
　まとめです。嚥下食打ち合わせを導入したことで、
多職種間の連携が密になり、より良い食事を提供す
るための意見交換がスムーズになりました。また、
意見交換を通じて、多職種に嚥下障害についてさら
に関心を持ってもらうきっかけになったと同時に、
ST にとっても調理師や管理栄養士、看護師の視点
から、嚥下食に対する意見や提案を聞ける貴重な場
となりました。

　今後の課題についてです。今後は、嚥下食の段階、
見た目、味の問題などについて引き続き検討し、嚥
下食をより安全で、質の良いものにするため、他職
種間での連携を継続していきます。さらに、嚥下食
の改善、カロリーアップ、自助具の利用などを通し、
リハビリテーションの円滑化、早期離床、患者の
ADL 向上に寄与していきたいと考えます。

　ご清聴ありがとうございました。

【三上】　ありがとうございました。では、ご質問・
ご確認ありましたら、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは、4番目の演題

です。162番、「自治体主催の口腔ケア研修会が介
護職および看護職の『働く意識』に与える影響」、
岡山県鏡野町地域包括医療ケア講座部会、澤田弘一
さん、よろしくお願いいたします。

【澤田】　よろしくお願いします。この研究は、岡
山県立大学の谷口敏代教授に協力をいただいており
ます。それでは、始めさせていただきます。

　自治体主催の口腔ケア研修会、地域包括医療ケア
講座部会を作った背景をご説明します。当町は、高
齢化へき地ということで、なかなか住民の意見が行
政に届かず、問題になっているということがありま
す。特に、独居よりも、家族によって覆い隠される
問題ということが深刻になっています。具体的には、
口腔に関すること、認知症、難病、介護、そして県
下1位になっている自殺などであります。

今後の課題 

今後は、嚥下食の段階、見た目、味の問題な
どについて引き続き検討し、嚥下食をより安
全で質の良いものにするため多職種間での
連携を継続 していく。 
さらに、嚥下食の改善（カロリーアップ・自助
具の利用など）を通し、リハビリテーションの
円滑化・早期離床・患者のADL向上に寄与し
ていきたい。 

 

ご清聴ありがとうございました 

   自治体主催の口腔ケア研修会が 
介護職および看護職の「働く意識」に与える影響 

 １）鏡野町地域包括ケア会議 委員、地域包括医療ケア講座部会 部会長 
２）鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所、３）鏡野町国民健康保険富歯科診療所、 
４）新庄村国民健康保険歯科診療所 

澤田弘一¹⁾ ²⁾,鷲尾憲文³⁾,金盛久展⁴⁾,石田佐智子²⁾, 
大熊晶子²⁾,平井公人²⁾,大川永敏²⁾ 

（会員外協力 谷口 敏代 教授 岡山県立大学） 

地域包括医療ケア講座部会を創った背景 

高齢化  へき地 

口腔に関すること、認知症、難病、介護、自殺など   
         
       自殺は県下１位 

田舎では特に家族によって覆い隠される問題 

(自治体主催の口腔ケア研修会) 
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　こういったことを解決し、将来も住み続けたくな
る街づくりを目指すために、まず地域の介護、医療
の発展を目指します。そのためには、住民がそれぞ
れの知識、技術を身に付けることが重要なのですが、
いきなりでは難しいので、まず医療職、介護職の方
の底上げを目的にしました。隠される課題の中で、
一番問題だったのが口腔のことだったので、2008
年から、予算がなかったので私的な研修会として口
腔ケア研修会を発足いたしました。その効果が認め
られて、2010年から鏡野町主催の地域包括医療ケ
ア講座というふうに発展してまいりました。

　この地域包括ケア会議というのが17名です。こ
の教授というのは、岡山県立大学の谷口敏代教授、
医療職は私と民間の内科の先生や、そのほか地域住
民の代表者も入っております。その下部組織に、講
座や、地域包括をするためのシステムということを
検討する部会があります。そして各4旧町村に専門
職によるケア会議、そして住民によるケア会議とい
うものを作っています。そのうちの2地域、そして
住民のケア会議には1地域に私が参加しております。

　それぞれの課題として、まず介護施設の場合、保
険点数を算定する方法が分からないということがあ
りました。その場合、われわれ研修会は、鏡野町の
介護保険監査役も同席してもらい、このような書類
を書いたら通るというようなことを行いました。ま
た、介護職は、意外に学会や研修の機会がなくて、
参加をしていないということが分かりました。その
ため、研修会場は鏡野町にあります10カ所の病院
および介護施設を、毎回持ち回りで使用させていた
だきます。そうすると、その会場を主催するスタッ
フは必ず、その研修会は受けるということになりま
す。また、お互いの施設を見学することもできます。

