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 研究要旨： 

本分担研究では、要介護者の口腔ケアを能率的、効果的に進めていくため、１．関係

職種間でどのような情報をどのように共有すべきかを明らかとし、２．ITベースでの情

報提供・共有の方策について検討した。 

前年度までのグループインタビューや情報連携モデル事業の結果をふまえ、今年度は

要介護者の歯科治療や口腔ケアに関する情報提供を行うWebページを構築した。コンテン

ツとしては、口腔ケアマニュアル、家庭でできる口腔ケア（パンフレット）、お口の体

操ビデオ、標準工程表（摂食障害要介護者用クリニカルパス）、口腔ケア総合マニュア

ル、関連リンクなどを提供した。これらの中で、口腔ケアマニュアルへのアクセス数が

多く、関係者向けのマニュアル類をインターネット経由でダウンロード・印刷して利用

できるような提供形態は大変有用性が高いと思われる。 

介護関係者間の情報共有については、医療や福祉と一体となった包括的なITベースで

のシステム構築が必要であるが、未だその技術的な基盤は未整備であり、現状では、関

連職種間の関係作りや積極的な情報発信などを積極的に進めていく必要がある。 

 

A．研究目的 

 

 要介護者の歯科診療や口腔ケアを進めて

いくためには関係職種間の適切な情報共有

が必要である。前年度までの研究において、

グループインタビューや情報ネットワーク

モデル事業を実施し、①情報連携の不足は

歯科に限らず要介護者の医療介護福祉全体

の問題であること、②要介護者の口腔ケア

については歯科衛生士からの情報発信が有

効であること、③介護現場での口腔ケアに

対する認識を高めるため、口腔ケアに関す

る基本的な情報を提供する必要があるこ

と、などが明らかとなった。 

③については、これまでも研究成果などを

Web ページで公開してきたが、今年度は、

口腔ケアの普及啓発を図ることを目的とし

て、本研究の各分担研究での成果物（マニ

ュアル、クリニカルパス、ビデオ等）を利

用しやすい形式で Web ページ上に公開し

た。 

 

B．研究方法 

 

1．Web ページの構築 

 新潟大学歯学部の Web サーバ上に本研究

の成果を公開する専用 Web ページを以下の

URL にて公開した。 

 

「要介護者口腔ケアネットワーク」 

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

are/ 



 

 

 

C．研究結果 

 

１．Web ページの構築について 

 Web ページには以下のコンテンツを含

む。 

 

１）研究概要と研究組織 

 

２）年度毎の研究計画・成果・報告書 

研究報告書については、冊子と同内容の

PDF ファイルを公開しており、閲覧、ダウ

ンロードおよび印刷が可能である。なお、

報告書中には要介護者の歯科治療や口腔ケ

アに必要な各種書式が綴じ込まれており、

これらについてもダウンロード・印刷すれ

ば現場での利用が可能である。 

 

３）口腔ケアマニュアル 

 H16 年度分担研究「行政機関・歯科医師

会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」において作成した介護

関係者向けの口腔ケアマニュアルにつき、

パンフレット媒体と同時に PDF ファイルに

て公開した。画面参照用の低解像度版と印

刷用の高解像度版の二種を選択可能であ

る。 

 

４）家庭でできる口腔ケア 

 H15 年度分担研究「病態別要介護者口腔

保健医療ケアに係わる工程表の開発と評

価」において作成した家庭向けのコンパク

トな口腔ケアパンフレットを PDF ファイル

にて公開した。 

 

５）お口の体操ビデオ 

 H16 年度分担研究「行政機関・歯科医師

会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」において作成した「お

口の体操ビデオ」につき、講習会での実演

ビデオおよびスタジオ収録ビデオをストリ

ーミングメディア(Real Media および

Windows Media)として公開し、インターネ

ット上からの視聴を可能とした。 

なお、後者のスタジオ収録版については、

普通、ゆっくり、介助付の３つのバリエー

ションを作成し、ビデオ媒体、CD 媒体、DVD

媒体にても配布している。 

 

 

 

６）標準工程表（摂食障害要介護者用クリ

ニカルパス） 

 H15、16 年度分担研究「病態別要介護者

口腔保健医療ケアに係わる工程表の開発と

評価」において作成した標準工程表（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）（基本クリニカルパス、

