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 研究要旨：本研究は、要介護者に関わる多職種間の連携体制を確立し、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ている。初年度に

行った要介護者の実態調査の結果、歯科治療の必要性と実際の受診状況には大きな隔たりがある

ことが明らかになった。また、口腔ケアのみならず、口腔機能の維持・向上を図ることも重要で

あるといわれているが、その内容および効果を検討した報告は少ない。よって、本年度は口腔機

能リハビリテーションプログラムを作成し、効果を検討すると同時に、昨年作成したクリニカル

パスの改良を行った。 

作成した口腔機能リハビリテーションプログラムを実施し、効果を測定したところ、口腔機能

の維持･向上が可能であることが示唆された。また、クリニカルパスを改良し、それを補完する口

腔ケアマニュアルを作成したところ、介護関係者から高い評価を得ることができた。 

  

研究目的 

 昨今、「介護予防」の観点から口腔ケアを

見直そうという動きが活発化してきた。広義

の「口腔ケア」には、口腔内の清掃だけでは

なく、口腔機能の維持・向上を図る口腔機能

リハビリテーションも含まれる。しかし、口

腔機能リハビリテーションのメニューおよ

びその効果についての報告はあまりなされ

ていない。よって、約７分間の「お口の体操」

メニューを作成し、その効果検討を行った。 

また、初年度に 368 名の要介護者に対して

行った実態調査では、何らかの歯科治療ある

いは専門的な口腔ケアが必要である者が

89.4％にものぼる一方、実際に歯科受診を希

望し受診した者はわずか 26.9％で、歯科治

療の必要性と実際の受診状況には大きな隔

たりがあることが明らかになった。その隔た

りの理由のひとつとして考えられるのは、初

年度に実施した関係者アンケートで挙げら

れた「歯科受診に至るまでの流れや、連携を

とるべき職種がわかりづらい」という点であ

る。よって、治療を受診するまでの流れと治

療の実際を、要介護者本人および要介護者を

取り巻くさまざまな関係者にわかりやすく

示した標準工程表（摂食障害要介護者用クリ

ニカルパス：以下｢クリニカルパス｣という）

を作成した。またクリニカルパスを補完する

ものとして、「口腔ケアマニュアル」を作成

した。その後クリニカルパスの普及に向けて

研修会を開催すると同時に意見を広く聴聞

し、改善を図った。 

以下、１．口腔機能リハビリテーションに

よる効果 ２．クリニカルパスの作成 の２

項目についてそれぞれ記述する。 

 

研究 1．口腔機能リハビリテーションに

よる効果 

 

A.研究目的 

要介護者の中には、口腔機能の低下によっ

て食べこぼしや食事中のむせを訴える人が

少なくない。口腔機能が低下すると「食べる

楽しみ」が減り、十分な栄養摂取ができなく

なるばかりでなく、誤嚥性肺炎を引き起こし



 

死に至るケースもある。その対策として、高

齢者の口腔機能を維持･回復していくことが

大変重要である。 近年、口腔ケアと並んで

「口腔機能リハビリテーション（お口の体

操）」の重要性も広く認識されているが、そ

の内容の統一的見解はなく、また、効果も明

らかになっていない。よって本研究では、介

護保険関係者を主体とした、より一般的な口

腔機能リハビリテーションプログラムを作

成すること、また、そのプログラムの実施に

よる効果を評価することを目的とした。 

 

B．研究方法 

対象者 

新潟県内に設定したモデル地区内 12 ヵ所

のデイサービス事業所の利用者で、要介護度

が１から 3 に認定され、認知障害が軽度で、

本研究について同意の得られた 85 名（男性

18 名、女性 67 名、平均年齢 82.8 ±7.9 歳）

を対象とした。 

 

1－1．口腔機能リハビリテーションプログラ

ムの作成 

 口腔機能リハビリテーションプログラム

は、食前の「お口の体操」と、食後の口腔ケ

アから成るものとした。 

まず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、既出の論文および資

料を収集して分析した 1)-13） 。それらをもと

に、高齢者の運動能力、介護状況に合わせて

原案を作成した。さらにデイサービス事業所

の状況に即するため、介護を担当する職員と

プログラムの内容を検討した。 

 

