
令和２年度第２回歯科口腔保健審議会(書面開催) 

日時 令和３年２月１日（月）～２月８日(月)       

次   第

１ 議  事 

 (１)障害者(児)、要介護高齢者に対する歯科口腔保健について 

    ・令和２年度障害者（児）、要介護高齢者に対する歯科口腔保健について  

資料１、資料２－１～４ 

    ・さいたま市障害者歯科相談医ガイドブックの改訂について 資料３ 

２ 報  告 

(１) 「さいたま市健康づくり及び食育についての調査」について 資料４ 

  (２)事業所等への歯科健診受診勧奨について 資料５ 

３ その他 



歯科口腔保健審議会委員名簿

                                令和２年７月２０日現在
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治
じ

3 一般社団法人 大宮歯科医師会 会長 巻
まき

 淳 一
じゅんいち

職務代理

4 一般社団法人 与野歯科医師会 会長 角田
つのだ

 英之
ひでゆき

5 さいたま市４医師会連絡協議会

一般社団法人 さいたま市与野医師会 会長 森
もり

 泰
たい

二郎
じろう

6 一般社団法人 大宮医師会 理事

（大宮地域産業保健センター地域運営主幹） 武石
たけいし

 容子
ようこ

7  一般社団法人 さいたま市薬剤師会 

常務理事 小林
こばやし

 憲樹
けんじゅ

8 公益社団法人 

埼玉県歯科衛生士会 会長 大久保
おおくぼ

 喜
き

惠子
え こ

9 明海大学 学長 安井
やすい

 利一
としかず

10 埼玉県立大学 教授 滑川
なめかわ

 道人
みちと

11 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

理事長 船戸
ふなと

 均
ひとし

12 社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会

在宅サービス課長 大橋
おおはし

 太郎
たろう

13 市民公募委員 野島
のじま

正美
まさみ

14 市民公募委員 塚越
つかごし

香代里
か よ り

15 さいたま市保健所長 西田
にしだ

 道弘
みちひろ

（任期：令和元年７月１日～令和３年６月３０日）
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○さいたま市歯科口腔保健審議会規則

平成25年３月11日

規則第９号

（趣旨）

第１条 この規則は、さいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例（平成24年さいたま市

条例第93号）第10条第10項の規定に基づき、歯科口腔保健審議会（以下「審議会」とい

う。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（会長）

第２条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、

その職務を代理する。

（会議）

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 審議会は、委員（臨時委員を置く調査審議事項を審議する会議にあっては、当該臨時委

員を含む。次項において同じ。）の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

（関係者の出席等）

第４条 審議会は、必要があると認めたときは、関係のある者に対し、出席を求めて説明若

しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（その他）

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。



送付数  394件 返信数  74件 返信率 18.8%
〇回答状況

施設での口腔ケアの実施状況に関するアンケート調査結果(障害者(児)施設)

口腔ケア研修会の書面開催について

今般の新型コロナウイルス感染症拡大の状況から口腔ケア実習の飛沫感染及び接触感染のリス
クを鑑み、集合研修ではなく市内障害者(児)福祉施設等、介護保険サービス事業所等に対し
て、口腔ケアについての書面による研修を行った。

研修内容：各施設に対して口腔ケアの実施状況と新型コロナウイルス感染症の影響また、口腔
ケア実施時の困りごとについてアンケート調査を行い、現状分析を行う。その後、施設に対し
て口腔ケアに関するリーフレット、Ｑ＆Ａ集を送付する。また、Ｑ＆Ａ集で対応できない困り
ごとについては、個別に相談に応じる。

スケジュール：
令和２年８月  アンケート実施

        必要に応じて施設へ電話やメールによる個別対応実施
令和３年３月  施設に向け、現在の口腔ケア実施状況の確認
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回答があった事業所の施設種別
は、入所施設が７施設、通所施
設が６５施設、未記入が２施設
でした。
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資料１



