
当院では、口腔機能リハビリテーション委員会（以
下口腔リハ委員会）を中心に、摂食機能療法を実施
し、摂食・口腔機能向上に努めています。
今回は、摂食機能療法の実施に多職種が関わること
によって、より効果的な口腔機能リハビリテーショ
ンが可能になるのではないかと考え、いくつかの方
法を検討し、実施したので報告します。

検討内容です。
“摂食機能療法”及び“専門的口腔ケア”の対象
者判定表の見直しを行いました。
各職種の役割を明確にすることにより、多職種が関
わりやすい環境を整えました。
口腔リハ委員が様々な場所で活動することにより、
院内全体での情報共有化と、知識の向上を図りました。

対象者判定表の見直しについてです。
以前は、判定表が一枚の紙にまとめられていたため、

“摂食機能療法”と“歯科衛生士による専門的口腔
ケア”の違いが分かりにくいという問題点があり
ました。
今回は、それぞれの判定表を別々の用紙に分けまし
た。また、用紙のサイズを変えたり、文字のフォン

摂食機能療法を中心とした多職種間の連携          
～口腔機能リハビリテーション活動～ 
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はじめに 
  当院では、口腔機能リハビリテーション委員会（以下

口腔リハ委員会）を中心に摂食機能療法を実施し、摂

食・口腔機能向上に努めている。 

  今回は、摂食機能療法の実施に多職種が関わること

によって、より効果的な口腔機能リハビリテーションが

可能になるのではないかと考え、幾つかの方法を検討

し、実施したので報告する。 

検討内容 

① “摂食機能療法”及び“専門的口腔ケア”の対象者

判定表の見直し。 

② 各職種の役割を明確にすることにより、多職種が

関わりやすい環境を整えた。 

③ 口腔リハ委員が様々な場所で活動することにより、

院内全体での情報共有化と、知識の向上を図った。 

対象者判定表の見直し 

  以前は、対象者判定表が一枚の紙にまとめられていたため、 
“摂食機能療法”と“（歯科衛生士による）専門的口腔ケア”の

違いがわかりにくかった。 

それぞれの対象者判定表を別々の用紙に分けた。 
用紙のサイズを変えたり、文字のフォントを分ける

など、より区別がつきやすいように工夫した。 

演  題

213

摂食機能療法を中心とした多職種間の連携
～口腔機能リハビリテーション活動～

発　表　者 徳田　里美 岐阜県　国民健康保険坂下病院

共同研究者 太田　千絵、丹羽　香織、安江　耕作、信太　博、高山　哲夫
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トを分けるなど、より区別がつきやすいように工夫
しました。

これは、以前に使用していた判定表です。上半分が
摂食機能療法で、下半分が専門的口腔ケアの対象者
判定表となっています。

これは、今回作成した“摂食機能療法”　対象者判
定表です。

これは、“専門的口腔ケア”対象者判定表です。
用紙サイズを小さくすることで、区別がつきやすく
なりました。

口腔リハ委員会は、月に一度開催されています。メ
ンバーは、医師、看護師を中心とした9職種で構成
され、摂食機能療法の実施状況の確認、問題点や改
善方法の検討、口腔ケアや摂食嚥下機能に関する新
製品の紹介、使用するかどうかの検討などを行って
います。

それぞれの職種ごとの専門性を皆が理解することで、
より良い連携を取ることができるようになりました。
摂食機能療法の算定においても、対象者の初期判定
を看護師が、判定表からの最終判断を医師が、摂食
機能評価と実施プログラムの立案を言語聴覚士、歯
科衛生士、栄養士が行なうなど、それぞれの専門性
を生かした関わりができるようになっています。

“摂食機能療法” 及び“口腔ケア”対象者判定表 
 
（ ３西 ・ ４西 ・ ４東 ）病棟      記入日：  月  日 記入者：          
ID：          患者氏名：             様  主治医：        Dr. 
 

