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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。研究項目は、１）連携体制の構築（関係者連

絡協議会の設置）、２）関係者研修会の開催、３）関係者アンケートの実施である。 

連携体制の構築に関しては、平成14・15度に引き続き、モデル地区とした新発田保健医療福祉

圏内の関係者21名からなる関係者連絡協議会を組織し、昨年度中間まとめを行った要介護者の口

腔ケアを確保していくための環境整備等のあり方について、更に協議・検討をおこなった。それ

に加え、本年度は人口規模、行政機構等の異なる地域においても、これまで検討を行ってきた対

応方策が転用可能であるかを検討するため、新潟市においても関係者連絡協議会を組織し、これ

までの研究の成果等を踏まえながら協議・検討を行った。 

この成果を両協議会報告「要介護者の口腔ケアを進めるために」として取りまとめた。 

また今年度は本研究班で作成してきた「摂食障害要介護者用標準工程表（クリニカルパス）」

および「口腔ケアマニュアル」（内容については分担研究報告書「病態別要介護者口腔保健医療

ケアに係る工程表（クリニカルパス）の開発と評価」を参照）の普及を図ることを主目的として

集団方式の研修会および施設出張研修を開催した。受講後のアンケート結果からも参加者の意識

が年々向上していることが示され、モデル地区内での継続した研修会が有効であったことが示さ

れた。 

さらに、モデル地区内の介護保険指定事業所職員を対象とした関係者アンケートを実施し、口

腔ケアの取り組み状況を確認するとともに、平成14年度に実施したアンケートと比較し、調査期

間中の変化についての検討を行った。その結果、口腔ケアの実施状況について「常に実施してい

る」、「概ね実施している」の合計値は、平成14年度で61.3％であったものが平成16年度には 

90.2％に増加するなど、明らかな改善傾向が認められた。しかし、歯科専門職の関わりが不足な

面も依然認められた。 

 今回できた連携体制を維持しながら、研修会等を通じた情報発信、および歯科専門職、特に歯

科衛生士の積極的な関与が今後とも望まれる。 

 

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 

 新発田保健医療福祉圏をモデル地区と

し、管内 8 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。 

それに加え、平成 16 年度は人口規模、行

政機構等の異なる地域においても、これま

で検討を行ってきた対応方策等が転用可能

であるかを検討するため、新潟市、市内介

護保険指定事業者、新潟市医師会、新潟市

歯科医師会、新潟県歯科衛生士会等の協力

を得て、関係者連絡協議会を組織した。 

 

2．研究項目 

１）連携体制の構築 

(1)関係者連絡協議会の設置 

モデル地区とした新発田保健医療福祉圏

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 21 名からなる新発田地区要介護

者口腔ケア関係者連絡協議会を設置した。

事務局については新発田地域振興局に設置

した。 

同様に新潟市医師会、新潟市歯科医師会、

新潟市介護保険・高齢者福祉・歯科保健担

当課、介護保険指定事業者等の代表者計 15

名からなる新潟市要介護者口腔ケア関係者

連絡協議会を設置した。 

両協議会において、平成 15 年度に中間ま

とめを行った要介護者の口腔ケアを確保し

ていくための環境整備等のあり方につい

て、直近の研究成果等を踏まえ、さらに協

議・検討を行った。 

 

 

 

２）関係者研修会および施設出張研修会の

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、要介護者等が質の高

い口腔保健医療ケアが受けられるようにす

るため、新発田管内の保健医療従事者、介

護従事者等を対象に研修会を開催した。研

修会受講者を対象に口腔ケアへの取り組

み、研修内容への評価等について事後アン

ケートを実施し分析を行った。 

  また、より実践的な口腔ケアの知識、技

術の習得を目的として、施設単位での現場

（出張）研修も実施した。 

 

３）要介護者口腔ケア関係者アンケート 

(1)対象者 

 新発田管内の介護保険指定事業者として

登録されている全施設、および管内 8 市町

村の介護担当課職員を対象とした。回答者

数は 1,107 人で、回答率は 86.5％であった。 

  

(2)調査方法および調査項目 

郵送自記式アンケートにより調査を行

い、約３週間の回答期間を設けた。対象地

区の要介護者における口腔ケアへの取り組

みの現状、および口腔ケアの実施に影響を

与える要因などについて調査項目を設定し

た（添付アンケート用紙を参照）。 

 

(3)分析方法 

 解析にあたっては、各調査項目について

単純集計を実施するとともに、職種別の比

較（看（准看）護師、施設介護職員、訪問

介護員）を行った。職種間の差が顕著な項

目については、それぞれの結果を示した。 

 さらにモデル地区における関係者の口腔

ケアに関する取り組みの 2 年間の変化を検

証するため、平成 14 年度に実施した関係者

アンケートとの比較を行った。 

  