問１ 1.感染拡大前の口腔ケア実施状況

問１ 1.で口腔ケアを実施していた施設のサービス内容

新型コロナウイルス感染症拡大前の口腔
ケアの実施状況は、実施している施設が
３６施設、実施していない施設が２５施
設、その他が１２施設、未記入が１施設
であり、その他の意見としては、
・保護者から要望のあった利用者につい
ては実施していた
・自立訓練（機能訓練）の施設で、食事
やおやつを出したりしないので特に実施
していない等の意見がありました。
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グループホーム
生活介護

施設入所＋生活介護
生活介護＋就労継続支援Ｂ

生活介護＋短期入所
生活介護＋就労支援＋就労継続Ｂ

生活介護＋機能訓練
短期入所

短期入所＋施設入所
入所施設

放課後等デイサービス
児童発達支援

口腔ケア実施施設のサービス内容一つの事業所で、複数の
サービスを実施している
施設もあり、口腔ケアを
実施していた施設の種類
は、多岐にわたります。
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入所施設・短期入所など

生活介護

機能訓練

就労支援・継続など

グループホーム

放課後等デイサービス

児童発達支援

障害福祉サービスを体系ごとに比較介護給付型

訓練等給付型

右の集計結果から障害福
祉サービスの種類ごとに
分析すると（右下グラフ
参照）、
を過ごす施設や介護の
度合いが高い施設（介
護給付型）である入所施
設、短期入所、生活介護
を実施する事業所が、口
腔ケアを実施している傾
向があります。訓練等の
支援サービスを実施して
いる就労支援・就労継
続、機能訓練、グループ
ホームでは、口腔ケアを
実施している施設は少な
い傾向にあります。
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問１ 1.で口腔ケアを実施していない施設のサービス内容
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生活介護

自立訓練

就労継続支援B

就労移行支援

就労継続支援B・就労移行支援

放課後等デイサービス

児童発達支援

児童発達支援・放課後等デイ

口腔ケアを実施していない事業所サービス内容

上記の集計結果から、障害福祉サービスの種類ごとに分析する
（下グラフ参照）と、口腔ケアを実施してないサービスは、就
労継続支援や就労移行支援などの訓練等給付型で多く見られま
した。これらの施設サービスの回答としては、

、利
用時間が短い、食事やおやつを食べていないことから実施して
いないとの事でした。
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問１ 1．で口腔ケアについて、その他と回答した施設のサービス内容

口腔ケア実施について、
その他と答えた事業所
は、放課後等デイサービ
ス、児童発達支援などの
障害児を対象とした障害
福祉サービスで多く見ら
れました。これらの施設
の回答は、
きできる者や、希望者の
みの実施、うがいのみに
対応などでした。放課後
等デイサービスでは、事
業所の方針により、対応
の違いがあることが分か
りました。
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児童発達支援＋放課後児童デイ
サービス

就労継続支援事業B型＋
就労移行支援事業

口腔ケア実施についてその他と回答したサービス内容
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２．緊急事態宣言発令中の口腔ケア

３．緊急事態宣解除後の口腔ケア

問２ 口腔ケアを実施、再開するための条件(複数回答あり)
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従来通り実施していた

できる範囲で実施した

中止した

その他

未記入

緊急事態宣言発令中の口腔ケア
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従来通り実施

出来る範囲実施

まだ開始していない

その他

未記入

緊急事態宣言解除後の口腔ケア

緊急事態宣言発令中の口腔ケア
については、問１の口腔ケア実
施施設が口腔ケアを中止したの
は、５施設であり、「嘱託医か
ら感染リスクが高いと助言があ
り、中止した。」また、「従来
通り実施している施設におい
て、従来通り手袋の装着に加
え、マスク・フェイスシールド
を新たに装着した。」との意見
がありました。