　現場では、分からないことが日々多く出ています
が、そのまま解決できずにいるということが分かり
ましたので、毎回、アンケートを取って、困ってい
る事案をなるべく早く、研修会で対応をしています。
また、専門用語が分かりにくかったり、理解しにく
い研修会だったりということがよく言われています
ので、なるべくビデオを利用して視覚的に行ってい
ます。その結果、研修会を経験して、プロジェク

地域の介護・医療の発展 

目的 

医療職・介護職 

住民 

鏡野町地域包括医療ケア講座 

口腔ケア研修会の発足 2008～ 

2010～ 

将来も住み続けたくなるまちづくり 

介護職は研修機会が少ない 

研修会場は毎回持ち回り  
すべての医療・介護施設を研修会場にする 

介護施設で算定できる要件を講習した  
自治体の介護保険監査役も同席してもらった 

【課題】 

【課題】 
口腔関係の保険点数を算定する方法がわからない 
事務作業が多い どう書いてよいかわからない 

【解決法】 

【解決法】 

主催施設のスタッフは必ず参加することになる 

研修会を経験して、プロジェクターやスクリーンを購
入した施設もある。 

毎回アンケート  

現場で困っている事案に対してなるべく早く対処する 

研修は視覚的にわかりやすく ビデオを使用する 

【課題】 

【解決法】 

現場でわからないことは日々多く出ているが、 
そのまま解決できずにいる  

【課題】 

【解決法】 
専門用語がわかりにくい 理解しにくい研修会はしない 

鏡野町地域包括ケア会議 

医療（２） 保健（２） 

介護（３） 

地域住民代表（４） 

行政スタッフ（５）  

大学教授（１）（合計17名） 

地域包括システム部会 

援助困難事例検討部会 

地域包括医療ケア講座部会 

各地域での専門職によるケア会議 

各地域での住民によるケア会議 

（名称は地域によって異なる） 

（名称は地域によって異なる） 
2地域に参加 

1地域に参加 
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ターやスクリーンを、その施設で購入したというよ
うな例もございます。

　これは例えばということですが、このようなビデ
オです。これが1年前で、1年後になります。医療
ではなく、介護の現場でどのぐらい対応できるかと
いうような研修会をしています。これは同じ方なの
ですが、このように改善するということで、説得力
を持つようにしています。

　こういった知識、技術に加えて、当町で非常に問
題になっているのが離職率です。不足もしています

が、新しいなり手がいない、そしてなった人は辞め
てしまうということがあります。これは全国の平均
でもこのように出ていますが、鏡野町は特に高齢化
へき地ということもありまして、非常に離職率が高
いです。そのためこの研修会が、知識・技術の習得
と離職率の低下にもつながるのではないかという仮
説を立てて、この調査を行いました。

　方法は月1回行い、その前後でどういった影響を
与えるかということです。360名に配布し、110名
の方を分析対象としています。

　調査指標としては、仕事のストレス、ワーカホリ
ズム、ワーク・エンゲイジメントです。

調査指標 １ 

町内の介護職および看護職を対象に研修会
を開催し、必要な知識と技術の習得に加えて、
働く意欲を向上し、離職率を低下させること
を目的に調査した。 

目 的 

背 景 

介護職・看護職に離職率が高い 

介護職・看護職は不足している。新しい成り手がいない 

鏡野町   介護職：約３２％ 看護師：約1５％ 
 
介護職：  ２１．６％ （介護労働安定センター、２００８）  
看護師：  １１．０％ （病院看護実態調査、２０１１．） 
全労働者： １６．２％ （雇用労働調査、２００６．） 
  

地域包括医療ケア講座部会の役割（仮説） 

知識 技術 

働く意欲  

離職率の低下 

当町主催の研修会を月一回開催し、参加者の「働く意
欲」にどう影響を与えたかを調査した。 

方 法 
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　ワーカホリズムとは、働くということとアルコー
ル中毒をプラスした、働き中毒という言葉です。何
かに強制されたように働き続ける状態ということで、
早期離職の原因になるという指標です。ワーク・エ
ンゲイジメントとは、心の健康度を示す概念として、
熱意・没頭・活力で表される指標です。