C．研究結果 

 

１）連携体制の構築 

(1)関係者連絡協議会の設置 

本年度は新発田地区において 2 回、新潟



 

市において 3 回協議会を開催した（表１）。 

 

表１ 協議会の開催日と主な議事内容 

【新発田地区】 

第 1 回 9 月 29 日 

・  平成 16 年度研究計画の説明 

・  今後の取り組みについて協議 

第 2 回 3 月 15 日 

・  平成 16 年度研究結果の概要説明 

・  今後の取り組みについてまとめ 

 

【新潟市】 

第 1 回 11 月 29 日 

・  厚生労働科学研究班の概要説明 

・  新潟市における要介護者口腔ケ

アの課題等について意見交換 

第 2 回  1 月 27 日 

・  口腔ケアマニュアル等について

追加説明 

・  今後の取り組みについて中間ま

とめをもとに協議 

第 3 回  3 月 18 日 

・  平成 16 年度研究結果の概要説明 

・  今後の取り組みについてまとめ 

 

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、平成 15

年度の新発田地区協議会で中間まとめとし

て取りまとめた①関係者の連携を進めるた

めの環境整備、②関係者の口腔ケア研修の

あり方、③要介護者・介護家族への普及啓

発の 3 点を中心とした今後の取り組みのあ

り方について協議・検討を行った。 

その成果を両協議会の報告「要介護者の

口腔ケアを進めるために」として取りまと

めを行った（資料１「要介護者の口腔ケア

を進めるために」参照）。 

 今回の報告は、3 年間の研究事業の最終

年度にあたり、これまでの協議会における

検討の成果を整理したものであり、本報告

に提示された方策について、関係者間で具

体化に向けた検討がすすられ、関係者のよ

り積極的な口腔ケア推進に向けた取り組み

が推進されることを期待したものである。 

 報告は、前述のように大きく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つに分けて整理されており、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、ケアマネージャーが、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、開催時間の調整や開催場所を診療

所で行う等の工夫を求めている。その一方

で、ケアマネージャー業務の質的・量的拡

大に伴い、ケアカンファレンスの開催負担

が相対的に大きくなっていることから、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、協力していくことが必要

だとしている。 

こうした個々の連携強化のための取り組

みと併せて、地域で連携を支援していくた

め、関係職種の代表が連絡協議を行う場が

行政主導により開催運営されることも必要

であるとしている。 

また、口腔ケアについても他のサービス

同様、行政部門の保健師・歯科衛生士等や

地域の歯科医師等と連携を取りつつ、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。 

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職に相談で

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、あるいはケアマ

ネージャーのなかで歯科衛生士資格を有す

る者を窓口として歯科医師会等の協力を得

ながら相談に応じる体制づくりなどが必要

であるとしている。 



 

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、本研究で作成した摂食障害要介護者用

標準工程表（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等に伝

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ず、現在、行政や歯

科医師会等が実施している研修会につい

て、関係者が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たり

す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、何より実践が

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。 

なお、施設等における口腔ケアを推進す

るためには施設長、管理者等の理解も不可

欠であるため、管理者向けの研修会等にお

ける口腔ケアの重要性などに関する研修の

充実等を図っていくことが重要であるとし

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。 

さらに介護予防事業の転倒予防教室等を

通じた講習や、在宅介護支援センターの介

護用品展示コーナーへの口腔ケア用品展示

などを通じて、介護者、要介護者予備軍の

人などに、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）関係者研修会及び施設出張研修会の開

催 

(1)関係者研修会の概要  

  モデル地区内の保健医療従事者、介護従

事者等を対象に、要介護者の口腔ケアに関

する研修会を平成 16 年 12 月 2 日に開催し

た。受講者数は 84 名であった。 



 