１－２．口腔機能リハビリテーションの効果

測定 

まず、デイサービス施設職員を対象に口腔

機能リハビリテーションの研修会を設け、口

腔機能リハビリテーションに関する認識を

統一し、水準を一致させるために指導をおこ

なった。その後、口腔機能リハビリテーショ

ン実施前の口腔機能検査を行った。検査項目

に関しては以下の項で述べる。 

その後 3 ヶ月間、デイサービス利用者を対

象とした口腔機能リハビリテーションの実

施を施設職員に依頼した。その実施状況を確

認するために、歯科医師が１回、歯科衛生士

が 3 回施設を訪問し指導にあたった。口腔機

能リハビリテーション実施から１ヵ月半後

および 3 ヵ月後に、実施前と同じ口腔機能検

査を実施し、その結果を比較検討した。 

調査は複数の歯科医師が担当したが、調

査項目および調査指標についての見解を

統一するために調査マニュアルを作成し

た。使用した調査票を別添する（資料１）。 

 

検査項目 

検査項目を以下に示す。 

１）唾液検査 

エルサリボ（ライオン歯科衛生研究所）

を使用して安静時の舌背上唾液量を 10 秒

法で測定した。 

２）舌運動機能検査 

①舌圧測定 

舌圧測定装置 PS-02（ALNIC）を使用して、

舌圧を測定した。測定は 1 回につき 7 秒と

し、１分間隔で 3 回測定した後、その平均

値を算出した。 

②舌突出時の長さの測定 

 舌を最大限に前方に突出したときの口

角から舌尖までの長さを測定した。 

３） 口唇運動機能検査 

①口唇閉鎖力測定 

口唇閉鎖力測定器 LIP DE CUM 

LDC-110R（（株）コスモ計器）を使用し

て口唇閉鎖力を測定した。測定は 1 回に

つき 7 秒とし、１分間隔で 3 回測定した

後、その平均値を算出した。 

②「イー」「ウー」発声時における口角間の

長さの測定 

 まず口角を最大限に牽引させ、「イー」

と発声している時の左右口角間の長さを

スケールにて測定した。次に口唇を最大

限に突出させ、「ウー」と発声している

時の左右口角間の長さを測定した。 

4) アメを用いた口腔機能検査 

まず、アメ（CHELSEA・明治製菓株式会

社）の重量を測定し、90 秒間、対象者に自

由にアメをなめてもらった。その後、アメ

を吐き出して再び重量を測定し、測定前後



 

における重量を比較した。 

 

聞き取り調査 

上記検査項目に加えて、対象者本人およ

び介護者に対しての聞き取り調査も行った。

項目については別添の調査票に示す通りで

ある。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は、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、対象者および介

護者には研究内容について十分説明を行い、

同意の得られた者のみを対象とした。 

 

C. 研究結果 

1－1．口腔機能リハビリテーションプログラ

ムの作成 

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、①効果的なメニューを

取り入れること、②多くの要介護者が実施可

能なメニューとすること、③10 分以内で消

化できるメニューとすること、の 3 点を特に

考慮した。 

まず、口腔機能を維持・回復する効果が期

待できると考えられる舌、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

間接訓練に関する運動を列挙した。次に口腔

機能リハビリテーションを行う体位につい

ての検討を行った。デイサービス利用者の多

くは、椅子、車椅子の違いはあっても、座位

姿勢を保つことが可能であることから、座位

で行うこととした。より多くの要介護者が実

施可能なメニューとするため、①の条件を満

たすメニューの中から、わかりやすく、また

無理なく一人でできると思われるものを選

定した。しかし、身体に麻痺等があって思う

ように運動ができない要介護者においては、

施設職員による補助を依頼することとした。

補助の方法については、施設職員への別途指

導とした。このようにして選んだ運動メニュ

ーを、③の条件を満たすよう構成した結果、

7 分間の｢お口の体操｣が完成した（資料１）。 

その後、リズムに合わせて運動を行えるよ

うに、ナレーションと BGM を入れたカセット

テープを作成した。また、視覚的にわかりや

すくするためにモデルを用いて実際に「お口

の体操」を撮影し、DVD を作成した。DVD に

は、2 種類の速さの「お口の体操」を収録し

た。このうち「ゆっくり編」は、高齢者にも

無理なく運動できる速さに調節してあるも

ので、本研究事業の効果測定には、この「ゆ

っくり編」を使用した。また「介護者のため

のワンポイントアドバイス」として、一人で

運動を行うことが困難な要介護者の補助を

する際に必要なアドバイスを収録した。 

口腔機能リハビリテーションを家庭でも

行えるようにパンフレットもあわせて作成

した（資料１）。 

 