　そのほか、離職意向、他者への役立ち感、精神的
健康度。これはうつを調べる方法です。疲労感、睡
眠の質にわたって調査をしました。

　対象者は介護職が一番多く、正職員、非正職員が
半々ぐらいという分類であります。

　仕事についての項目もありまして、ワーク・エン
ゲイジメントも活力・熱意・没頭について調査をし
ています。

　離職意向も既存の方法で行いました。例えば、今
の組織での仕事が嫌になり、真剣に新しい就職先の
情報を集めたことがあるかないかなどを聞いており
ます。

ワーカホリズム 

work (働く） ＋ alcoholism (アルコール中毒） ＝ 働き中毒 

何かに強制されたように働き続ける状態 

症状が悪化するのは30代からが多く、 
うつや適応障害、モチベーション低下、早期離職 

ワーク・エンゲイジメント 

心の健康度を示す概念 

仕事に対して 
「熱意」（仕事に誇りややりがいを感じている）、 
「没頭」（仕事に夢中になり集中して取り組んでいる）、 
「活力」（仕事に積極的に取り組んでいる） 
の三つが揃って充実している心理状態 

 

n mean SD range n mean SD range 
あなたのお仕事について（１） 
<職業性ストレス> 
仕事の要求度 35 31.0 5.5 23-48 214 31.4 4.7 20-46 
仕事のコントロール 33 67.9 9.2 40-90 214 65.7 8.7 38-88 
職場の社会的支援 
 上司からの支援 36 10.6 4.0 4-16 214 11.6 2.2 4-16 
 同僚からの支援 35 11.4 2.6 4-16 214 12.0 1.9 4-16 
 上司＋同僚支援 35 22.0 6.1 8-32 209 23.6 3.4 8-32 
あなたのお仕事について（2） 
<仕事への感じ方＞ 
働き過ぎ 36 10.2 3.5 5-19 217 10.1 3.2 5-20 
強迫的な働き方 36 10.6 3.6 5-17 216 10.2 3.0 5-20 
合計点 36 20.8 5.8 10-34 214 20.3 5.5 10-36 
あなたのお仕事について（3） 
他者への役立ち感 (合計） 36 19.4 4.8 7-28 213 18.9 3.8 7-28 
回答分布  度数（％） 

全く無い めったにない ときどきある よくある 全く無い めったにない ときどきある よくある 
(1) 家族に対し、自分が役立っていると感じる  5(13.9)  4(11.1) 14(38.9) 13(36.1) 10( 4.5) 28(12.7)  87(39.4) 96(43.4) 
(2) 職場の同僚（部下を含む）に対し、自分が役立っていると感じる  3( 8.3) 10(27.8) 18(50.0)  5(13.9)  6( 2.8) 67(30.7) 114(52.3) 31(14.2) 
(3) 職場の上司に対し、自分が役立っていると感じる  4(11.1) 10(27.8) 16(44.4)  6(16.7) 12( 5.5) 85(39.2) 101(46.5) 19( 8.8) 
(4) 仕事の相手に対し、自分が役立っていると感じる  2( 5.6)  5(13.9) 23(63.9)  6(16.7)  7( 3.2) 53(24.2) 128(58.4) 31(14.2) 
(5) 職場以外での友人に対し、自分が役立っていると感じる  3( 8.3)  6(16.7) 20(55.6) 7(19.4) 14(6.4) 70(32.0) 105(47.9) 30(13.7) 
(6) 職場の維持、あるいは発展に、自分が役立っていると感じる  3( 8.3) 10(27.8) 17(47.2)  6(16.7) 25(11.5) 84(38.7)  96(44.2) 12( 5.5) 
(7) 社会に対し、自分が役立っていると感じる  4(11.1) 11(30.6) 16(44.4)  5(13.9) 24(11.0) 104(47.5) 78(35.6) 13(5.9) 
あなたのお仕事について（4） 
<ワーク・エンゲイジメント＞ 
活力 36 8.6 5.2 0-18 216 9.9 4.0 0-18 
熱意 36 10.1 5.1 0-18 216 11.0 3.7 0-18 
没頭 36 8.0 5.5 0-18 218 8.6 3.9 0-18 
合計点 36 26.8 14.9 0-54 214 29.5 10.8 0-54 
分析毎に欠損値を除外した 

）  
男性 女性   

仕事について 

( 1) 今の組織での仕事が嫌になり、真剣に新しい就職先の情報を集めたことが

( 2) あと先を考えずに「とりあえず仕事を辞めよう」と思うことが

( 3) 遅刻や欠勤しようかと思うほど、今の組織での仕事が嫌になったことが

( 4) 「もうやってられない」と思うほど今の組織での仕事が嫌になったことが

( 5) 条件さえあえば今すぐにでも今の組織を替わろうと思ったことが

( 6) 「離職」や「転職」について真剣に親しい友人や家族に相談したことが

離職意向 

心の健康，疲労感，睡眠の質について 

＜うつ気分＞

うつ気分(k10)

