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在宅での歯科衛生士の役割

◆個人に適した、清掃物品、清掃方法の提案

◆口腔衛生環境が継続的に良好に維持される環境調整

◆誰にでもできる口腔管理方法の提案と支援



口腔管理ことはじめ②

◆在宅療養を支えるスタッフ

◆在宅療養者について



厚生労働省「国民生活基礎調査」／2019年

介護が必要となった主な原因の構成割合
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介護保険サービスを利用するためには
１：利用者の状況を把握（アセスメント）

２：ケアプランの原案作成

３：サービス担当者会議の実施

４：利用者・家族に対する説明と同意

５：サービス事業者と契約

介護保険サービスの利用を開始

見
直
し



高齢者の特徴
予備力の低下 病気にかかりやすくなる

内部環境の恒常性維持機能の低下 環境の変化に適応する能力が低下する
・体温調節能力の低下
・水・電解質バランスの異常：発熱、下痢、嘔吐など

により 容易に脱水症状を起こす
・耐糖能の低下：血糖値を一定に維持する能力の低下
・血圧の変化

複数の病気や症状をもっている 治癒もするが障害が残ったり、慢性化しやすくなる

症状が教科書どおりには現れない 診断の基準となる症状、徴候がはっきりしないことが
多い

合併症を起こしやすい 病気により安静・臥床が長期にわたると、関節の拘縮、
褥瘡 の発症、深部静脈血栓症、尿路感染などの合併症
を 起こしやすくなる

感覚器機能の低下 視力障害、聴力障害などが現れる



高齢者に多い疾患
疾患 特徴 歯科的配慮

高血圧 血管に強い圧力がかかり続けている状態 不安、緊張、ストレスによる血圧変動に注意
アドレナリンが含まれる局所麻酔薬に注意

糖尿病 インスリンの作用の不足によって血糖値が通常より高くなる病気。イン
スリンを分泌する細胞がアレルギー反応により破壊され発症する１型、
遺伝的素因と生活習慣により発症する２型がある。多くは2型。

治癒遅延、易感染
診療中の低血糖症状に注意：動悸、冷や汗
糖尿病と歯周病のかかわり

骨粗鬆症 原発性骨粗鬆症：主に女性ホルモンの低下や加齢によって引き起こされ
る。全体の約9割を占めている
続発性骨粗鬆症：特定の病気や薬の影響によって二次的に起こる（ステロイド）

ビスフォスフォネート製剤投与の確認

心疾患 心臓の筋肉への血液の供給量が減ったり障害されたりすることにより引
き起こされ、「狭心症」と「心筋梗塞」が代表的

感染性心内膜炎に注意抗血栓薬に注意

肝疾患 ウイルスや生活習慣、薬物などによって肝臓に障害が起こる病気の総称。
肝臓に炎症をきたす“肝炎”、慢性の肝障害が進行した結果として肝臓が
硬く変化する“肝硬変”、肝臓に発生する悪性腫瘍あくせいしゅようであ
る“肝がん”がある

治癒遅延、易感染、出血傾向
感染対策（B・C型肝炎）

腎疾患 腎機能が不可逆的に低下した状態。原因になる疾患は糖尿病、高血圧、
慢性糸球体腎炎が多くあいり、腎機能低下により心疾患や脳血管疾患の
発症率が高まる

透析している場合治癒遅延、易感染、出血傾向

呼吸器疾患 慢性閉塞性肺疾患、喘息、肺炎など 息をこらえる機会が多いため、SpO2（経皮的動脈血酸素飽和
度）を測定しながら治療
在宅酸素療法中の場合、火の取り扱いに注意
うがいもタイミングが合わず難しい場合がある

脳血管疾患 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管疾患の後遺症として多様な
病態をあらわす障害がのこる場合がある