 平成 14 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回研修会を行い、平成 15

年度は、口腔清掃法、摂食リハビリ実習、

食事介助法及び小グループに分かれての職

種横断的なグループ討議を行った。  

  平成 16 年度は、本研究事業の研究目的の

一つである「摂食障害要介護者用標準工程

表（クリニカルパス）」およびそれを補完

する目的で作成した「口腔ケアマニュアル」

が完成したことから、これらの普及を目的

とした研修を行った。また、平成 15 年度、

事後アンケートから効果的と評価を得たグ

ループ討議を実施した（表２）。 

  前半は、クリニカルパスおよび口腔ケア

マニュアルの作成にあたって、それぞれの

分野で担当した者が中心に報告し、「お口

の体操」についてはテープに合わせて実技

講習を行った。その他、今後要介護者の口

腔ケアを進める上で必要不可欠であるケア

プランでの、口腔ケアの位置づけについて、

歯科専門職との関わりの重要性を中心に事

例報告を行った。 

  後半は、13 グループに分かれて、要介護

者の歯科保健ついて(1)困ったこと(2)困っ

たことに対してのこれまでの対処法(3)今

後の解決策について、討議を行った。 

(1)困ったことについては、本人や家族に

歯科治療や口腔ケアについての重要性が理

解されない。認知症・経管栄養患者および

開口障害等がある人への口腔ケアができな

い等の意見が多かった。 

(2)これまでの対処法については、歯科治

療や口腔ケアについて本人や家族に説得す

るが、状態は変わらずそのまま放置するし

かなかった。声かけをしながら少しずつ、

できる範囲内でガーゼやスポンジブラシを

使って手探りの状況で介護職員が実施して

いた、との意見が聞かれた。 

(3)今後の解決策について、誤嚥性肺炎を

予防するための口腔ケアの重要性を本人、

家族へ説明していくことや訪問歯科診療の

利用等で歯科専門職と連携し、本人、家族

および介護関係者の意識および技術を高め

ていくことが重要であり、クリニカルパス

を活用しながら進めていく等の意見が多か

った。 

 

表２   関係者研修会プログラムの概要 

 日時：平成 16 年 12 月 2 日 

       13:30～16:50 

 

 場所：新発田勤労者総合福祉センター 

    サンワークしばた 

 

 プログラム： 

 

1. 講習・実技 

 1)「摂食障害要介護者用標準工程表 

   （クリニカルパス）について」 

    講師 新潟大学大学院医歯学総合研究科 

          歯科医師 伊藤加代子 

 2)「口腔ケアマニュアルについて」 

  ①口腔ケア 

    講師 新発田地域振興局健康福祉環境部 

        歯科衛生士 杉本智子 

  ②摂食リハビリテーション 

    講師 介護老人保健施設 ヴィラ菅谷 

               言語聴覚士 高橋圭三 

  ③お口の体操 

    講師 新潟大学大学院医歯学総合研究科 

           歯科医師 伊藤加代子 

  ④摂食障害者の食事 

    講師 特別養護老人ホーム はぐろの里 

                管理栄養士 石井る美 

  ⑤ケアプランでの口腔ケアの位置づけ 

    講師 聖籠町在宅介護支援センター 

        介護支援専門員 川上良子 

  ⑥薬の飲み方と注意点 

    講師 下越薬剤師会 

                薬剤師 泉美樹子 

 

2. グループ討議 

   「実例にもとづいた 

       クリニカルパスの活用」 

 

 



 

(2)受講者アンケートの結果 

  受講者 84 名に対し、(1)平成 14 年度及び

15 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(3)クリニ

カルパスの活用(4)口腔ケアマニュアルの

活用(5)当日の研修内容に対する感想（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 76 名分（回収率 90.5%）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・15 年度の研修会受講状況 

  本研究事業における過去２年間の研修会

への受講状況について質問したが、第１回

目を受講した者 15 名(19.7%)、第２回目を

受講した者 13 名(17.1%)、第３回目を受講

した者 20 名(26.3%)、どれも受講していな

い者は 51 名(67.1%)であり、今年度初めて

研修会に参加した者の割合が約７割をしめ

た。これは、平成１５年度でも平成１４年

度の受講状況について同様の質問をしてお

り、初めて研修会に参加した者の割合が約

７割と同じ値を示していた。 

 

②今後の口腔ケアへの取り組み 

 3 年間、同じ質問内容で研修受講後の口

腔ケアの取り組みについて聞いたところ、

「必要性を感じ、実際に取り組んでいこう

と思った」と回答した者が過去２年間と比

較し、平成 16 年度は 50 名(65.8%)と６割を

超える高い値を示した。逆に「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」と回答した者は年々減少し、平成

16 年度は 12 名(15.8%)と 3 年間のうち、最

も低い値を示した。「歯科医師、歯科衛生

士が中心に行えば良い問題だと思う」、「あ

まり必要性を感じない」と回答した者は、

平成 16 年度はいなかった（表３）。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2

0% 0% 0%

第1回目
(H14)

第2回目
(H14)

第3回目
(H15)

第4回目
(H16)

10.0% 21.1% 10.5%

0% 2.8% 0%

57.1% 53.5% 65.8%

27.1% 19.7% 15.8%

あまり必要性を感じな
い

59.2%

26.5%

12.7%

0%

0%

必要性を感じ、実際に
取り組んでいこうと
思った

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

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

歯科医師、歯科衛生
士が中心に行えばよ
い問題だと思う

 

