
演 題

074

歯科医師会と連携して実施する口腔ケア指導、研修の取組み

発 表 者 池田 直人 （神奈川県：大和市立病院 事務局）

共同研究者 山下 優子
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【NO．１：はじめに】

大和市立病院では、一人の熱心な歯科医師のボ

ランティアで行われてきた入院患者に対する口

腔ケアを、平成２３年度から、看護師への指導、

研修として位置づけ、組織的に大和歯科医師会

と連携して取り組んでいます。

本日は、歯科・口腔外科を標榜していない本院

が取り組んでいる『口腔ケア指導、研修事業』

の立ち上げの経緯、内容、実施方法、及びその

評価について報告します。
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【NO．２：歯科医師会との連携、事業の立ち上げ

の経緯と事務局のかかわり】

ボランティアベースで始められた本院の口腔ケ

アは、平成２２年１０月から、『口腔ケアモデル事

業』として、月１回、定期的に実施されるよう

になりましたが、予算立てもなく、組織的なか

かわりも十分でないまま、しばらく試行錯誤が

続きました。しかし、このままでは、継続性の

担保が難しく、事業効果も大きく望めないこと

から、病院としてきちんと事業の位置づけをし、

歯科医師会とも連携した事業を組み立てること

にしました。

この時、事業化を主導したのは事務局でした。

歯科医師会との対外的な調整は事務局のほう

が、予算化の面でも、円滑に進むという判断が

ありました。調整を重ねた結果、歯科医師会か

らは５名の歯科医師を講師として派遣していた

だけるようになり、平成２３年９月から『口腔ケ

ア指導、研修事業』を事務局の主管事業として

実施しています。もちろん、事務局だけでは到

底実施できませんので、事務局と看護部がお互

いにカバーし合い協働して事業を担っていま

す。
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【NO．３：「口腔ケア指導、研修事業」の概要

その１】

それでは、事業の内容について説明します。

本事業は▼入院患者に対して口腔ケアを実施す

ること▼看護師に対して口腔ケアの知識や技術

―５３８―



の向上を図ること、という２つの柱から成り立っ

ています。本院は、歯科医師会に対して所属の

歯科医師の派遣を依頼し、実績に基づき講師謝

礼を支払っています。派遣された歯科医師は、

あらかじめ申込みを受けた患者に口腔ケアを実

施するとともに、担当看護師に対しても口腔ケ

アの方法等についてベッドサイドで直接、指導、

助言をお願いしています。その際、担当看護師

が日頃行っている口腔ケアの評価をしてもらう

こともあります。

R�������Ó��ÔÕ

SZ[4Ö&×{ØÙÚuÛÜ��

Ö&×������u¿�x�st�¿�x���ÝÞ�st�ßà�á�
âã»uØÙÚ{àr
��SZ[{Ø
Ùä

å æ

ç

è�ÀéÀêÓ�{ë

è�À�<ìíêë

SZ[

Ö&×

 st�&â»uîï
ðÀ�nño¶ò�óôõauö^�&×{
�÷��K?H�øj4ùúQ

 ����{�Sê{¿�x���ÝÞ»u�÷��
 OP�ûüý�þM�]�uÂL

SZ[

 SZ[������{��ÝÞ»u����
 �ð�OP����õòòpõ��o�¿�x����ÝÞ�st�ßà�
á�âã»�	
{¼������{����

 ������&��st{����u�����¦{�OP�{����
�¹º»{¼�����½¾��K�ª{��ÄÅu��Q
 OP�ûüý�SZ[û�������nño¶{�Â
��½»uÂL

è�À�êÀë

�ð����

�
è�À�ðÀë

�ðOP�

OP�ûüý

S Z [ û

【NO．４：口腔ケア指導実施までの流れ】

申込みを受け付けてから実施までの流れはこの

フロー図のようになります。
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【NO．５：口腔ケア指導の様子】

この写真は、実際に病棟で行っている口腔ケア

指導の様子です。
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【NO．６：「口腔ケア指導、研修事業」の概要

その２】

次に、全体研修会について説明します。

全体研修会は、口腔ケアの基礎的知識や技術を

学ぶ機会として、歯科医師会から講師を派遣し

ていただき、年１回開催しています。具体的な

内容は、口腔ケアの必要性、歯周病と全身疾患、

口腔ケアの方法等に関する講習と併せて、ブラッ

シングの方法、義歯の取扱い等の実技研修となっ

ています。

初年度（平成２３年度）の研修は、病棟看護師を

対象として実施しましたが、平成２４年度からは

新採用職員のフォローアップ研修の一環として

実施しています。
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【NO．７：全体研修会の様子】

この写真は、今年７月に実施した全体研修会の

様子です。
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【No．８：口腔ケア指導を受ける目的と歯科医師

による入院患者に対する口腔ケアの依頼件数】

目的です。看護師が口腔ケアの知識や技術を熟

知する事で口腔内感染予防や患者の QOLを高

める H２３年４月～H２５年８月までの歯科医師へ

の口腔ケア相談依頼は１２４件でありました。年度

別の件数は棒グラフに表記した通りです。

患者の年齢は６５歳～９５歳までが全体の７９％を占

めており、高齢者の口腔ケア依頼が多く見られ

ています。
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【No．９：口腔ケア依頼の主な疾患と依頼内容】

口腔ケア依頼の主な疾患です。肺疾患で誤嚥性

肺炎等が３４件と一番多く、次いで悪性疾患は２４

件でした。脳疾患は１８件でした。口腔依頼内容

は口腔ケアの指導と評価が２３件と一番多くみら

れました。口腔内の乾燥や汚染・出血・口臭対

策・歯のぐらつきに対する依頼もありました。

若い看護師からは義歯の管理・挿入方法等が指

導時に質問として聞かれました。
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【No．１０：病棟看護職員への口腔ケアに関するア

