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 研究要旨： 

 要介護者に関わる病診連携体制を確立することで、より早期から口腔ケア・歯科治療等の対

応を図っていくための方策を検討することを目的とした。昨年に引き続き、脳外科・神経内科

病棟に入院中の患者を対象として、看護師により歯科有訴状況を質問票を用いて把握し、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

等の状況を郵送によるアンケートで把握した。 

 その結果、調査対象者49名中36名(73.5%)に何らかの歯科治療および口腔ケア指導の必要性

を認めた。退院後の歯科健診および治療等の受診状況を郵送によるアンケートで調査したとこ

ろ、24名(49.0%)の回答を得た。このうち歯科健診または治療等を受けた者は5名であった。さ

らに多変量解析による分析で、歯科治療・口腔ケアを評価する群と無関心な群の存在が示唆さ

れた。また、義歯や修復処置、歯・口腔機能の障害、基本的身体機能に関する評価などの項目

について、この質問票を発展させることで、より正確な評価ができる可能性がある。 

 今後、質問票とこれに基づく指導内容の検討、把握した要指導・要治療者の情報を歯科診療所・

行政歯科保健部門等に情報伝達し、歯科的なフォローアップに確実に繋げていく体制を構築すること

で、脳血管障害等で要介護状態となった者に対して、早期に歯科的な対応をしていくことが可能なる

と考えられた。 

 

Ａ．研究目的 

 

 これまでの要介護者の歯科治療・口腔ケア

における病診連携は地域の歯科診療所の歯科

医師が歯科治療等を実施する際に、全身疾患

の管理や高度の歯科治療の提供などを病院

（歯科）と連携・機能分担をしながらいかに

確保していくかという視点が中心であった。 

 しかし、本研究事業における実態調査や関

係者との協議を進めるなかで、要介護状態と

なって時間が経過し、口腔内状況が悪化して

から対応するよりも、より早期に対応を図っ

ていくことが QOL 向上のための本質的な解決

策となるのではないかとの意見が関係者から

多く出された。 

 そこで、昨年に引き続き、脳血管疾患等の

急性期病床を有する病院と一般歯科診療所の

連携による要介護者への早期対応の可能性を

検討することを目的に、急性期病床に入院中

の患者を対象として、病棟看護師による質問

票による歯科有訴状況の把握と口腔ケア指導

および歯科治療が必要だと思われる患者に対

する退院時の受診勧奨を行い、退院後の歯科

受診状況等についてアンケートを実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

 

 モデル地区内の中核病院の協力のもと、同



 

病院の脳外科・神経内科病棟の看護師を対象

に口腔ケアなどに関する研修（講演方式によ

るもの１回、入院患者を対象とした歯科衛生

士による口腔ケア・指導の現場研修２回）を

実施した。その後研修を受講した看護師によ

り、急性期脳血管障害等で入院中の患者に対

して、質問票（質問票１）に基づき歯科関連

の有訴状況の把握および口腔ケアに関する指

導を実施した。質問票の聞き取りは原則、本

人に対して行い、本人への聞き取りが困難な

場合には家族に対して行った。これと併せて、

退院時指導の際、歯科治療が必要と思われる

患者については、かかりつけ歯科医の受診ま

たは訪問歯科健診（在宅要介護者歯科保健推

進事業）の利用を勧奨した。 

 退院後の状況を把握するために、対象とな

った退院患者に歯科受診状況に対する郵送に

よるアンケート（質問票２）を実施した。 

 分析は平成 15・16 年度分を合算して行っ

た。さらに、これら結果をふまえ、各質問項

目の回答パターンの類似性を確認するため、

多変量解析の数量化Ⅲ類による分析を実施し

た。各質問の有効回答カテゴリーすべてを説

明変数とし、入院中および退院後歯科未受診

群と歯科受診群の各群別に分析した。分析に

はエクセル統計 2002 for windows(社会情報

サービス社、東京）を用い、抽出する軸数は

３軸とした。 

 