１－２．口腔機能リハビリテーションの効果

測定 

対象者 85 名のうち、口腔機能リハビリテ

ーションの開始前、1 ヵ月半後、3 ヵ月後

の計 3 回、検査を実施することができたの

は、61 名（男性 16 名、女性 45 名、平均年

齢 83.6 ± 7.4 歳）であった。以下、61

名についての分析結果を示す（資料 2）。 

まず、表 1 に、対象者の検査項目に対す

る改善の度合いを示す。舌圧、舌突出長さ、

口唇閉鎖力、あめなめによる重量変化につ

いては、改善した割合が多かった。以下、

各項目について述べる。 

 

１）唾液検査 

 エルサリボによる唾液分泌量測定結果を

図１に示す。開始前は 2.72 ± 2.02 mm、

  改善 
変化

なし 
悪化 

唾液分泌量 27.9  29.5 42.6 

舌圧 55.7 0 44.3 

舌突出長さ 47.5 9.8 42.6 

「イー」発声

時口角間長さ
45.9 1.6 52.5 

「ウー」発声

時口角間長さ
47.5 4.9 47.5 

口唇閉鎖力 62.3 0 37.7 

あめ重量 57.4 0 42.6 

（％）

表 1 口腔機能リハビリテーションの効果



 

１ヵ月半後は 2.48 ± 2.02 mm、3 ヵ月後は

2.32 ± 2.01 mm とわずかに減少していた

が、有意差は認められなかった。 
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２）舌運動機能検査 

①舌圧測定 

舌圧測定の結果を図 2 に示す。開始前は

18.34 ± 8.52 mmHg、1 ヵ月半後は 19.45 ± 

9.56 mmHg、3 ヵ月後は 19.81 ± 9.20 mmHg

と増加傾向が認められた。 
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②舌突出時の長さの測定 

舌突出時の長さの測定結果を図 3 に示

す。開始前は 43.70 ± 11.17 mm、１ヵ月半

後は 43.34 ± 6.96 mm、3 ヵ月後は 43.94 ± 

mm であった。 

（mm） （mm） 
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  図 1 唾液分泌量  図 3 舌突出時の長さ
 

３） 口唇運動機能検査 

①口唇閉鎖力測定 

口唇閉鎖力測定の結果を図 4 に示す。開始

前は 8.26 ± 3.80 mmHg、１ヵ月半後は 8.35  

± 4.62 mmHg、3 ヵ月後は 8.81 ± 4.08 mmHg

と増加傾向が認められたが、有意差は検出さ

れなかった。 （mmHg） 
 

（mmHg） 
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平均 8.26 8.38 8.81

１回目 2回目 3回目

  図 2 舌圧 

  図 4 口唇閉鎖力 

 

 



 

②｢イー」｢ウー」発声時の口角間の長さ測定 

測定の結果を図 5、6 に示す。「イー」発声

時の口角間の長さについて、開始前は 58.20 

± 14.92 mm、１ヵ月半後は 60.31 ± 6.00 

mm、3 ヵ月後は 59.11 ± 7.50 mm と増加傾

向が認められた。「ウー」発声時の口角間の

長さは、開始前は 35.10 ± 9.83 mm、１ヵ

月半後は 33.91 ± 4.99 mm、3 ヵ月後は 34.70 

± 5.51 mm と減少傾向が認められた。 

 

４) アメを用いた口腔機能検査 

測定の結果を図７に示す。開始前は 0.97 

± 0.43ｇ、1 ヵ月半後は 0.99 ± 0.44 g、3

ヵ月後は 0.99 ± 0.43 g と増加傾向が認め

られたが、有意差は検出されなかった。 
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（ｇ） 

（mm）  図 7 アメを用いた口腔機能検査  

 