後遺症による麻痺、嚥下障害がある場合があるがめ、うがい
に注意、抗血栓薬に注意



高齢者に多い疾患
疾患 特徴 歯科的配慮

パーキンソン病 脳内の神経伝達物質であるドーパミンが不足し、運動障害等の神経症
状が徐々に進行していく疾患

リラックスした雰囲気（振戦（手、足、あごの震え）は緊張
で増強）
うがいが難しい場合がある

パーキンソン
症候群

パーキンソン症候群とは、振戦、筋強剛きんきょうごう、動作緩慢、
姿勢反射障害といった運動症状の総称
パーキンソン症候群には、パーキンソン病以外にも、薬剤性パーキン
ソニズム、脳血管性パーキンソニズム、特発性性常圧水頭症、慢性硬
膜下血腫、神経変性疾患などの病気が含ま

リラックスした雰囲気（振戦（手、足、あごの震え）は緊張
で増強）
うがいが難しい場合がある

褥瘡 皮膚が当たる部位の毛細血管の血流が途絶え、皮膚の細胞が壊死する
疾患

治癒には栄養状態も関係しているため、食事摂取に関係する
治療、体位変換に注意

大腿骨骨折 足のつけ根の骨が折れる骨折であり、特に寝たきりの高齢者の既往
に大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折が多い

体位変換に注意

関節リウマチ ゆっくりと確実に関節破壊が進む疾患です。体のいずれの関節にも
起こります。女性に多い疾患です。関節の痛み、腫れ、手指のこわば
り、炎症による関節破壊、関節の機能障害といった関節症状がある

介助に専門的な知識、技術が必要

白内障 レンズの役割を果たす水晶体が白色や黄白色に混濁し、視力を障害
する疾患。多くは加齢に伴って生じる老人性で、70歳以上の高齢者の
ほとんどにみられる。

見えづらさからセルフケア不良や意欲低下となる可能性

緑内障 眼圧（眼球内の液体の圧力）が上がり視神経が損傷し、視野が狭く
なっていく疾患。

見えづらさからセルフケア不良や意欲低下となる可能性

尿路感染 尿路感染症とは尿の通り道に細菌が入る感染症。細菌感染が起きた場
所によって、腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎などに分類される。

長期間寝たきり状態であることが予測される



バイタルサインの正常値

呼吸 呼吸回数12～18回／分

体温 36～37℃

血圧 130mmHg未満（収縮期）／85mmHg未満（拡張期）

脈拍 65～85回／分

意識レベル JCS：0 GCS：14．15

SpO2
サチュレーション

経皮的動脈血酸素飽和度

96～99％



認知症の種類

アルツハイマー型認知症 作業記憶、手続き記憶は比較的保持されており、日常的な会話や
話を取りつくろうことができるため、一見して認知症とは気づか
れにくい
＜進行を遅らせる薬＞
ドネベジル（アリセプト）
ガランタミン（レミニール）
リバスチグミン（リバスタッチ）
メマンチン（メマリー）

脳血管性認知症 嚥下機能の直接的障害、麻痺、半側空間無視、失行、失認など

レビー小体型認知症 幻視、レム睡眠行動異常症、パーキンソニズム

前頭側頭型認知症 前頭葉は「人格・社会性・言語」を、側頭葉は「記憶・聴覚・言
語」を主につかさどっており、社会性の欠如、抑制が効かない、
同じことを繰り返す、感情の鈍麻、自発性のある言葉の低下