１）調査機関および調査対象 

平成 15 年 11 月 1 日～平成 16 年１月 31 日

および平成 16 年 11 月 1 日～平成 17 年１月

31 日に調査対象病棟から在宅あるいは介護

保健施設へ退院した患者のうち、研修を受講

した看護師が主に担当しており、おおむね 65

歳以上で、退院後も障害が残り、なんらかの

介護が必要と思われる者を調査対象とした。

なお、調査期間中の対象病棟の入退院患者数

は、平成 15 年度入院患者 142 名、退院患者

141 名、平成 16 年度入院 131 名、退院 162 名

であった。 

 

２）実施した口腔ケ指導内容 

 看護師による入院中患者に対する口腔ケア

に関する指導は下記のような一般的口腔清掃

を中心としたものを実施した。 

・機械的口腔清掃法（歯ブラシ、舌ブラシ、 

クルリーナブラシ等での清掃法） 

・義歯の清掃方法 

・口臭や口腔乾燥時の洗口・ジェル製品の使

用方法 など 

 

３）退院時の指導内容 

 看護師が質問票で歯科有訴があり、治療等

が必要と判断した対象者については、かかり

つけ歯科医での受診を勧奨した。かかりつけ

歯科医がいない、あるいはかかりつけ歯科医

での受診を希望しない対象者については訪問

歯科健診（在宅要介護者歯科保健推進事業）

の内容を説明し、申し込むように勧奨した。 

 

（倫理面への配慮） 

 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

象とした。また、退院後の調査結果は匿名化

のうえ統計的分析に使用した。 

 

Ｃ．研究結果 

 

１．入院中の歯科有訴状況等調査 

 調査期間中に当該脳外科・神経内科病棟を

退院し、在宅または介護保険施設（療養型病

床を含む）へ移った患者中、おおむね 65 歳以

上である等の条件を満たし、調査協力の得ら

れた対象者 49 名から入院中の歯科有訴状況

に関する回答を得た。 

 

１）入院中の歯科治療や口腔ケアの効果に関

する意識（図１） 

 歯科治療や口腔ケアの効果について、「食

事をおいしくする」46 名（93.9%）、「言葉

をはっきりさせる」44 名(89.8%)、「かぜや



 

肺炎を防ぐ」44 名(89.8%)、「消化をよくす

る」42 名(85.7%)など、口腔機能と直接関係

する項目と気道感染予防に関する項目でほと

んどの者が「そう思う」と回答した。 

 全身的な影響については、「意識をはっき

りさせる」36 名（73.5%)、「寝たきりを防ぐ」

36 名（73.5%)と上記に比べて低めであった

が、70%以上が「そう思う」と回答した。 

 

２）歯科疾患に対する有訴状況（図２） 

 何らかの有訴が「ある」と回答したのは 36

名(73.5%)であり、「ない」は 10 名(20.4%)、

不明 3 名（6.1%)であった。 

 このうち、「自分で歯みがきがうまくでき

ない」のみが該当した者は 4 名であった。 

 項目別に見ると「歯が痛んだり、しみたり

する」6 名(12.2%)、「かぶせた冠や詰めたも

のがとれた」4 名(8.2%)、「歯がぐらつく」5

名(10.2%)、「歯ぐきから血が出たり、腫れた

りする」6 名(12.2%)、「入れ歯が合わない、

痛い」6 名(12.2%)、「入れ歯が壊れた」1 名

(2.0%)、「入れ歯が無くてかめない、紛失し

た」5 名(10.2%)となっており、一方、「自分

で歯みがきがうまくできない」が 25 名

（51.0%)と最も多くなっている。 

 その他の項目では、「口臭がする」9 名

(18.4%)、「口が渇く」10 名(20.4%)、「舌が

痛い」1 名(2.0%)、「あごの関節が痛い」1

名(2.0%)、「食べ物がうまく飲み込めない」7

名(14.3%)であった。 

 

３）かかりつけ歯科医の有無 

 かかりつけ歯科医が「いる」とする者は 26

名(53.1%)、「なし」とする者は 18 名(36.7%)、

不明 5 名(10.2%)であった。 

 

４）退院時指導内容 

 退院時に行った指導の内容は、表 1 に示す

とおり、「口腔ケアのみ」25 件(51.0%)が最

も多く、次いで「要介護推進事業申請」15 件

(30.6%)であった。「かかりつけ歯科医受診勧

奨」は 2 件(4.1%)であった。 

 