聞き取り調査 

 聞き取り調査の結果を別添する。本人に対

する調査項目についてはあまり変化が見受

けられなかったが、介助者への質問項目につ

いては、改善が見られた。そのうち、大きな

変化が認められたのは、｢食後、食べ物が長

い間口の中に残ることがありますか？（図

8）｣｢表情は豊かですか？（図 9）｣｢口腔機

能リハビリテーションをするのは大変だ

と思いますか？（図 10）｣の 3 項目であっ

た。 
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図８ 食渣の有無 

 

（人 ）  図 5 「イー」発声時の口角間の長さ    開始前   3 ヵ月後

（mm） 

 図 6 「ウー」発声時の口角間の長さ
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図 9 表情の豊かさ 
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図 10 口腔機能リハビリテーションの 

大変さ 

 

D. 考察 

作成した口腔機能リハビリテーションプ

ログラムを実施した結果、舌圧、舌突出長さ、

口唇閉鎖力、「イー」｢ウー｣発声時の口角間

の長さについては、改善する傾向が認められ

た。これは、「お口の体操」に含まれている

舌を突出する運動、口角を横に牽引したり口

唇を突出したりする運動などの効果である

と思われる。一方、唾液分泌量は逆に減少が

認められた。唾液分泌量は、一般的に季節に

よって変動するという報告がある。そのた

め、分泌量が減少してしまった可能性が考え

られる。 

口腔機能リハビリテーションプログラム

実施によって、有意差を検出するほどの変化

は得られなかった理由としては次の 2 点が

考えられる。まず１点目は、実施期間の短期

であることである。一般的にリハビリテーシ

ョンとは長期間の実施によってその効果が

期待されるものである。今回の調査期間はわ

ずか 3 ヵ月であったため、改善傾向を認める

にとどまったのではないかと考えられる。こ

の口腔機能リハビリテーションプログラム

を長期間あるいは毎日継続することによっ

てより大きな効果が得られるであろうと推

測される。2 点目としては、対象者が要介護

者であったため、検査日の体調によって検査

結果に大きな影響が現れた可能性が考えら

れる。また、調査期間中に全身疾患の増悪を

みたケースもあり、個人によるばらつきが非

常に大きかった。今回、口腔機能リハビリテ

ーションを行わない対照群を設定しなかっ

たため、比較することができなかったが、今

後長期にわたる大規模な介入研究を行うこ

とで、口腔機能リハビリテーションの効果が

より明確になる可能性が考えられる。 

（人 ） 
   開始前   3 ヵ月後

対象本人に対する聞き取り調査では、あま

り変化が見られなかった。項目によっては、

かえって開始前より悪化しているものもあ

った。今まで口腔内にまったく関心がなかっ

たが、本事業を通して口腔機能を意識するよ

うになったとの声が挙がっており、その結果

として、3 ヵ月後の判定が厳しくなっている

可能性が考えられる。一方、介護者に対して

は、｢食後、食べ物が長い間口の中に残るこ

とがありますか？｣｢表情は豊かですか？｣

｢口腔機能リハビリテーションをするのは大

変だと思いますか？｣の 3 項目について改善

が見られた。このうち、表情の豊かさについ

ての改善度が最も大きかった。口腔機能リハ

ビリテーションの効果としては一般的に、1.

口腔内に食べかすが残らない、2.嚥下時のむ

せがなくなる、3.発声が良くなる、4．唾液

の分泌が良くなる、5.表情が豊かになるなど

が挙げられているが、表情の豊かさは、わず

か 3 ヶ月間でも改善が認められた。食事は単

に栄養を摂取する行為ではなく、食事そのも

のを楽しむことが大切である。この口腔機能

リハビリテーションを食前に行うことによ

   開始前   3 ヵ月後（人 ） 



 

