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平成27年度介護報酬改定による経口維持加算の見直し

施設入所者が認知機能や摂食嚥下機能の低下により食事の経口摂取が困難となっても、

自分の口から食べる楽しみを得られるよう、
多職種による支援の充実を図る

【算定要件】
✧経口維持加算Ⅰ 400単位/月
①誤嚥が認められる入所者に対して、

多職種による食事の観察及び会議等
を行う

②入所者ごとに経口維持計画を作成
③医師、又は歯科医師の指示を受けた

管理栄養士又は栄養士が栄養管理を
行う

※VE,VFによる検査は必須でなくなり、
水飲みテスト、RSST等で算定可能
となった

✧経口維持加算Ⅱ 100単位/月
※上記の食事の観察及び会議等に、医

師、歯科医師、歯科衛生士又は言語
聴覚士が加わった場合

厚生労働省：平成２７年度介護報酬改定の骨子より

①対象：特別養護老人ホームF（以下，特養F)入所者51名

②食支援の取り組み
１）特養Fの施設長、看護師、管理栄養士、介護士、社会福祉士に加え、当歯科

診療所の歯科医師・歯科衛生士により食支援体制や事例検討に関するカン
ファレンスを月に１回行う

2）経口維持加算対象者10名に対し上記メンバーによるミールラウンドを月に
２回行う

3）看護介護職員を対象に歯科衛生士による口腔ケアの勉強会を定期的に行う

③効果測定：事例検討、施設職員インタビューによる評価

特別養護老人ホームFで行った食支援に
関する取り組みの効果を検証すること

【目的】
本年度の介護報酬改定により、介護施設における

経口維持加算の見直しが行われました。目的は、自
分の口から食べる楽しみを得られるよう、多職種に
よる支援の充実を図ることです。算定要件はスライ
ド１の通りで、歯科専門職等が関与することにより
新たな加算が算定できるようになりました。

本研究の目的は、当歯科診療所が協力歯科医療機
関として関わっている特養Ｆにおける食支援に関す
る取り組みの効果を検証することです。

 月１回，歯科専門職と施設職員によるカンファレンスを
実施

 口腔衛生管理体制加算（３０単位/月）と併せて行う

経口による食事摂取のための支援体制
口腔ケアアセスメント、口腔ケア実施体制
摂食嚥下機能の評価方法
対象者の食支援の方向性
個別の困難事例への対応 など

検討内容

【対象及び方法】
対象は入所者51名。取り組みについて簡単に紹介

します。
月に１回、食支援に関するカンファレンスを施設

職員と当歯科診療所の歯科医師、歯科衛生士で実施
しています。検討内容はスライド３の通りです。

繊維質のものを残す

麻痺側に食物残渣停滞

口腔機能の問題を把握

月2回，加算対象者に対して
多職種による食事観察を実施

また、月に２回、加算対象者に対して多職種でミー
ルラウンドを行っています。
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歯科専門職が関与することで入所者の口から食べる楽しみの支援が
充実できるか
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第１回 「口腔ケアの目的と基本的手技」