認知機能評価

改定長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）

MMSE



意識レベル

覚醒の程度 分類 刺激に対する反応

【０】 清明 意識清明

【Ⅰ桁】
刺激しないでも 覚醒
している状態

１ だいたい意識清明だが、今ひとつはっきり
しない

２ 見当識障害がある

３ 自分の名前、生年月日がいえない

【Ⅱ桁】
刺激すると覚醒する
状態（刺激をやめる
と眠り込む）

１０ 普通の呼びかけで容易に開眼する

２０ 大きな声または身体をゆさぶることにより
開眼する

３０ 痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと、
かろうじて 開眼する

【Ⅲ桁】
刺激をしても覚醒し
ない状態

１００ 痛み刺激に対し、払いのけるような動作を
する

２００ 痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をし
かめる

３００ 痛み刺激に反応しない Ｒ：不穏 Ｉ：失禁
Ａ：自発性喪

観察項目 反応 スコア

開眼(E） 自発的に開眼する ４

呼びかけに開眼する ３

痛み刺激により開眼する ２

全く開眼しない １

最良言語反応
（V）

見当識あり ５

混乱した会話 ４

混乱した言葉 ３

理解不明の音声 ２

全くなし １

最良運動反応
（M）

命令に従う ６

疼痛部を確認する ５

痛みに対して逃避する ４

異常屈曲 ３

伸展する ２

全くなし １

JCS（ジャパンコマスケール） GCS（グラスコマスケール）



介護度

要介護度 身体の状態

要支援1
排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。
状態の維持・改善の可能性の高い状態。

要支援2
食事、トイレなどはできるが入浴などに一部介護が必要な状態。（要介護に
なるおそれがある状態）

要介護1
生活の一部に部分的介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替えなどに一部
介助が必要な状態。

要介護2
排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要で、着替えに見守りなどが必
要な状態。

要介護3
重度の介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替えについて全て介助が必要
な状態で、認知症に伴う問題行動が見られる。

要介護4
最重度の介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替えについて全て介助が必
要な状態で、認知症に伴う問題行動が一層増える状態。

要介護5
寝たきりの状態。生活全般にわたって全面的な介護が必要な状態。

軽い

重い



障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準



認知症高齢者の日常生活自立度



日常生活動作の評価

D：Dressing（着替え）「一人で着替えができますか」
E：Eating（食事）「一人で食べられますか？」「介助は？」
A：Ambulating（歩行）「一人で散歩ができますか？」
T：Toileting（排泄）「トイレまで行けますか？
H：Hygiene（衛生）「入浴はどうしていますか？」

S：Shopping（買い物）「買い物で困ることはありませんか？」
H：Housework（掃除や片付け）「掃除は一人でしていますか？」
A：Accounting（お金や財産の管理）「レジで困る事はありませんか？」
F：Food Preparation（炊事）「食事の準備は自分でできますか」
T：Transport（外出）「公共交通機関は利用していますか？」

ADL：日常生活動作

IADL：手段的日常生活動作



手段的日常生活自立度（IADL）尺度）バーセルインデックス（Barthel Index：機能的評価）





摂食嚥下機能のスクリーニング

改訂水飲みテスト（Modified Water Swallowing Test, MWST）

フードテスト（Food Test, FT）



摂食嚥下能力のグレード（藤島1993）

I  重症
（経口摂取不能）

1 嚥下困難または不能、嚥下訓練適応なし

2 基礎的訓練だけの適応あり

3 条件が整えば誤嚥は減り、摂食訓練が可能

II 中等度
（経口と補助栄養）

4 楽しみとしての摂食は可能

5 一部（１～２食）経口摂食

6 ３食経口摂取プラス補助栄養

III 軽症
（経口摂取のみ）

7 嚥下食で、３食とも経口摂取

8 特別に嚥下しにくい食品を除き、３食経口摂取

9 常食の経口摂取可能、臨床的観察と指導要する

Ⅳ 正常 10 正常の摂食嚥下能力



学会分類2013 参考分類

食事形態



とろみの程度

アサヒグループ食品 (asahi-gf.co.jp)

https://www.asahi-gf.co.jp/special/senior/foods/items/toromiyell/


口腔アセスメントツール（OHAT）



在宅での歯科衛生士の役割

◆個人に適した、清掃物品、清掃方法の提案

◆口腔衛生環境が継続的に良好に維持される環境調整

◆誰にでもできる口腔管理方法の提案と支援