表１ 退院時の指導内容 

 

口腔ケア指導のみ         25 件 51.0% 

かかりつけ歯科医受診勧奨    2 件  4.1% 

要介護推進事業申請         15 件 30.6% 

その他                      0 件   0% 

不明               7 件 14.3% 

     計         49 件  100% 

 

 

２．退院後歯科受診状況に関するアンケート 

 アンケート用紙を郵送したところ、平成 15

年度は 29 名に送付し回収 16 名、平成 16 年度

は 20 名に送付し回収 8 名であり、計 49 名に

送付し 24 名から回収（回収率 49.0%）した。 

 

１）介護認定の状況 

 退院後の介護認定の状況を表 2 に示す。 

退院後期間の短い対象者もいるため、申請し

ていないと回答した者が 9 名であった。介護

認定を受けた者は 14 名おり、13 名は要介護

度 4 または 5 であった。 

表 2 介護認定の状況 

 

申請していない      9 名 

申請中          1 名 

非該当          0 名 

介護認定         14 名     

 

(内訳)  要支援   ： 0 名 

           要介護度１： 1 名 

            要介護度 2： 0 名 

            要介護度 3： 0 名 

            要介護度 4： 4 名 

           要介護度 5： 9 名 

 

2)現在の歯・口腔に関する不具合・困り事 

 「現在、入れ歯が合わない、歯が痛いなど

の口の中に関する不具合・困り事はありま



 

す？」との設問に対して、「ある」3 名

(12.5%)、「ない」18 名(75.0%)、不明 3 名

（12.5%）であった。 

 

3)退院後の歯科治療、歯科健診の受診状況 

 退院後、歯科治療あるいは歯科健診を受け

たのは 5 名(20.8%)で、他の 19 名(79.2%)は受

診していないと回答した。 

 

4)退院後に歯科治療、健診を受けた者の状況

（複数回答） 

 該当者は 5 名である。1 名は治療終了、4

名は治療中であった。 

 内訳は、「歯科健診を受けた」1 件、「入

れ歯の修理・調整」1 件、「新しい入れ歯を

作った」1 件、「歯を抜いた」0 件、「むし歯

の治療をした」3 件、「歯ぐき（歯周病、歯

槽膿漏など）の治療をした」1 件、「歯石を

とったり、歯をきれいしてもらった」1 名、

「歯みがき指導を受けた」1 件、「入れ歯の

使い方の指導を受けた」0 件、「食べ方（摂

食）や飲み込み方（嚥下）の指導を受けた」0

件、「その他」0 件であった。義歯や修復処

置に関連する治療が多くなっている。 

 

5)治療・指導後の変化（複数回答） 

「よく食べられるようになった」2 件、「食

べ物がおいしく感じるようになった」0 件、

「口の中がすっきりして気分がよくなった」3

件、「言葉がはっきりして、よく話せるよう

になった」1 件、「歯ぐきの痛み、出血、腫

れがなくなった」1 件、「口臭がなくなった、

少なくなった」3 件、「口の渇きがよくなっ

た」1 件、「飲み込みがよくなった」0 件、「体

力がついた」0 件、「物忘れが少なくなった」

0 件、「特に変化はない」1 件、「かえって調

子が悪くなった」0 件、「その他」0 件であっ

た。 

 

6）退院後に歯科治療、健診を受けなかった者

の状況 

 該当者は 19 名である。 

(1)受診していない理由（複数回答） 

「特に口の中で困っていることがない」15

件、口の中に困り事はあるが、がまんできる

から」1 件、「体調が悪く、歯科治療どころ

ではない」2 件、「退院したばかりで、まだ

歯科治療を受ける余裕がない」2 件、「ケア

マネージャー（介護支援専門員）と相談中で

ある」1 件、「歯科治療を受ける時間がない」

0 件、「歯科治療を受ける経済的余裕がない」

0 件、「通院のための交通手段がない」0 件、

「その他」0 件であった。 

 

(2)歯科医師が往診すること（訪問歯科診療）

の周知 

歯科医師が通院困難な患者に対して往診して

くれることを知っているかとの設問に対し

て、知っていると回答したのは 11 名(45.8%)、

知らないと回答したのは 8 名(33.4%)、不明 5

名（20.8%)であった。 

 