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）を PDF および Excel ファイルと

して公開した。各クリニカルパスには地域



 

依存性があり、実際の利用にあたっては適

宜修正が必要であるため、PDF 媒体のみで

なく修正が可能なファイル形式での提供も

行った。 

 

７）口腔ケア総合マニュアル 

 新潟県歯科医師会が作成した「口腔ケア

総合マニュアル」を HTML 化し、Web ページ

として公開した。 

 

８）口腔ケア関連リンク 

 口腔ケア関係の既存リソースへのリンク

である。具体的には、新潟県および新潟県

歯科医師会が行っている要介護者等歯科保

健推進事業の申込（同意）書や報告書（口

腔ケアアセスメント票）などの各種書式を

PDF ファイルとして提供し、また保健福祉

（環境）事務所や市町村の問い合わせ先等

のリンクを掲載した。 

 

２．Web ページへのアクセス 

 以下サーバのアクセスログの解析を行っ

たところ、上記の各コンテンツは週あたり

平均 10 程度のクライアントからダウンロ

ードされていたが、口腔ケアマニュアルに

ついては 25 程度と他のコンテンツよりダ

ウンロード数が多かった。 

 
 
D．考察 
 

本分担研究の目的は、１．要介護者口腔

ケアを推進するために関係職種間でどの

ような情報をいかに共有するかを明らか

とし、２．必要な情報を IT ベースで提供

・共有するシステムを構築する、ことであ

る。 

前年度までの本分担研究ではグループイン

タビューや情報ネットワークモデル事業を

行い、以下のことが明らかとなった。 

 

①  情報連携の不足は歯科に限らず要介

護者の医療介護福祉全体の問題であ

り、要介護者の歯科治療や口腔ケア

が現場で進まない原因の一つは、こ

うした不十分な情報共有にある。こ

の問題については、ケアマネージャ

ーを核とした情報ネットワークを構

築する必要がある。 

 

②  要介護者の口腔ケアについては歯科

衛生士の役割が重要であり、ケアマ

ネージャーとの連携のもと情報発信

元としての役割を担うことが有効で

ある。 

 

③  介護現場での口腔ケアに対する認識

は低い、あるいはあったとしても優

先度が低く、その一因は歯科関係者

への繋げ方、制度の利用法や基本的

な歯科に関する知識が介護関係者に

周知されていないことである。 

 

１．関係職種間の連携について 

 情報連携の不足については現場の個々

の関係者の努力により解決している先進

的な事例もみられるものの、これらは特定

スタッフのボランティア的な活動による

もので、普遍的な情報共有のための枠組み

を構築していくことが急務であると思わ

れる。 

こうした連携のための方策を以下に示す。 

 

１）  医療介護福祉ネットワークの構築 

 介護保険の導入以来、以前は在宅要介護

者の情報はかかりつけ医が一手に握って

いたものが、その中枢を把握する役目がケ

アマネージャーへと移った。要介護者に対

する医療以外の介護や福祉部分の関与が

拡大し、それにともない要介護者に係わる

職種も増加したため、従来の医師を頂点と

するヒエラルキー構造は機能せず、多職種

の連携を図る新たな連携構造の構築が必

要となっている。しかし、必要最低限のケ

アカンファレンスさえ十分行われていな

い現状から、介護制度の見直しも含め、新

たに平面的で対等なネットワーク型の連

携（医療介護福祉ネットワーク）を再構築

することが必要である。



 

 

 

２）  クリニカルパス 

 医療分野において、これまで院内での利

用に限られていたクリニカルパスを地域

医療連携にまで拡大した連携パス、地域パ

スが注目されている。しかし、慢性期医療

で完結しない疾患については疾患毎に介

護や福祉まで拡大した地域医療介護福祉

パスのようなものを考えていく必要があ

る。このような地域で共用できるパスは、

医療介護福祉ネットワーク構築の有用な

手段の一つとなるものである。 

 今回、分担研究「病態別要介護者口腔保

健医療ケアに係わる工程表の開発と評価」

において作成したクリニカルパスは一般の

疾患別クリニカルパスとはやや概念が異な

るものであるが、要介護者の多くを占める

高齢者の脳血管障害や認知障害においてニ

ーズの高い歯科治療や口腔ケアなど歯科医

療介護を標準的なクリニカルパスとして提

供したものである。このクリニカルパスは

介護現場での口腔ケアの認識の低さを解決

する強力なツールとなると思われる。 

 