表３ 研修会事後アンケート結果（口腔

ケアのへの取り組み）の比較 

 

 

④クリニカルパスの活用 

  クリニカルパスの活用について聞いたと

ころ、「今後ぜひ活用したい」と回答した

者が 52 名(68.4%)、「少しは参考にしたい」

16 名(21.1%)であり、「あまり参考にした

くない」、「全く役に立たない」と回答し

た者はいなかった。 

 

⑤口腔ケアマニュアルの活用 

 口腔ケアマニュアルの活用について聞い

たところ、「今後ぜひ活用したい」と回答

した者が 63 名(82.9%)、「少しは参考にし

たい」4 名(5.3%)であり、「あまり参考に

したくない」、「全く役に立たない」と回

答した者はいなかった。 

 

⑥当日の研修内容に対する感想（自由記載） 

 当日の研修会に関する感想に記入のあっ

た者が 36 名(47.4％)あり、最も多かった内

容は「初めて出席して口腔ケアの必要性を

感じた」9 名（記入者の 25%）、次いで「口

腔ケアの必要性やすすめ方をグループ内で

共有できて良かった」8 名（記入者の 22.2%）

であった。 



 

(3)口腔ケア施設出張研修会の概要 

 モデル地区内の特別養護老人ホーム及び

介護老人保健施設等の職員を対象に、歯科 

医師及び歯科衛生士を施設へ派遣し、クリ

ニカルパスおよび口腔ケアマニュアルの説

明および実際の入所要介護者をモデルとし

た口腔ケアの実践指導等を行った。実施施

設は、特別養護老人ホーム 2 施設、介護老

人保健施設 1 施設の計 3 施設で、延べ 4 回

の出張研修（各回 1 時間程度）を行った。 

 受講した職員は看護師、介護職員、相談

員、（管理）栄養士等 55 名で、モデルとし

て口腔内診査、口腔ケア実践指導の対象と

なった要介護者は 8 名であった。対象とな

った要介護者の介護度は、要介護 4 が 2 名、

要介護 5 が 6 名であった。 

  事前に希望する研修内容について質問し

たところ、「開口困難な入所者への対応」

が 3 施設とも共通しており、その他「歯科

用具の使用方法や選択方法」、「義歯をは

ずした口腔内の残存歯のケアの方法」等で

あった。 

  また、本研究における施設出張研修の案

内と同時に、県が要介護者等歯科保健事業

の一環として実施しているデイサービスセ

ンターの職員に対する口腔ケア指導事業に

ついても周知した結果、3 施設からの希望

があった。 

 

(4)施設出張研修会アンケート結果 

  今回、県の要介護者等歯科保健事業で実

施したデイサービスセンターを含む 6 施設

に対し、研修会実施後のアンケートを依頼

した。そこで得られた主な意見は以下の通

りである。 

 

①研修会を受けて良かった点について 

 ・個々にあった口腔ケアの方法が理解で   

き、継続することによって口臭が減った。 

 ・職員の口腔ケアに対する姿勢が良い方   

向に変わった。 

 ・口腔ケアの様々な用具があることを知   

った。 

  

 ・口腔ケアが食と病気に関係しケアプラ  

ンに取り入れられる利用者が多いこと   

に気づいた。 

  介護対象者に対してケアカンファレンス

 ・歯科医師や歯科衛生士が身近に感じら  

れ、相談しやすくなった。 

 

②研修会内容の要望等について 

 ・自立支援、QOL の向上につながる研修   

内容を希望したい。 

 ・研修時間が足りなかった。 

 ・利用者の家族やケアマネージャー等介護

職員に対する研修会を開催して欲しい。 

 ・定期的に口腔ケア実施後の評価をして欲

しい。 

 

③要介護者の歯科保健全般に対する意見

について 

 ・施設に入所している通院困難な利用者    

にも歯科医師の往診をして欲しい。 

 ・口腔ケアに係る用具の費用が個人負担    

ではなく、介護保険の別枠で請求でき    

れば良いと思う。 

 

④研修会に対する評価について 

  研修会の満足度について質問したとこ

ろ、「とても満足」と回答した施設が 3 カ

所、「満足」と回答した施設が 3 か所と 6

施設全部が満足と答えていた。   

 

