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口腔ケアネットワーク構築事業の実施状況とその効果

発 表 者 福田 泉 （香川県：三豊総合病院歯科保健センター）

共同研究者 丸岡 三紗、井下 祐里、三谷 典子、高橋 弥生、成行 稔子、後藤 拓朗、
木村 年秀、中津 守人
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富士温泉病院は、三瀬診療所と同じ佐賀市長

が病院開設者ということで、本連携については、

当初より診療報酬や診療に至る仕組み等を検討

する必要があった。
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富士大和温泉病院との口腔ケア連携について

のまとめ

１．開設者が同じ佐賀市長であるため、訪問診療

としての請求ができない。

２．往診時に対応可能な歯科治療専用機材がない

ため、三瀬診療所からの持ち込みで対応して

おり、治療内容によっては治療できない場合

が多い。

３．温泉病院からのすべての依頼に対して迅速な

対応は不可能であり、その橋渡し役として重

要である歯科衛生士の採用が強く望まれる。
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香川県では平成２４年度より２か年計画で新地域

医療再生計画の具体的な施策として口腔ケア

ネットワーク構築事業を実施することとなっ

た。本事業の目的は、広域圏において口腔ケア

に関する医療・介護連携ネットワークを構築す

ることである。そのモデル地域として三豊・観

音寺地区が指定され当院が中心となって取り組

みを実施している。取り組みの一つとして地域

の中のすべての病院、施設において口腔ケアが

提供できるよう当院より歯科衛生士が医療機

関、および介護施設に出向き各職員の口腔ケア

スキルアップ研修会を実施した。本研究の目的

は実施した研修会の効果を検証することであ

る。
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まず当地区での口腔ケアの実施体制の現状を把

握するために当地域の医療機関、介護施設すべ

て（６０ヶ所）を対象にアンケート調査を郵送で

実施した。口腔ケアの実施回数において、介護

施設のほうが医療機関より回数の頻度が高く、

実施職種は介護施設では介護士がほとんど、医

療機関では看護師と介護士が同数であった。口

腔ケアに関する研修会に関しては、半数以上が

参加していないと回答があり現状が把握でき

た。
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そこで口腔ケアの研修会の案内をし希望があっ

た病院、施設を対象に口腔ケアに関する講義・

実習を実施している。研修費用は無料、時間・

内容・実施回数等は各病院・施設に応じた研修

プログラムで実施し、入所者全員に必要な口腔

ケア用品も提供している。
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平成２５年度８月末に於いて三豊・観音寺市内の

病院・施設２５ヶ所に於いて研修会を実施した。

参加職種とその人数は図に示すとおりである。

（介護福祉士２８９名、看護師１２０名、ホームヘル

パー７６名、介護士２１名、介護福祉士養成校学生

５０名、その他の職種が７７名である。）

参加人数は述べ１，７３１名となった。
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目的

口腔ケアスキルアップ研修会の効果を検証する

こととした。その方法として２つの調査を実施

した。一つ目に介護老人保健施設５か所、介護

老人福祉施設４か所、養護老人ホーム１か所の

計１０か所を対象としモデル事業実施前後の平成

２３年度、平成２４年度に於ける入所者の肺炎・イ

ンフルエンザ発症数、年間の入院者数、延べ入

院日数について調査した。二つ目に研修会を実

施した施設職員に研修会後のアンケートを実施

した。アンケートは１４６名の職員から回答が得ら

れた。
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口腔ケアへの取り組みを改善したことでどのよ

うな変化があったかを検証した。研修会実施前

後の比較により肺炎発症者が３０％、入院者数が

１８％、延べ入院日数が３１％と減少し、入院日数

は３．４日短縮した。
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減少した H施設での要因をみると看護師、介護

福祉士、ケアマネージャー、相談員等多職種１０

人での口腔ケア委員会を作り、一日における口

腔ケア実施回数を３回に増加、ケアプランの見

直しをし、口腔ケアの取り組みを変えていった

ことが挙げられた。口腔ケアの大切さがわかり、

一人一人の口腔ケアの仕方、コミュニケーショ

ンの取り方の見直しができ丁寧に取り組みがな

されるようになったと回答があった。

これにより、歯科衛生士が直接入所者に専門的

口腔ケアを実施していなくても施設職員に口腔

ケアの指導を実施することで肺炎予防に繋げら

れることが明確になった。
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職員のアンケートより全体では今回の研修会で

参考になった点について最も多かったものは、

口腔ケア用品の使い方、次に口腔ケアの必要性

が挙げられた。研修を受けたことにより口腔ケ

アの必要性を再認識し以前よりていねいに口腔

ケアが行われるようになったようである。
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今後の課題として、現在口腔ケアを実施するにあ

たり困っていることについてまとめると３つに

分類することができた。１つ目は、入所者の拒否、

開口困難などの状況的問題、２つ目は、舌苔の除

去ができない、歯間部がうまく磨けないと言った

知識・技術的問題、３つ目は、時間がない、人員が

足りていないと言った施設の環境的問題となった。

今後さらに研修で聞いてみたいことの内容につ

いても３つに分類することができた。１つ目、

更なる口腔ケアの技術の習得について、２つ目、

歯周病や口臭、口腔ケアグッズといった知識に

関すること、３つ目、摂食・嚥下についてであ

る。今後歯科衛生士の直接的介入、さらなるス

キルアップへの支援、各病院・施設等の情報共

有、摂食嚥下に関する研修会の実施等支援し続

けていければと思う。
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考察及びまとめ

以上の結果より施設職員を対象に実施した口腔

ケアスキルアップ研修会の有用性は明らかと

なった。今後さらに事業終了後も現在のモチベー

ションを維持し更なる知識・技術の向上をめざ

し研修会の継続が求められる。本事業で築いた

地域との繋がりを中断することなく、地域での

ネットワークづくりを図り保健、医療、福祉、

介護に関わる方々の資質の向上に向け、また情

報伝達の為のコミュニティづくりのために地域

ぐるみの口腔ケアに関する研修会を開催できれ

ばと思う。また、当院が中心となり地域内での

情報を共有する機会を作るためにインターネッ

トを活用したネットワークづくりも今後の取り

組みとして視野に入れていきたいと考えている。
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口腔ケアがどこにいても途切れることなく継続

できる歯科連携の体制を整備するために地域中

核の歯科衛生士として何が求められているか、

何ができるか、何をしなければならないかを常

に考え取り組んでいきたい。そして有効かつ安

全なオーラルケア・マネジメントの方策を各病

院、施設、在宅で確立されるよう今後も支援し

続けていきたい。
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ご清聴有難うございました。
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