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歯科保健センター事業によって
介護施設へ歯科衛生士を派遣した効果

発 表 者 稲田 貴子 （岡山県：鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所）

共同研究者 内田 浩恵、高柳 亜由美、澤田 弘一、平井 公人、山本 総司、石田 佐智子、
荒木 麻友子、鷲尾 憲文、金盛 久展
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全国国民健康保険診療施設協議会の助成を受

けた国保歯科保健センター管轄内の地域の介護

施設に対して、当歯科保健センターにおいて教

育を受けた歯科衛生士を派遣し、その効果を調

べました。

派遣の目的は、利用者の生活の質の向上と介

護職員の資質の向上です。
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介入した介護施設

歯科衛生士の派遣希望のあった小規模多機能

型通所介護施設（１か所）およびグループホー

ム（２か所）に介入しました。それぞれ、９床、

平均介護度は、２．００ １．６６および１．９１ 介入頻

度は Aは月に２回２人 B、Cは月１回１人で

ありました。

なお、A施設は、介護職員の知識および技術

が低いと判断し、介入中に人員および介入日数

を増やしました。

抄録において、記載しております特別養護老

人ホームには介入はしておりますが、調査を行っ

ていないため割愛させていただきます。
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介入内容

全国国民健康保険診療施設協議会の調査研究

事業で使用しているアセスメント表に基づい

て、アセスメントを行いました。

昼食は、アセスメント内容の確認、利用者と

のコミュニケーション、食事内容の確認を目的

として、同じ場所で同じ食事を頂きました。
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健診結果用紙

毎回、すべての利用者に対して歯科衛生士に

よる健診結果および歯科治療の必要性を健診結

果用紙（お口の様子）に記載して

・利用者（または家族）

・施設職員

に通知します。
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往診回数

介入結果です。

３施設とも介入前、直後と比較して一年後で

は、往診依頼に基づく往診が増加しています。

今まで介護施設に入所されていた利用者に対

して、歯科が介入することがなかったが、この

事業によって、早期に口腔内の問題が明らかに

なり、治療を受けることが可能になりました。

治療では、義歯に関することが最も多く、調整

または新製後は、食事時間が短縮または食物形

態に変化がありました。
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利用者の状態

アセスメント項目の口腔清掃状態、口腔内乾

燥度、RSST、改訂水飲みテストおよび食事形態

において改善しました。

利用者の口腔内の状況は改善しました。

さらに、口腔の保清や機能向上が起因し、利

用者の生活の質の向上が見られました。
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常時マスクを使用（口臭、咳のため）してい

たため、顔の表情は硬く笑顔がありませんでし

たが、口臭が無くなりマスクをはずし、利用者

仲間で歓談できるようになりました。
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右頬は麻痺があり、介入前後でも頬の膨らま

しはできません。

左頬の麻痺はありませんが、頬の膨らましが

できませんでした。

しかし、介入後はできるようになりました。
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利用者の家族の意識

高齢者の口腔内の状況と全身（誤嚥性肺炎）

について関係があると思いますか？

では、介入前 ２３％ 介入後 ８７％

この事業について、目的と内容についてどう

思われますか？ の質問で「良い」と答えられ

たのは、

介入前 ４５％ 介入後 ９０％ でした。

「お口の様子」はご覧になられますか？

介入直後 ３４％ 介入後 ９５％ でした。

なお、利用者の家族の口腔への意識は向上し、

この事業への理解はすすみました。

さらに、健診結果表「お口の様子」も見てい

る家族が増えました。
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介護施設職員の反応

利用者の家族への質問と同様で、それぞれ、

介入前 ４３％ 介入後 ９７％

介入前 ２１％ 介入後 １００％

介入直後 １５％ 介入後 ９７％

で、介入前、介入後においても家族よりも口

腔への意識は高かったです。

歯科衛生士がいない時にも口腔に関心がでま

すか？では、

介入前 １１％ 介入後 ７６％ でした。

介入前と比較して、口腔および口腔と全身の

関係について、理解が深められ、日ごろの業務

中においても関心が高まりました。
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結果のまとめ

国民健康保険歯科保健センター事業におい

て、歯科衛生士が介護施設に訪問し、利用者お
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排泄ケアについて考える
～従来のオムツとY社のオムツを比較して～

発 表 者 北原 里美 （佐賀県：多久市立病院）

共同研究者 高塚 祐子、中田 千春

よび介護職員に介入しました。

・利用者の口腔内の病気の発見

・利用者の口腔および全身状態の改善

・介護職員の口腔への知識および技術の向上

がありました。
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結論

歯科保健センター事業で、教育を受けた歯科

衛生士が介護施設に月に１～２回であっても訪

問することで、介護施設スタッフの質の向上、

利用者の口腔内環境の改善および歯科疾患の発

見に効果がありました。
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�．はじめに
わが国における高齢化は世界で類をみない速

さで進んでおり、当然加齢による排泄機能低下

は問題である。
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