３）要介護者口腔ケア関係者アンケート調査 

回答者数の内訳をみると、所属機関は、

通所介護事務所（21.0%）、介護老人保健施

設（20.1%）、指定介護老人福祉施設（18.2%）、

老人介護事務所（10.3%）の占める割合が高

く、また、職種別に見ると、施設介護職員

（45.8％）、看（准看）護師（18.8％）、

訪問看護員（13.6％）からの回答が多かっ

た。 

 就業日数では 5～6 日が、また、勤務形態

としては常勤が最も多くを占めた。回答者

の年齢をみると、20 歳代から 40 歳代にか

け、各年代とも 20～30%を占めた。 

 アンケートの結果概要を資料 4 に示す。 

(1)要介護者への口腔ケアの現状等 

①口腔ケアの取り組み状況 



 

を日常的に開催しているか質問したとこ

ろ、「開催している」と回答した者は 69.6

％であり、そのうち、ケアカンファレンス

に歯科医師、歯科衛生士が「定期的に参加

している」と回答したものが、8.7％、「不

定期だが参加している」と回答したものが

12.6％であり、2 割を超える者がなんらか

の形でケアカンファレンスに歯科専門職の

参加が得られていると回答していた。一方、

76.9％の者がカンファレンスへの歯科専門

職の参加がないと回答した。 

 回答者のうち、日頃介護業務に関わって

いる者は 82.6％であった。そのうち、口腔

内の観察を日常的に実施している割合は、

「常にしている」および「概ねしている」

を加えると 80％を占め、実際ケアプランに

口腔ケアが組み込まれている割合は、「常

にしている」および「概ねしている」を加

えると 64.2％に達した。 

 また、「口腔内の問題点やニーズをとら

えているか」との質問に対しては、「常に

とらえている」および「概ねとらえている」

を加えると 73.7％に達し、実際口腔ケアを

実施している割合は 90.2％を占めた。 

 

②口腔ケアの労力軽減および負担感 

 口腔ケアを実施することで介護労力が軽

減されると思うか聞いたところ、全体では

34.5％の者が「軽減されると思う」と回答

していた。職種別にみると看（准看）護師、

施設介護職員ではそれぞれ 38.0％、38.4％

の者が「軽減されると思う」と回答してい

たが、施設介護職員ではその割合が有意に

低かった（p<0.001、χ2 検定）。また、軽

減すると回答した者に具体的な軽減項目を

聞いたところ、「誤嚥性肺炎の予防」、「QOL

の向上」、「全身状態の改善」、「口臭予

防や改善」「食欲増進」をあげる者が多か

った。 

 口腔ケアに対し負担感を感じるかどうか

聞いたところ、「全く思わない」および「そ

れほど思わない」の合計は、全体では 61.3

％であった。回答状況には職種間の差が見

られ、看（准看）護師、施設介護職員では

それぞれ 63.0％、75.0％の者が「全く思わ

ない」または「それほど思わない」と回答

していたが、訪問介護員ではその割合が有

意に低かった（p<0.001、χ2 検定）。  

 

③口腔ケアに対する関心および情報収集 

 口腔ケアについて日常の活動の中で話題

にのぼることがあるか聞いたところ、39.3

％の者が「以前より話題にのるようになっ

た」と回答した。さらに、口腔ケアについ

て関心があるか聞いたところ、66.7％の者

が関心ありと回答した。 

 口腔ケアについての情報をどこから得た

か聞いたところ、介護関連の雑誌から得た

と回答した者が 40.1％、同僚から得たと回

答している者が 35.3％であった。 

一方、今までに本研究事業で実施した研

修会に参加した経験のある者は 11.8％で

あった。 

 

④歯科専門職との連携 

 歯科専門職との日常的な連携状況を聞い

たところ、「とっている」および「概ねと

っている」の合計は、全体では 21.4％であ

った。回答率については職種間の差が見ら

れ、看（准看）護師、施設介護職員ではそ

れぞれ 27.4％、21.3％の者が「とっている」

または「概ねとっている」と回答していた

が、訪問介護員では 6.6％でしかなかった

（p<0.001、χ2 検定）。 

歯科専門職との相談状況について聞いた

ところ、「相談できる」と回答しているの

は、全体では 48.2％であった。職種別にみ

ると看（准看）護師、施設介護職員ではそ

れぞれ 61.5％、43.0％の者が「相談できる」

と回答している一方、訪問介護員では 22.5

％と低かった（p<0.001、χ2 検定）。 

 

⑤口腔ケアの効果 

 口腔ケアの効果について聞いたところ、

口臭予防、改善（93.2％）、う蝕、歯周病

の予防（83.5％）、咀嚼・嚥下機能の回復

（80.2％）、誤嚥性肺炎の予防（77.1％）

をあげる者の割合が高かった。 

 

 



 