ンケートの実施】

平成２５年７月に病棟看護職員への口腔ケアに関

するアンケートを実施しました。

正式に口腔ケアをはじめて３年が経過しまし

た。歯科医師の訪問は月に一回ではありますが、

看護師が口腔ケアに対してどのように思ってい

るか確認調査を実施しました。配布数２５３名・

回収２３７名・回収率９３％でした。アンケート内容

については表示の通りです。
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【No．１１：看護職員への口腔ケアに関するアン

ケート実施結果】

当院での看護師の入職歴は５年未満が８３名と一

番多く、（２）月一回の歯科医師による口腔ケア

指導を知っていると答えた人は７９％でした。知

らないと答えた人は２１％おり、主に助産師や非

常勤看護師が知らないと答えていました。（３）

歯科医師から直接指導を受けた看護師は２５３人中

９５人で全体の４０％でした。これは月１回の実施

のため実際に関わった看護師は少なく４割程度
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となっていると考えます。
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【No．１２：歯科医師の指導によって口腔ケアに対

する意識や技術の変化の有無】

（４）指導を受けた看護師で口腔ケアに対する意

識や技術に変化があったかの質問には、変化し

たと６９％の看護師が答えています。変わらない

と答えた人は３１％いました。

変化した内容としては具体的アドバイスで実践

に活かせた。口腔ケアへの知識がもて意識が高

まった。患者により合った口腔ケアの道具を選

ぶ事ができた。患者ケアに効果があった。チー

ムで口腔ケアを統一することができた。と答え

ています。

一方、変化しなかったと答えた人の理由はその

ままで良いと言われ、アドバイスも一般的だっ

た。新たな発見や知識が得られていない。と答

えていました。これは持っていた知識が元より

高かったとも取れます。
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【No．１３：歯科医師から指導を受け良かった事】

アンケートに記載されたそのままの文章を提示

しました。
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【No．１４：看護職員の口腔ケアに関する重要度の

結果】

看護師全員に口腔ケアの重要性を１０段階で表す

とすれば、どの段階かを確認しました。３つの

円グラフは１．看護師全体群 ２．歯科医師から指

導を受けた群 ３．歯科医師から指導を受けてい

ない群です。３つの共通点は口腔ケアの重要性

を８段階から１０段階と答えた人が８０％以上でし

た。多くの人が口腔ケアの必要性を感じている

事から指導や研修は有効的に働き、今後も維持

して行く必要があると考えます。また、歯科医

師から指導を受けた看護師は５２％の人が１０段階

と最も重要と答え、全体の数より３％と弱感で

ありますが重要性は上がっています。この事は

歯科医師の指導は具体的で実践的であることや

実践した結果、患者の変化が見えた為に更に口

腔ケアに興味を持ったと言えます。

K�L

�M -./0N�OPQ3AR;Q@AS����Ù)T
�UV���	
�WXYSZ@

�M -./0����	
���@AS[\]&^�_
K`@)*7�a�:;#1E���	"�56WU
K2@

�M ��0����	"�GHbWUVA?c���	

�7defghQ3VijHWk�

�M ���	���lmnWUoaSkEpqrUo;Ws
tA?cruvwx?c�a#y2@���	�z{
|}S~ijHWk�

【No．１５：まとめ】

１．歯科医師会と連携して事業化した事で研修の
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離島から本土への患者緊急搬送手段の検討

発 表 者 加藤 一朗 （島根県：隠岐広域連合立隠岐病院）

共同研究者 門脇 あゆみ、黒木 大介、田邊 翔太、小田川 誠治

機会や質の高い口腔ケア指導が提供できた

２．歯科医師の口腔ケア指導を受けた事でエビデ

ンスを踏まえた実施や患者の変化により

口腔ケアへの意識が高まった

３．看護師の口腔ケアへの重要性が高い事から口

腔ケア指導や研修は維持していく必要がある

４．口腔ケア依頼の７９％が高齢者であり今後も高

齢化が進む事からも入院当初から患者に合っ

た口腔ケアを組み込んで行く必要がある

離島から本土への緊急搬送手段について検討し

ましたので発表します。
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目的です。人口約１５，０００人の島唯一の病院であ

る隠岐病院（以下当院）から、本土の病院への

患者緊急搬送の手段・問題点について検討する

ことを目的としました。
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隠岐諸島は島根半島の北４０～８０kmの日本海に

浮かぶ群島で、４つの有人島と１８０余りの島から

なります。人口約２２，０００人と少子高齢化が進み、

人口も減少傾向です。隠岐は大変自然があふれ

風光明媚なところです。上の写真はろうそく岩

と呼ばれ、ちょうど海に突き出る岩に日が沈む

とろうそくのように見えまさに幻想的です。隠

岐までの交通手段としては、島根半島からフェ

リーで２時間半、高速船で１時間で着きます。

飛行機なら出雲空港から３０分で着き、しかも１

日１往復大阪の伊丹空港から飛行機も飛んでき

ます。今年９月に世界ジオパークに認定された

ことで注目されています。皆様もしよろしけれ

ば学会終了後においで下さい。当院は最大の島

にある唯一の病院です。
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方法です。平成２２年度～２４年度３年間における

患者緊急搬送を、人数・疾患名・搬送手段・搬

送時間等について後ろ向きに調査し検討しまし

た。搬送された患者個人が特定されないように

倫理的配慮を行いました。
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