 

３）  IT 化による連携 

 医療機関の機能分化が進み、地域完結型

の医療提供体制の構築が求められている。

医療機関相互の情報流通やその共有化に

は IT を利用した連携システムの構築が必

須である。超高齢化の進行や、医療制度改

革の方向性などから、今後、医療の裾野は

介護福祉へ拡大し、介護や福祉の占める割

合が高くなっていくことは明らかであり、

医療の IT 化は介護福祉も含めた包括的な

医療介護福祉 IT システムとして構築して

いく必要がある。 

 本分担研究では、このような IT を利用

した情報連携の構築が目的のひとつであ

ったが、実際には介護現場で IT ベースの

連携を行うことは、①不十分な情報インフ

ラ、②関係者の情報リテラシの格差、③未

成熟な IT 機器、④情報セキュリティー対

策、などの問題から現状では困難であるこ

とが明らかとなった。これらの問題点は技

術的な問題も含め、その解決には今しばら

く時間を要すると思われる。現在のところ

は将来の IT 化をふまえて、複数職種間の

情報連携のための相互の関係作りや積極

的な情報発信といった基盤づくりを進め

ていくべきであろう。 

 

２．Web ページによる情報提供 

介護者やその家族を含む介護関係者に

歯科に関する情報が十分提供されていな

いという点を解決するため、今年度の本分

担研究では本研究課題の他の分担研究で

得られた成果を利用しやすい形で Web ペ

ージ上に公開し、マニュアルの類は PDF フ



 

ァイルとして印刷して現場で利用できる

ようにした。Web サーバのログ分析にて、

「口腔ケアマニュアル」へのアクセスがコ

ンスタントに多かったことは、この種のマ

ニュアルが介護現場で有用性が高いこと

を示唆するものである。必ずしも現場が

IT 化されていなくとも、必要なマニュア

ルをインターネットに接続できる場所で

ダウンロード、印刷して利用できるような

環境を継続的に提供することは要介護者

の口腔ケアを推進するために有効と思わ

れる。 

「お口の体操ビデオ」については、現在

は比較的低解像度のストリーミングメデ

ィアでの提供となっており、オリジナルに

ついてはビデオテープや DVD 媒体での配

布となっているが、高解像度ビデオファイ

ルの提供も行う予定である。 

クリニカルパスについては、印刷用 PDF

媒体のみでなく、ダウンロード後に修正す

ることが可能となるオリジナルファイル

を提供した。このファイルについては今後

とも、必要な修正を加えるなどのメインテ

ナンスを行う予定であるが、地域特性など

にあわせて、利用者側が修正することも可

能である。 

 Web ベースでの情報提供は、本研究のよ

うにローカルであっても、研究成果を広く

医療介護福祉の現場に提供し、また電子メ

ディアならではの修正やメンテナンスを

きわめて低コストで継続できる。将来の医

療介護福祉ネットワークの構築を見据え、

本研究の成果については、今後とも継続的

に提供体制を維持していきたい。 

 

E．結論 

 

1. 前年度までのグループインタビューや

情報連携モデル事業の結果をふまえて、

今年度は、要介護者の歯科治療や口腔ケ

アに関する情報提供を行う Web ページ

を構築し、以下の URL で公開した。 

「要介護者口腔ケアネットワーク」

http://www.dent.niigata-u.ac.jp/ora

l-care/ 

 

2. Web ページの提供コンテンツとしては、

口腔ケアマニュアル、家庭でできる口腔

ケア（パンフレット）、お口の体操ビデ

オ、クリニカルパス、口腔ケア総合マニ

ュアル、関連リンクなどである。 

 

3. 各コンテンツの中で、口腔ケアマニュア

ルへのアクセス数が多く関係者向けの

マニュアルの類をインターネット経由

でダウンロード・印刷して利用できるよ

うな提供形態は大変有用性が高いと思

われる。 

 

4. 介護関係者間の情報共有については、医

療や福祉と一体となった包括システム

として IT ベースでのシステム構築が必

要であるが、未だその技術的な基盤は未

整備である。現状では、関連職種間の関

係作りや積極的な情報発信などを積極

的に進めていく必要がある。 

 

F．研究発表 

 

なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

 

 なし 