(2)平成 14 年度調査との比較 

 口腔ケアの実施状況については「常に実

施している」、「概ね実施している」の合

計値は、平成 14 年度で 61.3％であったも

のが平成 16 年度には 90.2％に増加した（図

１、p<0.05、χ2 検定）。口腔ケアに対す

る負担感については「全く思わない」、「そ

れほど思わない」の合計値は、平成 14 年で

52.5％であったものが、平成 16 年度には

61.3％に増加した（図 2、p<0.001、χ2 検

定）。 

     

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H16年度

H14年度

常に 概ね ほとんどしていない していない 不明

(p<0.05)

図１　口腔ケアの実施状況の比較

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H16年度

H14年度

それほど思わない 全く思わない
非常に思う 思う
不明

Q6　口腔ケアの負担感についての認識
図2　口腔ケアに対する負担感の比較

(p<0.001)

 

 また、専門職との連携については、「と

っている」、「概ねとっている」の合計値

は、平成 14 年度が 15.2％であったものが

平成 16 年度には 21.4％に上昇した（図 3、

p<0.001、χ2 検定）。歯科専門職との相談

状況については「相談できる」の割合が平

成 14 年度の 39.2％から平成 16 年度の 48.2

％に上昇した（図 4、p<0.001、χ2 検定）。 

 さらに口腔ケアの効果に対しては「誤嚥

性肺炎の予防」を取り上げた者の割合は平

成 14 年度の 61.7％から平成 16 年度の 77.1

％に上昇した（図５、p<0.001、χ2 検定）。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H16年度

H14年度

とっている 概ねとっている

ほとんどとっていない とっていない

不明

Q7 歯科専門職との連携図３　歯科専門職との連携状況の比較

(p<0.001)

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H16年度

H14年度

相談できる 相談できない 不明

Q8 歯科専門職への相談体制

(p<0.001)

図４　歯科専門職との相談状況の比較
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Q9 口腔ケアの効果に対する認識
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図５　口腔ケアの効果に対する認識度の比較

p<0.001誤嚥性肺炎予防

 



 

 職種別に比較すると、「口腔ケアの負担

感」および「歯科専門職と相談できる環境

の有無」に職種別の差が認められた。看（准

看）護師および施設介護職員では「口腔ケ

アの負担感」および「歯科専門職と相談で

きる環境の有無」のいずれの項目において

も改善傾向が認められ、差は統計学的に有

意であった。しかし、訪問介護員ではいず

れの項目についても差は有意ではなかっ

た。 

 