＜疲労自覚症しらべ＞
Ⅰ　ねむけ感
Ⅱ　不安定感
Ⅲ　不快感
Ⅲ　だるさ感
Ⅴ　ぼやけ感

＜睡眠の質＞
睡眠の質
入眠時間
睡眠時間
睡眠効率
睡眠困難
眠剤の使用
日中覚醒困難

調査指標 ２ 

対象者 n Mean % SD
性別 男性 10 9.9

女性 91 90.1

年齢 男性 41.3 13.7 24 - 64
女性 47.3 12.1 21 - 70

平均勤続年数 男性 5.4 4.0 1.3 - 12.9
女性 6.3 5.6 0.8 - 33.7

職種 介護職 71 70.3
看護職 9 8.9
栄養職 6 5.9
事務職 4 4.0
相談職 3 3.0
その他 4 4.0
回答なし 4 4.0

職位 一般職員 91 90.1
管理職 8 7.9
施設長 1 1.0
回答なし 1 1.0

雇用形態 正規職員 55 54.5
非正規職員 46 45.5

交替勤務の有無 していない 48 47.5
している 53 52.5

生計 扶養者（主たる生計者） 42 41.6
被扶養者 59 58.4

項　　目 Range
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　心の健康、疲労感、睡眠の質についてはこのよう
な項目で調べています。

　これらの項目をステップワイズ重回帰分析を行っ
た結果、他者への役立ち感というのは、研修を受講
した人も、受講していない人にも存在しますが、研
修を受講した人の他者への役立ち感というのは、働
く意欲が増加しています。研修を受講していない人
の群は、働く意欲に変化がないということが分かり
ました。これを考えますと、対象者のニーズに合っ
た研修会を提供できると思います。研修したことが、
日常業務に役立っているため、働く意欲につながっ
ていると考えられます。

　もう一つの離職率に最も関係している項目の強迫
的な働きですが、研修を受講した人も受講していな
い人の群にも存在しています。しかし研修を受講し
た人の群には、脅迫的な働きに変化がなく、受講し
ていない人の群には強迫的働きが増加しているとい
うことが分かりました。毎日忙しくノルマをこなし、
強迫されるように働いている人が、研修を受けると
仕事の優先順位が理解でき、仕事へのやりがいが生
まれるということです。これが、ひいては離職率の
低下につながると考えています。すなわち、この研
修会とは、知識・技術だけではなく、介護職および
看護職の働く意欲、ひいては離職率の低下に貢献し
ている可能性があると思います。

　この調査結果を、個人に対しては個人の調査結果
と鏡野町全体の報告書を郵送しています。今後の働
き方なども谷口先生にコメントを書いていただき、
個々に通知をしていただきました。その人が属して
いる病院、また介護施設に対しては、当該施設ごと
の結果および分析と、施設としての人事管理への提
言をさせていただきました。

従属変数 独立変数 　β R2 p

ﾜｰｸ･ｴﾝｹﾞｲｼﾞﾒﾝﾄ 役立ち感 0.34 0.101 0.008

受講なし群

従属変数 独立変数 　β R2 p

ﾜｰｸ･ｴﾝｹﾞｲｼﾞﾒﾝﾄ ﾜｰｶ･ﾎﾘｽﾞﾑ 0.69 0.411 0.027

               各変数毎に見た研修の受講有無による比較

受講有り群

1回目から2回目のワーク・エンゲイジメントの変化を従属変数とし、役立ち感、
疲労感・離職意向・うつ気分・睡眠の質・職業性ストレスの変数を独立変数と
したステップワイズ重回帰分析を行った。

