度はこれ

に沿った形での研修を行った。このため、

研修に対する評価も高かったものと考えら

れるが、集団方式での研修会では、様々な

レベル・要求に合わせた研修内容とするこ

とが困難であり、集団方式と現場実習を組

み合わせて全体の研修プログラムを考えて

いく必要があるものと思われる。その際に

は今回、好評だった職種横断的なグループ

討議を取り入れるなど、関係者の相互理解、

連携の促進に配慮した形式も取り入れてい

くことが必要である。  

また、歯科医師、要介護者等への個別意

向調査により、要介護者においても家族と

しての位置づけや社会的な関わりのなかで

要介護者が病気や障害を受け入れ、改善に

向けた努力をしていくようになることが明

らかになった。  

歯科保健医療関係者は単に口腔ケアの直

接的な効用のみに意識を奪われるのではな

く、多くの関係者と連携しながら、こうし

た要介護者の社会的な関係の改善や生きが

いといった点にも目を向けていく必要があ

るものと考えられた。  

 

２．情報ネットワークの構築  

 グループインタビューの結果、情報連携

の不足は歯科に限った問題ではなく、全般

的な課題となっていること、特に医師、歯

科医師を交えた情報連携については時間的

な制約も含めて敷居が高いことなどが指摘

された。ただし、ケアカンファレンスの開

催方法に関する工夫なども報告され、関係

者の取り組み次第では改善していくことが

可能だと考えられた。  

 また、歯科保健医療関係者と他の関係者

との要介護者の歯科治療や口腔ケアに対す

る認識の格差も指摘され、これは歯科保健

医療関係者側からの情報発信の少なさにも

一因があると考えられた。  

 これは情報ネットワーク事業においても

裏付けられ、歯科衛生士からの情報発信が

継続されていくうちに、介護保険関係者か

らの情報発信、問い合わせも増加する傾向

を示した。  

 先に述べたように歯科医師に対する敷居

の高さもあり、歯科衛生士とケアマネージ

ャーを中心とした情報連携を進めるなかで

関係者を巻き込んでいくことも一方策であ

ると考えられた。  

 

３．標準工程表の作成  

 本年度は、歯科治療・口腔ケア等に関す

る関係者の役割と全体的な流れを関係者間

で共有することを目的とした標準工程表作

成の検討資料とすることを目的に、口腔ケ

ア介入による効果、義歯治療による効果、

口腔機能リハビリテーションによる効果お

よび病診連携による急性期入院患者に対す

る早期対応方策に関する研究を実施した。  

 口腔ケア介入による効果の研究では、歯

科衛生士による専門的口腔ケアの介入頻度

を変えて評価したが、コントロール群では

改善が認められないばかりか、各指標が悪

化する傾向示しており、歯科衛生士による

歯石除去、口腔清掃指導を含めた専門的口

腔ケアの必要性が明らかにされると共に、3

ヶ月程度の比較的短期間に専門的口腔ケア

が効果的に改善を示すためには少なくとも



 

月 4 回、つまり週 1 回程度の頻度で実施さ

れることが望ましいことが示唆された。 

 義歯治療による効果については、治療前

と治療直後の比較で、栄養摂取量を含め様

々な指標が改善を示した一方、治療 2 ヶ月

後にはそれらが低下する傾向を示すことが

明らかにされた。このことは、義歯治療に

おいてもその効果を確実にするためには継

続的な管理・指導が不可欠であることを示

唆するものであると考える。 

 口腔機能リハビリテーションプログラム

の作成にあたってはデイサービス事業所担

当者からの意見も踏まえながら、実施しや

すいボリュームや内容となるよう配慮して

作成した。小集団での試行段階ではあるが、

1 ヶ月半程度の短期間でも改善が認められ

たことから、デイサービスのプログラムの

一部として位置づけられれば顕著な効果を

発揮するものと期待される。 

病診連携による急性期入院患者に対する

早期対応方策に関する研究では看護師がチ

ェックリストを用いて入院患者の歯科的問

題を把握し、入院中および退院時の歯科的

ケアに繋げていくことを意図したが、看護

師による聞き取りチェックのみでもある程

度のスクリーニングは可能であると考えら

れた。今後の課題としては簡便でかつある

程度のスクリーニング精度が担保されたチ

ェックリストを検討することと、把握した

要指導・要治療者を確実に歯科的なフォロ

ーアップに繋げていく体制を確立すること

が挙げられる。  

以上の研究および本研究事業の他の成果

等も踏まえながら、今回、摂食障害要介護

者用標準工程表（クリニカルパス）の原案

を作成したが、今後、モデル地区内での試

行結果等を踏まえ、表記も含めて改善して

いくことで、関係者間の情報および意識の

共有化が進み、スムーズな連携体制を構築

するのに役立つものと期待される。 

  

E．結論 

1. 要介護者に質の高い口腔ケアを提供し

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

など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、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必要があること、

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。 

 

4. グループインタビューおよび情報ネッ

トワークモデル事業の結果から、情報の

共有化は歯科に限らず他の分野でも課

題となっていること、介護保険関係者の

口腔ケア等に対する認識を高めるため

には、ケアマネージャーに対する情報発

信を中心に歯科保健医療関係者側から

の積極的な情報発信が望まれること、そ

の際には歯科衛生士の役割が重要と考

えられること等が明らかになった。 

 

5. 歯科衛生士による専門的口腔ケアの介



 

入頻度を変化させた介入研究により、コ

ントロール群と月 4 回群の間で有意（P

＜0.05）に歯肉炎指数（GI）、歯肉出血

指数（GBI）が改善した。また、介入頻

度が増すにつれて口腔保健に関する意

識・行動も有意に向上するなど、専門的

口腔ケアの効果が示されるとともに、専

門的口腔ケアは月 4 回以上の頻度で実

施されることが効果的であることが示

唆された。 

 

6. 治療前、治療直後、治療 2 ヶ月後で義

歯治療の効果を測定した研究により、

治療直後は食物の粉砕能力、栄養摂取

量、QOL、ADL 等の各種指標が改善を示

したものの、治療 2 ヶ月後ではそれら

が低下することが明らかになり、義歯

治療の効果が示されると共に、継続的

な管理が必要であることが示唆され

た。 

 

7. デイサービス事業所で容易に実施可能

となるよう配慮した口腔機能リハビリ

テーション（お口の体操）プログラムを

作成し、デイサービス事業所で試行した

ところ、唾液分泌能、舌突出長さ等にお

いて改善を認めた。 

 

8. 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、歯科治療が必要だと

判断された 15 名に対し、退院時に歯科

受診を勧奨した。その結果、少なくとも

3 名（20.0％）が退院後に歯科受診して

いることが確認された。今後、チェック

リストの内容および把握した対象者の

歯科的フォローアップを確実に行う体

制を構築することにより、急性期入院患

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。 

 

9. これまでの本研究事業の成果等を踏ま

え、「基本クリニカルパス」と、各個別

分野毎の「歯科治療のクリニカルパス」、

「口腔ケアのクリニカルパス」、「摂食

リハビリテーションのクリニカルパス」

および「チェックリスト」からなる摂食

障害要介護者用標準工程表の原案を作

成した。今後、モデル地区内での試行を

通じて改良を加えることにより、関係者

の連携による口腔ケアの推進に資する

ことが期待される。 

 

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 

   