って、表情や雰囲気が和むことは、食事をお

いしく食べることに大きく寄与すると考え

られる。 

口腔機能が低下してからリハビリテーシ

ョンを行うのではなく、元気なうちから継続

的に口腔機能リハビリテーションを行うこ

とによってこそ、より大きな「食べる楽しみ」

が得られるのではなかろうか。 

 

E. 結論 

今回、デイサービス事業所で実施可能な

口腔機能リハビリテーションプログラムを

作成した。その口腔機能リハビリテーショ

ンプログラムを実施したところ、舌圧、舌

突出長さ、口唇閉鎖力、「イー」「ウー」発

声時の口角間の長さなどが改善することが

示唆され、要介護者にとって有効な口腔機

能リハビリテーションプログラムを開発す

ることができた。 
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研究２．摂食障害要介護者用クリニカ

ルパス作成 

A. 研究目的 

初年度に行った要介護者の口腔内状況お

よび口腔に関する聞き取り調査や、他分担研

究者が遂行した要介護者口腔保健医療ケア

関係者アンケート、グループインタビュー等

の結果、歯科受診をしたくても誰に言えばよ

いのかわからず、なかなか受診できない、要

介護者本人および要介護者を取り巻くさま

ざまな関係者間の連携体制が構築されてい

ない、歯科治療そのものの流れや所要日数な

どがわかりにくいといった意見が聞かれた。

よって、昨年度、歯科治療を受診するまでの

流れと治療の実際を、要介護者本人および要

介護者を取り巻くさまざまな関係者にわか

りやすいように示した標準工程表（摂食障害

要介護者用クリニカルパス）を作成した。し

かし、口腔ケアの方法などに関する情報を、

クリニカルパスに全て盛り込むのは困難で

あった。よって本年度は、クリニカルパスを

補完する「口腔ケアマニュアル」作成を行っ

た。また、「口の中のどこを見ればよいのか

わからない」という声も聞かれたため、口腔

内によく見られる症状を図で示すとともに、

チェックリストを作成した。その後、クリニ

カルパスの普及を目的とした研修会を開催

し、改善点に関する意見を聴聞してクリニカ

ルパスの改良を行った。 

 

B. 研究方法 

２－１． クリニカルパスの改良 

 昨年度作成したクリニカルパスの普及お

よび意見聴聞のために、以下に示す 5 回、研

修会、会議等を開催した。 

①  要介護者口腔ケア関係者連絡協議会(新

発田市、平成 15 年 3 月 15 日) 

②  日本口腔衛生学会地方会（新潟市、平成

16 年 7 月 24 日） 

③  日本口腔衛生学会地方会都道府県要介護

者口腔ケア担当者研究打合（新潟市、平

成 16 年 7 月 24 日） 

④  平成 16 年度阿賀北地区歯科医学会（新発

田市、平成 16 年 9 月 4 日） 

⑤  要介護者口腔ケア関係者連絡協議会(新

潟市、平成 16 年 11 月 29 日) 

どの会議も、クリニカルパスの使用説明を

行った後、改善点についての意見を求めた。 

得られた意見をもとにクリニカルパスを改

良した。 

 

2－2．口腔ケアマニュアルの作成 

口腔ケアマニュアル作成を進めるにあた

って、まず口腔ケアマニュアル作成委員会を

発足した。作成委員は歯科医師、歯科衛生士、

看護師、ケアマネージャー、言語聴覚士、栄

養士など多職種・多地区のメンバーとし、定

期的に会議を開催した。 

まず、既出の論文および資料を収集して分析

した。次に介護者関係者が口腔ケアを実施す

るに当たって必要と思われる知識および技

術を習得可能なように、図や写真を多用し

た。また、専門用語の使用は可及的に避け、



 

わかりやすいマニュアルを作成することを

心がけた。 

C. 研究結果 

2－1．クリニカルパスの改良 

研修会、会議等で得られた代表的な意見を

下記に示す。 

①  全ての連絡はケアマネージャーを通す形

になっており、ケアマネージャーの負担

が大きすぎる。 

②  地域によって、介護関係者の関わり方が

異なるので、フレキシブルにしてほしい。 

③  訪問看護師の位置づけがわからない。 

④  栄養士、言語聴覚士などの関わりも掲載

してほしい。 

上記の意見を受けて、改良したクリニカルパ

スを添付する（資料 3）。 

 