摂食機能療法 
以下の項目に一つ以上該当する場合は、“摂食機能療法”算定可能となる可能性
が高いため、主治医に用紙を手渡し「摂食機能療法指示 兼 計画書」の医師記入欄
への記入をお願いする。 
 
＊ 該当する項目に印をつけてください ＊ 
□    食事介助または監視が必要 
□    むせることが多い 
□    看護師による口腔ケアが必要 
□    吸引・吸痰が必要 
□   その他（       ） 
 
＊ この“摂食機能療法対象者判定表”は「摂食機能療法指示 兼 計画書」入力後各病
棟にある“摂食機能療法”の引き出しに入れてください。 
＊ 主治医が、摂食機能療法対象外と判断した場合、この用紙は破棄してください。 
 
 

口腔ケア 
□    口腔清掃が困難 
□    口腔内の問題がある(アフタ、歯肉出血・腫脹、歯牙動揺 など) 
□    義歯不適合 
□   その他(       ) 
 
以上の理由により、“歯科衛生士による専門的口腔ケア”の適応と考えます。 
「口腔ケア指示書」への入力、依頼を検討してください。 
 
＜「口腔ケア指示書」の依頼方法・手順＞ 
①電子カルテ内「口腔ケア指示書」の“医師記入欄”に必要事項を入力して下さい。 
（｢口腔ケア指示書｣は、電子カルテ内“文書作成”の“依頼書”にあります。) 
②この“口腔ケア対象者判定表”は、各病棟にある“摂食機能療法”の引き出しに入れて下さい。 
＊主治医が、専門的口腔ケア対象外と判断した場合、この用紙は破棄して下さい。 
 
                 国民健康保険 坂下病院 口腔機能リハビリテーション委員会 

  “摂食機能療法”対象者判定表 
 （ ３西 ・ ４西 ・ ４東 ）病棟 
 
  ID：   患者氏名：       様   年齢：    
                主治医：      Dr. 
 
以下の項目に一つ以上該当する場合は“摂食機能療法”算定可能となる可能性が高いため
主治医に用紙を手渡し「摂食機能療法指示 兼 計画書」医師記入欄への記入をお願いする
。  
 
 ＊ 該当する項目に印をつけてください ＊ 
 
   □        食事介助または監視が必要 
 
   □        むせることが多い 
 
   □        汁茶ｾﾞﾘｰなど、特別な食事形態の調整が必要 
 
   □        看護師による口腔ケアが必要 
 
   □        吸引・吸痰が必要 
 
   □        その他（                    ） 
 
 
            記入日：  月  日 記入者：     Ns.         
 
 
 
＊ この“摂食機能療法対象者判定表”は「摂食機能療法指示 兼 計画書」
入力後各病棟にある“摂食機能療法”の引き出しに入れてください。 
＊ 主治医が、摂食機能療法対象外と判断した場合、この用紙は破棄してく
ださい。 
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“口腔ケア”対象者判定表   （ ３西 ・ ４西 ・ ４東 ）病棟 

 
                 記入日：  月  日 記入者：          
    ID：          患者氏名：         様  主治医：        Dr. 
 
  □    口腔清掃が困難 
  □    口腔内の問題がある(アフタ、歯肉出血・腫脹、歯牙動揺 など) 
  □    義歯不適合 
  □    その他(                          ) 
 
   以上の理由により、“歯科衛生士による専門的口腔ケア”の適応と考えます。 
  「口腔ケア指示書」への入力、依頼を検討してください。 
 
  ＜「口腔ケア指示書」の依頼方法・手順＞ 
  ①    子カルテ内「口腔ケア指示書」の“医師記入欄”に必要事項を入力して下さい。 
  （｢口腔ケア指示書｣は、電子カルテ内“文書作成”の“依頼書”にあります。) 
  ②    この“口腔ケア対象者判定表”は、各病棟にある“摂食機能療法”の引き出しに入れて下さい。 
            ＊     主治医が、専門的口腔ケア対象外と判断した場合、この用紙は破棄して下さい。 
 

国民健康保険 坂下病院 口腔機能リハビリテーション委員会 

口腔リハ委員会 

実施頻度：月に1回、定期的に開催。 

メンバー ：医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、 

       放射線技師、栄養士、歯科衛生士、 

       作業療法士、言語聴覚士 

検討内容：実施状況確認、問題点・改善方法の検討、 

       新製品の検討、研究発表等の活動報告。 

多職種の参加 （下記は口腔リハ委員メンバー） 

・ 医 師        判定表の最終判断と指示 
・ 看護師       対象者の初期判定、ケアの実施 
・ 歯科衛生士    対象者の口腔機能評価、ケア指導 
・ 言語聴覚士    嚥下機能評価、嚥下指導 
・ 放射線技師    嚥下造影検査 
・ 臨床検査技師   細菌検査 
・ 薬剤師       内服指導 
・ 栄養士       食事形態の調整、食事状況評価 
・ 作業療法士    食事動作指導、食事姿勢指導 
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週に1回、栄養士、歯科衛生士、言語聴覚士の3職
種で、医師より依頼のあった対象者の初期評価を行
い、実施プログラムを立案します。