【カンファレンスで検討された課題】
施設内における口腔ケアの実施体制が不十分
（実施する時間帯,頻度,ケア用品,介護職員の手技な
ど）

さらに、カンファレンスの検討課題として口腔ケ
アの実施体制が不十分であることが挙がり、定期的
な口腔ケアの勉強会を行うようになりました。

No. Age 性 要介
護度

把握した課題 支援の観点

1 88 F 5 食事に集中できない
食事ペースが速い

食事に集中できる環境づくり
（壁側に向いて座る等）

2 77 M 4 食事ペースが速い、流涎あり 欠損部義歯作製検討

3 88 F 5 嚥下に時間がかかり飲み込みにくい 食事形態レベルを下げる

4 80 F 5 口腔不随運動あり食事介助が困難
姿勢が悪い（右に傾く）

食事介助タイミングに注意
クッションを入れる

5 84 F 4 褥瘡、体重減少
覚醒悪く、溜め込みあり

栄養補助食品の追加
食事介助中の声掛け

6 85 M 5 頸部後屈、右側に傾く
食事中、眠る

正しい食事姿勢
食事介助中の声掛け

7 82 M 4 義歯を使用しないので奥歯で噛めない
食後すぐ眠り、口腔衛生不良

義歯作製検討
口腔ケアの徹底

8 85 M 2 義歯を使用しない
食事中にむせあり

食事前に義歯装着
とろみを強く調整

9 91 F 5 好き嫌いが激しい
舌の動きが悪い

食事献立の工夫
舌機能訓練

10 100 M 4 口腔内に食物残渣停滞
食思低下、偏食あり

義歯調整検討
食形態や食事メニューの工夫

経口維持加算対象者（10名）ごとの食事摂取継続の課題と支援の観点

加算対象者10名に対し、ミールラウンドによって、
食事環境に関する課題、嚥下に関する課題、義歯や
口腔清掃に関する課題などが抽出され、スライド６
の表に示すような支援を行いました。

【事例1】 ８４歳 女性 要介護
４

統合失調症

 入所前より食思にばらつきがある
 覚醒が悪く，口の中に溜め込んで嚥下しない
 摂取量の少ない時は点滴を施行するときもある
 体重減少,仙骨部にステージⅢの褥瘡（5月時点）
 水分はトロミ少量，食形態はお粥・極刻み食

食支援の取り組み

 甘いものは好んで食べることができる
→ 必要エネルギー量確保のためエンシュア・プリン開始

 褥瘡への対応 → プロテイン粉末の追加

 食事観察、嚥下評価の結果と回復期病院連携パスによる情報
→水分とろみを外す

ミールラウンドやカンファレンスで検討した課題

【結果】
介入期間が短く明らかな成果がみられた対象者は

少ないですが、印象に残ったケースを２例紹介しま
す。

入所時から仙骨に
褥瘡があります

お寿司や甘いおやつは
進んで食べています

地域連携パスによると回復期
病院にいた頃はとろみがつい
ていなかったようです

高たんぱく補助食品
を追加した方が良い

でしょうか

覚醒悪いと口腔内に溜め
込みが見られます。先行
期の問題が強いです

嚥下機能を確認しま
したが、水分とろみ
は必要ないのでは？

看護師

介護士 社会福祉士

管理栄養士

歯科医師

歯科衛生士

事例１、対象者は84歳女性です。食思にばらつき
がある、覚醒が悪い、ためこんで嚥下しないなどの
問題があり、食事摂取量が少なく体重減少や褥瘡が
みられていました。まず必要エネルギー量を確保す
るために栄養補助食品の追加を考え、介護士から「甘
いものが好きで、おやつは毎回よく食べている」と
発言があったことから、エンシュアリキッドをプリ
ン状にしたものを提供するようになりました。また、
褥瘡への対応については、アルブミンや総タンパク
値が低いことからプロテイン粉末を追加することに
なりました。さらに、水分の摂取が少ないのはとろ
みがついているからと考え、とろみの必要性を検討
しました。水飲みテストの結果や回復期病院の地域
連携パスの記載から以前はとろみがついていなかっ
たことがわかり、水分とろみを外しました。

覚醒状態が良くなり、自力で摂取しようとするほど意欲が回復

5月 7月

食事摂取量（１日平均） 約7割 約9割↑
水分摂取量（１日平均）

※食品中の水分を除く
654ml 715ml↑

体重 30.6kg 30.1kg↓
褥瘡 Stage Ⅲ Stage Ⅱ↑

現在はほぼ完治

総タンパク(g/dL) 6.1 7.0↑
アルブミン(g/dL) 2.9 3.5↑
総コレステロール(mg/dL) 105 126↑

食支援による栄養状態の変化

介入前後の栄養状態の変化をスライド９の表に示
しました。一日における食事・水分摂取量、総蛋白
やアルブミン、総コレステロールの値が改善しまし
た。食事中の覚醒状態が良くなり、自力で摂取しよ
うとするほど意欲が回復しました。
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H27.6月 H27.８月