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を

設置し、新発田地区においては平成 14 年

度から計 7 回、新潟市においては平成 16

年度から計 3 回の協議を行ってきた。 

 このなかで要介護者の口腔ケアを推進

するためには歯科医師・歯科衛生士を中心

とした歯科専門職の取り組みだけでは十

分でなく、ケアマネージャーをはじめとし

た様々な関係者が密接に連携しながら、関

係者がそれぞれの立場、役割に応じて口腔

ケアに取り組んでいくことが不可欠であ

るとの基本認識については、いずれからも

異論がなかった。 

 こうした共通認識のもと、関係者の連携

推進のための方策や関係者の資質向上の

在り方等について現場担当者の立場から

協議が進められ、意見集約に至ったのは大

きな成果であった。 

 近年、口腔ケアの重要性は介護関係者の

間でも急速に認知されつつあり、介護保険

制度の見直しのなかで、新予防給付のサー

ビスの一つとして口腔機能向上が取り上

げられるなど、今後もその流れは加速して

いくものと思われるが、その一方で、介護

関係者の口腔ケア実践に関する知識・技術

は大きなばらつきがあり、十分とは言えな

い。さらに実際の要介護者への対応にあた

っては、その口腔内状態、全身状態等に応

じて多様な対応が求められるため、個々の

要介護者に対して効果的な口腔ケアを提

供していくためには、やはり、今回とりま

とめた報告の大きなテーマとなっている

歯科医師・歯科衛生士等の歯科専門職を含

めた「顔の見える連携体制の構築」が不可

欠である。 

 平成 14 年度からモデル地区とした地域

内では、実態調査、介入研究、研修会の開

催など実質的に歯科専門職と介護関係者

の連携を促進する機会が多かったことも

あり、関係者アンケートの結果や関係者連

絡協議会委員の実感としても連携の基盤

ができつつあることが認められた。今後こ

れを他の地域でも推進していくことを考

えると、やはりケアマネージャーをキーパ

ーソンとして積極的な働きかけ、資質向上

を図りつつ、歯科衛生士を歯科専門職側の

窓口として有効活用すること、そして報告

書に上げられた連携支援のための様々な

環境整備を組み合わせていくことが最も

効率的かつ現実的だと考える。 

 また、今回、新たに人口集中地域の関係

者からも意見を聴取する機会を得たが、基

本的に介護保険における要介護者への対

応に関しては比較的小さな地域内で完結

しているため、個々の連携に関しては他の

地域と大きな違いはないとの意見が多か

った。ただし、医療と介護の連携に関して

は、連携すべき医療関係者の数が多くなる

とともに、その地域・背景等も多様となる

傾向があることから、どうしても密接な連

携関係を構築することが難しいとの指摘

がなされた。このことは口腔ケアに限らず

今後の大きな課題となると思われ、今後関

係者間で対応策を検討していく必要があ

る。ただし、歯科専門職との連携に関して

は、報告書にあるような歯科衛生士を窓口

として、それに歯科医師会等が協力してい

く体制をつくることなどである程度の対

応が可能であると考えられる。 

 いずれにしても、要介護者の口腔ケアに

関しては、制度上関係者間の役割や連携に

ついて明確に位置づけられていない部分

があり、この点から歯科医師、歯科衛生士

の側から、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・連携

を支援・促進するファシリテーターとして



 

の発想・取り組みを積極的に行っていくこ

とが必要であると考える。 

 

２．関係者への研修について 

 平成 14 年度から平成 16 年度までの 3 年

間で、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 4 回開催した。アンケートの結

果から、平成 15 年度及び平成 16 年度に過

去の研修会への受講状況について質問した

ところ、いずれも約７割が、初めて研修会

を受講したと答えていた。日常業務の調整

を行いながら交代で参加しており、同じ職

員が継続して受講できない状況を考える

と、口腔ケアに関する基本的な実技指導を

含めた基礎的な研修会を当面継続していく

ことが必要であると考える。 

 口腔ケアの取り組みに関する質問には、

「必要性を感じ、実際に取り組んでいこう

と思った」と答えた者の割合が、平成 16

年度に一番高い値を示した。逆に、「必要

性はわかるが、実際にどう取り組んだら良

いかわからない」と回答したものの割合が

年々低下する傾向を示した。これは、モデ

ル地区として調査研究事業等での協力、研

修会の開催、クリニカルパスの活用および

職種横断的なグループ討議を行うことによ

り、口腔ケアの問題点をグループ内で共有

化でき、必然的に歯科保健の意識が向上し

た結果と考えられる。 

 また、今回、実例に基づいたより実践的

な口腔ケアの指導研修を行うことを目的

に、介護老人保健施設等、施設単位での出

張研修会を募集したところ、デイサービス

センターを含む 6 施設からの申込みがあっ

た。事前に研修内容の希望を聞いたところ、

「開口困難な患者、認知症患者の口腔ケア

の方法について」が多く、ある程度口腔ケ

アを実践している施設では、対応困難な個

別症例に対する具体的方法に関するニーズ

が高くなることが推察された。それらに対

する個々の具体的な方法を提示すること

で、受講者からは評価を得られたとともに、

指導者側にとっても、実際に施設や要介護

者の状況がわかり、双方にとって非常に有

意義であった。 

 しかし、いずれの施設とも業務等の関係

で研修可能な時間が１時間程度であったた

め、1 回で十分な指導を行うことは困難で

あり、また、重度の認知症患者などについ

ては、ある程度経過を把握したうえでない

と適切な対応を指導できないことなどか

ら、こうした出張研修会を足がかりとして、

個別の要介護者への訪問歯科診療・居宅療

養管理指導などを組み合わせて、定期的に

施設・事業所の職員が指導を受けられるよ

うな体制をつくることが効果的だと考え

る。 

 

３．口腔ケアの実施状況および経年推移に

ついて 

 モデル地区の介護保険指定事業所職員

を対象とした本アンケート調査では、日頃

介護業務に関わっている者のうち、口腔内

の観察を日常的に実施している割合は７

割、ケアプランに口腔ケアが組み込まれて

いる割合は６割であった。さらに、要介護

者に対してケアカンファレンスが実施さ

れていると回答した約７割の者のうち、歯

科専門職が何らかの形で参加していると

回答した者が 2 割強いた。その割合は平成

14 年度に実施した要介護認定申請者の実

態調査から明らかにされたニーズと比較

すると未だ十分とは言えず、また、モデル

地区以外でのこうした調査は実施されて

いないため、その水準について客観的な評

価を加えることはできないが、3 年間の研

究事業の実施がその一因となって、介護保

険関係者の口腔ケアに関する取り組みが

促進されたのではないかと予想する。 

 また、口腔ケアについて日常の活動の中

で話題にのぼることがあるか聞いたとこ

ろ、約４割の者が以前より話題にのるよう

になったと回答しており、全体的な傾向と

しても、介護関係者の間で確実に口腔ケア

に対する関心が高まっていると考えられ

る。 

 口腔ケアを実施することで介護労力が

軽減されると思うかどうか聞いたところ、

全体では３割の者が「軽減されると思う」



 