(3)受診しなかった者の歯科治療や口腔ケア

の効果に対する意識（図 3） 

 入院中に行ったのと全く同じ設問である

が、効果があると思うとの回答は「消化をよ

くする」17 名(89.5%)、「食事をおいしくす

る」16 名(84.2%)、「言葉をはっきりさせる」

15 名(78.9%)、「かぜや肺炎を防ぐ」13 名

(64.8%)、「意識をはっきりさせる」12 名、

「寝たきりを防ぐ」9 名(47.4%)の順であり、

入院中に看護師が聞き取りした時と同様に口

腔機能に直接関係する項目が高く、全身的な

影響に関する項目は低いという傾向を示し

た。ただし、入院下での看護師による聞き取

りと自記式アンケートによる本人または家族

の回答という大きな条件の差があるとして

も、「寝たきり防ぐ」「かぜや肺炎を防ぐ」、

「意識をはっきりせせる」の項目で「そう思

う」との回答が著しく減少しているには注目

に値する。 

３．多変量解析（数量化Ⅲ類）による分析 



 

1)入院中の有訴状況について数量化Ⅲ類で分

析した結果（カテゴリー散布図）を図 4､図 5

に示す。多くのカテゴリーが原点付近に集中

する中で、「入れ歯が壊れた」（35：以下図

中のカテゴリーラベルを示す）や「かぶせた

冠や詰めものがとれた」（23）などが第 2・3

象現側に分布しており、また、第 2 軸の高カ

テゴリースコア側に「言葉をはっきりさせる」

(13)や「消化をよくする」(2)などの障害に関

するカテゴリーの分布が認められた。また、

各質問の不明回答枝の集中も認められ、本対

象に対するアンケートの困難さも示唆され

た。これらカテゴリーの分布とカテゴリース

コアの観察から第 1 軸は義歯や修復処置に関

する問題点の評価軸、第２軸は口腔機能の障

害に関する認識軸、第３軸は全身機能と口腔

状態の関係に関する認識軸と解釈できた。分

析精度としては３軸までの累積寄与率で

41.3%、各軸の相関係数は第１軸：0.70、第２

軸：0.47、第３軸：0.43 を得ており、ほぼ適

正な分析ができたと考えられる。 

 

2)退院後の歯科治療・健診の受診状況 

 歯科未受診群と受診群に分けて分析した。 

(1)歯科未受診群 

 図 6 に未受診群の分析結果を示す。かかり

つけ歯科医の「あり」(28)、「なし」(29)や

歯科有訴「あり」(5)、「なし」(6)別に第１

軸に沿ってカテゴリーが水平的に分布する状

況が認められ、これと平行して歯科治療・口

腔ケアの効果認識に関するカテゴリーが分布

していた。また、それらの中に第２軸の負側

に「意識をはっきりさせる」(15,16)や「寝た

きりを防ぐ」(22)、「かぜや肺炎を防ぐ」(25)

に関するカテゴリーが一部分離され、これか

らより身体機能に関する機能評価軸と解釈で

きた。分析精度としては３軸までの累積寄与

率 57.7%、各軸の相関係数は第１軸：0.67、

第２軸 0.56、第３軸：0.43 を得ており、ほぼ

適正な分析ができたと考えられた。 

(2)歯科受診群 

 歯科受診群は５名に留まり、数量化Ⅲ類で

分析した結果も各カテゴリーが分散してお

り、明確な傾向は観察されなかったが、要介

護度の高いカテゴリーと一部の機能変化の認

識を示すカテゴリーの分布が類似していた。 

 

D.考察 

 