「他者への役立ち感」は、 
研修を受講した人も受講していない人の群にも存在する。 
 
しかし、 

   「研修を受講した群」の人は 「働く意欲」が増加している。 

   「研修を受講していない群」の人は 「働く意欲」に変化がない。   

考 察 

対象者のニーズに合った研修を提供できている。 
研修したことが日常業務に役に立っている。 
研修を受講することで「働く意欲」が増加する。  

「強迫的な働き」（離職率に最も関係している）は、 
研修を受講した人も受講していない人の群にも存在する。 
 
しかし、 

 「研修を受講した群」の人は 「強迫的な働き」に変化がない。 

 「研修を受講していない群」の人は「強迫的な働き」が増加している。   

毎日忙しくノルマをこなし、強迫されるように働いている人が、 
研修を受けると、仕事の優先順位が整理ができ、 
仕事へのやりがい感が生まれる。→離職率の低下 

自治体主催の口腔ケア研修会（鏡野町地域包括医療ケア講座）が
介護職および看護職の「働く意欲」ひいては離職率の低下に貢献し
ている可能性がある。 

 結論 

個人に対して 
    調査結果（全体の報告書） 
    個人の結果および分析、 
    今後の働き方（心の持ち方など） を通知 
       

事後処理 

施設に対して、 
    当該施設ごとの結果および分析 
    施設としての人事管理への提言       
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　行政に対しては、施設には無資格者の方がかなり
働いていましたので、通常10万円ほどかかるヘル
パー2級の研修会を、町に援助してもらい教材費の
みで開催することになりました。また民間も併せて
福祉まつりを開催し、各施設の活動、内容を住民に
紹介する場の提供を行いました。この調査の報告も
併せせて行いました。そのほか、人的に不足してい
るケアマネジャーの養成、社会福祉士の養成研修会
の開催を4月から始めています。また、既存の、働
いている方のリスクマネジメント、看取りに関する
研修会を行政にやってもらうことになりました。以
上です。ありがとうございました。

【三上】　ありがとうございました。それでは質問・
ご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。

【菊谷】　先生ありがとうございます。強迫意識が
少なくなったり、あとは働く意欲につながったりと
いう結果になって素晴らしいと思いますが、これが
実際のところ、先生が本来目的としていた離職率に
直接つながってきているのかどうか、もうすでに
データがあれば教えてください。または、今後どう
いう形で、その離職率という、最終的にそのデータ
を取られようとしているのですか。

【澤田】　まだその結果は出ていません。これから
離職率を毎年見ていくということになります。離職
率に関しては、行政のほうに報告が上がりますので、
行政に任せているということです。

【菊谷】　今回は口腔ケアという内容の研修会を通
じてだったかと思いますが、やはりいろいろな研修
会を続けることによって働く意欲や働くことの意義
みたいなことが伝わって、私たちもそうですが、介
護の現場で教えても人がいなくなってしまうという、
人が変わるとそのケアの質が低下するというのがよ
く見られる現象ですが、大変、結果に対して期待し
たいなというふうに思って伺っていました。ありが
とうございます。

【澤田】　ありがとうございます。

【三上】　ほかにございますでしょうか。では、先生、
どうもありがとうございました。それでは5番目の
演題です。161番、「院内口腔ケアパスと地域連携
パス運用による地域の口腔ケアネットワークづくり
の取り組みと今後の課題」。香川県三豊総合病院の
木村年秀さん、よろしくお願いいたします。
【木村】　これは平成23年度の人口動態統計であり
ます。ご存じの方も多いと思いますが、日本人の死
亡原因の第3位と第4位が逆転しまして、今は肺炎
が第3位となっております。高齢化が非常に進んで
きたということだと思いますが、今からさらに肺炎
の対策というのが非常に大事になるというふうに考
えております。当院での、従来の誤嚥性肺炎の治療
においては、看護師による口腔ケアが統一されてい
ないとか、あるいは嚥下評価が遅れることにより適
切な食事提供ができないなど、さまざまな問題があ
りました。

地域ケア委員会に対して、 
  行政へ提言 
    無資格者に対してヘルパー2級の研修会開催 
    10万円→教材費のみ  
   
  福祉まつりの開催 
    民間も併せて、各施設の活動、内容を住民に紹 
    介する場の提供 当調査の報告も行う。 
  
  ケアマネージャー、社会福祉士養成研修会の開催 
 
  リスクマネージメント、看取りに関する研修会の開催          

H22年10月から運用を開始した 
誤嚥性肺炎パスのポイントと効果 

早期に適切な栄養手段を決定できるようになった 

口腔ケアの手技・用具を統一化することができた 

摂食機能療法が早く開始できるようになった 

早期から退院後の生活に沿った支援ができるようになった 

 

 

入院期間が短縮した 
死亡率が半減した 
在宅に退院できる患者が倍増した 

適用が決定すれば病棟より①歯科衛生士、②言語聴覚士、③MSWに連絡 
 

１．歯科衛生士は口腔内を観察して、口腔ケアに使用する用具を
準備し、口腔ケアの方法を電子カルテに記載する。 

２．言語聴覚士は嚥下機能を評価し、適切な食形態、食事介助方
法を電子カルテに記載 

３．MSWは退院支援をおこなう 
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