褥瘡の変化

仙骨部の褥瘡も現在ではほぼ完治しています。
【事例２】 88歳 女性 要介護5 胃がん術後，アルツハイマー型認
知症

6月 エンシュアリキッド１本/日開始

ミキサー食に変更→苦悶表情の軽減，意欲が戻り自己摂取が可能に

7月 エンシュアリキッド追加 ２本/日へ →浮腫の軽減
7月末 誤嚥性肺炎にて永眠

後日、長女来所され「最期まで口から食べられて良かった」
本人、家族の意思を尊重し，家族と密に連絡を取りながら最期まで
食べる楽しみを維持できた

✧食支援の取り組み

本人が平成9年に「尊厳死の宣言書」を残す
長女からも「最期まで人間らしく生きてほしい」

「経管栄養は望まない」

水分はトロミ使用，食形態は全粥・極刻み
食事中にむせや苦悶表情がみられ，時間がかか
る
両下腿浮腫出現

事例２、対象者は88歳女性です。もともと本人、
家族ともに「最期まで人間らしく生きたい、経管栄
養はしないでほしい」と強く希望されていた方でし
た。しかし、食事中に頻回なむせや嚥下時の苦悶表
情を認め、食事に時間を要するようになったため介
助が必要になっていました。スムーズに食べられる
よう、ミキサー食に変更し、さらにエンシュアリキッ
ドを開始したことで、意欲も戻り自己摂取も可能と
なりました。しかし７月末になり容体が急変し救急
車で搬送、誤嚥性肺炎のため永眠されました。もっ
と安全面に配慮した支援が必要だったのでは、と悔
いが残りましたが、後日長女が来所され、最後まで
口から食べられてよかったと感謝の手紙がありまし
た。安全に栄養を確保することはもちろん大切です
が、支援の方向性は本人や家族の意思に配慮して決
定することも重要ではないかと考えさせられた事例
でした。

 食事をしている場面を観察する習慣がついた
 一人ひとり、嚥下の仕方が違うことに気が付いた
 食事の時の姿勢、介助方法のアドバイスが役に
立った

 摂取量以外にも、安全面への留意や栄養評価につ
いて意識するようになった

 食支援に関して、カンファレンス以外の時間でも
話し合う機会が増えた

 食後などに、口の中をよく見るようになった

施設職員に対するインタビューによる評価

施設職員に対してこの取組後の変化についてイン
タビュー調査をした結果をスライド12に示していま
す。食支援体制を確立させていく過程において、施
設職員の意識に変化がみられてきました。今までは
何割摂取ということばかり意識していたが、口から
食べることを維持するためには、誤嚥防止などの安
全面に留意することや、血液データなどから栄養状
態を評価することも大切とわかったという意見があ
りました。

まとめと今後の課題

 食事という生活の一部に関わることで、なんのた
めに歯科医療があるかを再認識できた

 支援の方向性を決定するには、利用者の普段の言
動、家族の希望などの生活情報は欠かせない

 施設に加えて在宅においても食べる楽しみ、生き
る楽しみに対する支援を充実させるために、広域
的支援として中核病院等からのサポート体制や地
域全体でのネットワーク構築が今後より必要

夏祭り

【まとめおよび今後の課題】
私たち歯科専門職は、この取り組みにかかわるこ

とで施設職員が利用者側の視点に立ち、楽しく生活
してもらえるためにはどうすればいいかを日々考え
て仕事をする姿に多くのことを学びました。診療室
に来院する患者に対しても「生活」をみる視点をもっ
て、生涯楽しく食べるための歯科医療を提供しなけ
ればならないと気付かされました。

今後、在宅においても食べる楽しみ、生きる楽し
みに対する支援を充実させるために、地域全体での
ネットワークを構築していきたいと思います。