と回答していた。さらに、口腔ケアの介護

労力の軽減や負担感については職種間の

差が認められ、介護労力の軽減について

は、施設介護職員や看（准看）護師で思わ

ない割合が高く、訪問介護員で負担と回答

する割合が高かった。歯科専門職種との連

携についても、訪問介護員では連携が十分

取れていないと回答する者が多かった。 

本調査でその背景を探るには情報量が

少なく困難であるが、訪問介護員では他の

職員と比較して、基本的に単独で業務を行

なわざるを得ない環境にあることから、負

担感の増強や連携不足の要因となってい

ると予想される。今後、訪問介護員に対す

るサポートの有り方についても対応が必

要になるのではないかと考えられた。 

 また、今回、平成 14 年度に実施した関

係者アンケートと比較することで調査期

間中の変化について考察した。平成 14 年

度の結果と比較すると、口腔ケアの実施状

況、口腔ケアに対する負担感、歯科専門職

との連携状況、歯科専門職との相談状況の

いずれの項目とも統計学的に有意な改善

が認められた。 

 今回のアンケートで、口腔ケア関連の情

報源として「介護関連の雑誌」を挙げる者

が最も多かった（40.1％）ことなどからす

ると、介護保険関係者全体の傾向として口

腔ケアに関する関心が高まっていること

が基盤としてあるものと考えられるが、し

かし、歯科専門職との連携状況等の改善を

考えると本研究班が実施した各種介入研

究による実践や研修会等を通じた口腔ケ

ア関連情報の発信が効果を上げているの

ではないかと考えられた。 

 今後さらに口腔ケアをより有効性の高

い形で普及させていくためにも、本研究班

で作成したクリニカルパス、口腔ケアマニ

ュアルなどのツールを有効に活用しなが

ら、行政や歯科専門職を中心に、介護関係

者への積極的な働きかけ・支援を継続して

いくことが必要である。 

 

 

 

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、関係者の

緊密な連携体制を構築することを目的に、 

新発田保健医療福祉内の市町村、介護保険

指定事業者、郡市医師会・歯科医師会・歯

科衛生士会等の参加を得て、要介護者口腔

ケア関係者連絡協議会を設置し、関係者の

緊密な連携による要介護者口腔ケアの推進

方策について協議・検討を行った。 

これに加え、平成 16 年度は人口規模、行

政機構等の異なる地域においても、これま

で検討を行ってきた対応方策等が転用可能

であるかを検討するため、新潟市、市内介

護保険指定事業者、新潟市医師会、新潟市

歯科医師会、新潟県歯科衛生士会等の協力

を得て、関係者連絡協議会を組織し協議・

検討を行った。 

これら検討の成果を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

点を中心とした協議会報告「要介護者の口

腔ケアを進めるために」として取りまとめ

た。 

 

2. 平成 14年度から平成 16年度の 3年間で、

要介護者口腔ケア関係者研修会を計 4 回開

催し、いずれも 100 名前後の参加を得た。

研修会受講後のアンケート結果から、口腔

ケアの取り組みについての意識が、最終年

度一番高い値を示し、モデル地区内の継続

した研修会の開催は有効であったといえ

る。 

  また、平成 16 年度、施設単位での現場研

修会を開催した。要介護者に対する直接の

指導は、施設でも研修後、即実践できるこ

とから確実かつ有効な研修である。基礎的

な講義と現場での実技研修を組み合わせる

ことは、非常に効果的であるといえる。 

 

3.関係者へのアンケート調査により、口腔

ケアの実施状況について「常に実施してい

る」、「概ね実施している」の合計値が、



 

平成 14 年度で 61.3％であったものが平成

16 年度には 90.2％に増加するなど、介護関

係者の口腔ケアの関心および取り組みは本

調査を開始してから３年間で明らかに高く

なっており、口腔ケアに対する負担感の軽

減、歯科専門職との連携の改善などが認め

られた。しかし、依然歯科専門職との連携

は十分とは言えず、今後、口腔ケアをより

有効性の高い形で普及させていくために

も、歯科専門職、特に歯科衛生士の積極的

な関与が望まれる。 

 

F．研究発表 

 

 なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

 

 なし