 脳外科・神経内科病棟に入院中の患者に対

して、看護師により簡単な質問票に基づき、

歯科的な有訴状況を把握し、入院中の口腔ケ

ア指導や歯科治療指導に結びつけることが可

能であるかどうか検証することを目的に研究

を行った。 

 その結果、看護師による聞き取りチェック

のみでも 49 名中 36 名（73.5%）の対象者から

何らかの歯科疾患による治療や指導の必要性

が発見された。「自分で歯みがきがうまくで

きない」という口腔清掃に関する指導が必要

であった者は 25 名（51.0%）と約半数以上で

あり、有訴総数は 86 件であったことを考える

と、この質問票を用いた聞き取りはある程度

スクリーニングは可能であると考えられた。 

 一方、退院後に郵送アンケートに回答した

24 名に対し、かかりつけ歯科医への受診や訪

問歯科健診（在宅要介護者歯科保健推進事業）

の利用を勧奨したが、受診を確認できたのは

5 名（回答者の 20.8%、受診勧奨者 17 名に対

する割合で 29.4%)であった。郵送アンケート

の回収率が低いため、明確な結論は得られな

いが、郵送アンケートの対象には退院して間

もない者も含まれており、全身状態の改善が

優先され、時期的に歯科受診まで至らなかっ

た者が含まれていると考えられること、退院

後郵送アンケートで歯・口腔に関する不具合・困

り事の有無をたずねた設問に対し、「ある」と回

答したのは 3 名(12.5%)にすぎなかったことに示さ

れるように、チェックリストで個別に聞かれれば

それなりに問題点があるのみ、疼痛等の著しい

自覚症状がない限り、大きな問題として認識さ

れてないことが影響していると思われる。 



 

 本研究では、その性格から対象数が少ない

ため、主観的評価をアンケートにより実施す

ることは困難であったが、質問項目（アイテ

ム）数を可能な限り増やし、多変量解析の数

量化Ⅲ類を試みることとした。分析結果につ

いては、義歯や修復処置に関する問題点の評

価、歯・口腔機能の障害に関する認識、基本

的身体機能に関する機能評価などの点につい

て、このアンケートを発展させることで、よ

り正確な評価ができる可能性が示された。ま

た、個々の例では今回の歯科治療・指導を良

い評価としている群とは別に、口腔ケアなど

に対してより無関心な群の存在が示唆され、

今後対象数が確保されれば、特徴がより明確

となったクラスターを抽出できる可能性もあ

る。ただし、アンケート項目の多さを嫌い、

連続的に同回答や不明回答を選択する者もあ

り、今後質問内容の吟味が必要と考えられた。 

 要介護者においても単に歯口清掃の仕方を

指導したり、歯科受診を勧奨するだけでなく、

口腔ケアを継続して行い、早期に受診するこ

とが何故必要でどのような効果があるのかま

で含めて、わかりやすくつたえられるような

媒体を作成するなどして、入院中や退院時に

看護師等がきちんと指導が行えるような環境

を整備していく必要があると考える。 

 また、今回は単に受診を勧奨するのみで、

その後は本人・家族の判断に任せていたが、

必要があれば本人・家族の了解を得て、かか

りつけ歯科医、行政の歯科保健担当部門に情

報を提供し、入院中や退院後のすみやかな健

診・相談指導、歯科治療が受けられるような

情報伝達・連携体制構築をさらに容易にして

いくことが必要である。 

 

Ｅ．結論 

 

１．脳外科・神経内科病棟に入院中の患者を

対象に、看護師による質問票を用いた歯科有

訴状況の把握を行い、36 名(73.5%)に何らか

の歯科治療または口腔ケアの必要性を認め

た。 

 

２．歯科有訴状況の把握の結果に基づき、看

護師による口腔ケアの指導と退院時の歯科受

診勧奨を行った。その後実施したアンケート

に回答があった 24 名中 5 名(20.8%)が退院後

に歯科健診あるいは歯科治療を受けているこ

とが確認できた。 

 

３．看護師等の歯科専門職以外でもある程度

有訴状況をもとに歯科治療等の必要性を把握

することが可能であると考えられたが、これ

を的確かつ効果的に患者等に伝達できるよう

な方法（媒体等）を開発することも必要であ

ると考える。 

 

４．脳血管障害等で要介護状態となった者に、

早期に的確な歯科的対応を実施していくために

は、上記に加え、入院中および退院時に把握

した治療ニーズなどの情報を的確にその後の

歯科的フォローアップに結びつけていく体制を構

築することが必要である。 

 

Ｆ． 研究発表 

 

  なし 

 

Ｇ．知的財産の出願・登録状況 

 

  なし 

 