委員会としては別になりますが、NST 回診が週1
回の頻度で実施されています。NST 委員会にも口
腔リハ委員が重複して在籍しているため、栄養管理
面からも密な情報共有が図れています。

口腔リハ委員が、職員に対して、定期的に研修会を
実施し、職員全体の知識の向上に努めています。

考察です。
今回の検討により、判定表がわかりやすくなり、歯
科衛生士による病棟介入が増えたことによって、入
院患者に対して、より良い口腔ケア、口腔リハを提
供できるようになったと考えます。
口腔リハ委員会に多職種が参加し、院内全体で情報
を共有することができるようになったことで、それ
ぞれの専門性を生かした関わりができるようになっ
たと考えます。

まとめです。
今回の検討により、食事介助や口腔ケアをする際、
看護師だけでなく、歯科衛生士や言語聴覚士が直接
関わりやすくなりました。
患者のニーズを的確に判断し、より安全な介助やケ
アを提供するためには、限られたマンパワーを有効
に活用し、多職種間で連携していくことが不可欠で
あると感じました。
患者の食事介助や口腔ケアを実施するのは、主に看
護師であるが、その背景に、歯科衛生士の判断や、
言語聴覚士の食事指導、栄養士の食事改善などの働

対象者評価 

・週に1回、栄養士、歯科衛生士、言語聴覚士で行う。 

・医師より依頼のあった対象者の初期評価を行い、  

実施プログラムの立案を行う。 

・摂食機能療法の実施状況               

などの確認、情報共有を行う。 

 
 
 
NST回診 

 回診は週に一回の頻度で実施されている。 

 回診メンバーには口腔リハ委員が重複して在籍して

いるため、栄養管理面からも、                

密な情報共有が図れている。 

研修会活動 

考 察 

・判定表がわかりやすくなり、歯科衛生士による病棟介入が 

増えたことによって、入院患者に対してより良い口腔ケア、 

口腔リハを提供できるようになったと考える。 

・口腔リハ委員会に多職種が参加し、院内全体で情報を 

共有することが出来るようになったことで、それぞれの   

専門性を生かした関わりができるようになったと考える。 

まとめ 
・食事介助や口腔ケアを実施する際、看護師だけでなく、

歯科衛生士や言語聴覚士が直接関わりやすくなった。 
・患者のニーズを的確に判断し、より安全な介助やケアを

提供するためには、限られたマンパワーを有効に活用し、

多職種間で連携していくことが不可欠であると感じた。 
・患者の食事介助や口腔ケアを実施するのは主に看護師

であるが、その背景に歯科衛生士の判断や言語聴覚士の

食事指導、栄養士の食事改善などの働きかけがあることで、

より良いケアを提供することができたと考える。 
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きかけがあることで、より良いケアを提供すること
ができたと考えます。

おわりに。
今回は、当院における口腔機能リハビリテーション
活動について報告しました。
今後も活動を継続し、更に良い環境作りを検討し、
新しい報告ができればと考えます。

以上で発表を終わります。
ご清聴ありがとうございました。

おわりに 

  今回は、当院における口腔機能リハビリテーション

活動について報告した。 

  今後も活動を継続し、更に良い環境作りを検討して、

新しい報告ができればと考える。 
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褥瘡予防におけるスキンケアの有効性の検証

発　表　者 伊藤　由香里 山形県　小国町立病院

共同研究者 三須　千春、塚原　路恵、佐竹　幸、塚原　美春、井上　秀子、阿部　吉弘

【はじめに】　はじめに、当院の紹介をする。当院は、
山形県小国町にある。小国町の高齢化率は33.3%
と高くなっている。当院の病床数は、55床である。
入院患者は、高齢者が多く訪問看護利用者や施設か
らの入院が多いことが特徴となっている。

山形県  小国町立病院 
伊藤由香里 佐竹幸 塚原路恵 三須千春 
塚原美春 井上秀子 伊藤宏 阿部吉弘 

山形県 小国町 

面積 737km      人口 8,768人 
高齢化率 33.3％      2012年4月1日現在 

 

新潟市 

山形市 
ブナ林を中心とした 
     豊富な森林資源 
 

2 

小国町立病院 
・病床数 一般：44床    
       亜急性期：11床   合わせて55床 
・平均在院日数  16～17日 
・看護体制  10：1 
・訪問看護利用者や施設（特別養護老人ホーム・
老人保健施設など）からの入院が多い。 
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