2－2．口腔ケアマニュアルの作成 

 作成した口腔ケアマニュアルを添付する

（資料 3）。 

口腔ケアマニュアルは、1）チェックリスト、

2）口腔ケアマニュアル、3）摂食リハビリテ

ーションマニュアルの 3 項目に大きく分け

て作成した。 

1）チェックリスト 

 口腔ケアマニュアルの裏表紙に、「お口の

問題を把握するためのチェックリスト」を掲

載した。このチェックリストは全部で 19 項

目から成っており、むし歯や歯周病のチェッ

ク、入れ歯の状態のチェック、お口の清掃状

態のチェック、飲み込みのチェックの 4 項目

に大きく分類した。また、文章のみではわか

りにくいため、開口した状態の図を示した。 

2）口腔ケアマニュアル 

 介助者が日常行うことができる口腔ケア

について図を多用して作成した。口腔ケアの

方法のほかに、欄外に「ポイント」を記述し

た。また、「口を開けない時」｢経口摂取を

行っていないとき｣など、ケース別のアドバ

イスを掲載した。 

3）摂食リハビリテーションマニュアル 

 まず、嚥下のメカニズムについて図説した

後、｢お食事の時の注意点｣として介助方法を

掲載した。また、摂食に問題がある要介護者

には、介助方法のみではなく、食事の調理自

体に工夫をする必要があるため、実際に調理

実習を行い、メニュー例を記載した。 

この口腔マニュアルは、施設関係者および

市町村の介護担当者に配布したほか、ホーム

ページから自由にダウンロードできるよう

にした。 

 

D. 考察 

研修会では、クリニカルパスに対して高い

評価を得ることができた。従来不明瞭だった

歯科治療を受診するまでの流れや、治療が始

まってからの多職種との連携状態を一覧で

きるため、要介護者にも受診を勧めやすくな

ったとの声が多く聞かれた。初年度に行った

要介護者の実態調査の結果、歯科治療の必要

性と実際の受診状況には大きな隔たりがあ

ることが明らかになったが、本クリニカルパ

スを導入することによって、その隔たりは小

さくなるのではないかと考えられる。 

クリニカルパスの改良に向けて収集され

た上記の意見に関して言及すれば、地域によ

って、ケアマネージャーの仕事や、他の職種

との関わり方が異なっている。今回作成した

クリニカルパスは、新潟県のモデル地区の実

状に合わせたものであるため、他の地域にこ

のままの形で導入するのは難しいと思われ

る。よって、このクリニカルパスをベースと

して、その地域にあった形に修正し、使用す

ることが望ましいと思われる。 

クリニカルパスを補完する口腔ケアマニ

ュアルを作成したことで、歯科関係者以外の

介護関係者が口腔ケアに関する知識および

その実施方法を習得することができるよう

になったとの意見が多数得られた。また、図

が多数掲載してあるため、要介護者およびそ

の家族に口腔ケアについて話をするときに

も説明しやすくなったとの意見も挙がって

いる。既存のマニュアルは、詳しすぎてボリ

ュームが多く、持ち運びに不便だったり、図

が少なかったりという問題点があった。ま

た、知りたいことが一冊にまとまっておら

ず、何冊もの本を見なければならないという

声も聞かれた。今回、その問題点を考慮した

マニュアルを作成したことにより、口腔ケア

の更なる普及が期待できるといえよう。 



 

クリニカルパス、口腔ケアマニュアルはと

もにホームページから自由にダウンロード

することができるような形を取っている。今

後、他地区で広くの転用されることを強く期

待している。 

 

E. 結論 

 今回、研修会などを行うことによって、ク

リニカルパスの普及と改善点の抽出を図り、

昨年作成したクリニカルパスを改良した。ま

た、クリニカルパスを補完する口腔ケアマニ

ュアルを作成した。本クリニカルパスをベー

スに、利用地域の実状に合わせて改良し導入

することで、要介護者を取り巻くさまざまな

職種間のスムーズな連携体制を構築し、要介

護者に対して、よりよい歯科医療保健サービ

スが提供できる可能性が示された。 
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