緊急事態宣言発令中に口腔ケア
を中止した施設のうち、口腔ケ
アを再開したのは、1施設のみ
であり、その対応は、「できる
範囲で実施した。」でした。ま
た、再開していない理由として
は、「嘱託医から感染リスクが
高いと助言がりあり、現在も中
止している。」と意見がありま
した。
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物品の確保

安心して実施できる情報

利用者・家族の理解

その他

未記入

口腔ケアを実施、再開するための条件
その他の意見
・提供するサービスの内容に含
まれていないため実施の予定あ
りません。
・広い洗面所・人数配置
・口腔ケアに課題がある
・利用者については、人手不足

科受診を勧める以上の支援が行
えていない （等同意見あり）
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問３ 今後口腔ケアを実施、再開を検討する具体的な情報提供

問４ 日常の口腔ケア実施時の困りごと

性が伝わるような資料や動画があると、訓練の一環としてご提供でき、口腔ケアの促進につながるか
と思います。
・自立訓練(機能訓練)施設で口腔ケアを行う強い動機付けがあると、理学療法士など他の職員も実施
に賛同してもらえると思います。（同意見他1件）

2件）

２件）

みがきが苦手な子供に対する口腔ケアの方法を教えて頂ける
と助かります。（同意見他４件）
・身体障害の方向けの口腔ケアグッズなど。
・家庭でできる口腔ケアのマニュアルなど感染症予防対策をした上での、口腔ケアのマニュアルなど
（同意見他２件）

みがき介助の情報提供（同意見他７件）

件）
みが みがきができない。（同意見他

７件）
・重度の重複障害者が多く、口が開きずらい方や上手くうがいのできない方への介助は負担が多い。
・そもそも口を開けることが出来無い。（同意見他３件）
・ご家庭で、日常的な口腔ケアをしていない方の、 介助の難しさ。（口腔内の状態の悪さのため
等）（同意見他２件）

・ケアに必要な消耗品が基本的に高額なこと。
・うがいができずにそのまま飲み込んでしまう児童への対応（同意見他４件）
・ゴム手袋不足により感染対策がしっかりできない。（同意見他3件）

みがき支援できない方の仕上げみがきをすることがありますが、コロナの影響でフェイスシー
みがき支援が難しく、困っています。感

みがき支援する方法を教えてもらえるとありがたいです。（同意見他4件）
・口腔ケア研修になかなか参加できない
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問5 オンライン研修開催時のインターネット通信環境

考察
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オンライン研修時の通信環境
オンライン研修時の通信環境
は約８割（６１/７４)の施設
で環境が整っている状況で
す。

今回の新型コロナウイルス感染症の感染症拡大の有無に関わらず、口腔ケアを
実施していると回答した施設は、利用時間が
とから、施設入所、生活介護などの介護給付型の施設サービスにおいて、多く
見られる傾向にありました。反対に、口腔ケアを行っていない施設は、就労継
続支援や就労移行支援などの訓練等給付型において多く見られ、これらの施設
では、「施設の利用時間が短い」、「自身で磨いている」等の理由から、施設
職員の介入が見られない傾向にあることが明らかとなりました。アンケート調
査結果の各施設からの困りごとや情報提供においても、自立した方の口腔ケア
方法を教えて欲しいなどの意見もありました。今後は、障害をお持ちでも、あ
る程度自立した方の口腔ケアを施設職員が継続してフォローすることの重要性
や、セルフケアとプロフェッショナルケアの相乗効果で、障害者（児）の口腔
内が良好になることの啓発を行って参ります。
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〇参加状況
送付数   99件 返信数   38 件 返信率 38.4%

問１ 1.感染拡大前の口腔ケア実施状況

２．緊急事態宣言発令中の口腔ケア

施設での口腔ケアの実施状況に関するアンケート調査結果(介護保険施設等)
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施設種別回答があった事業所の施設種別は、特
別養護老人ホームが２５施設、介護老
人保健施設が１３施設となっていま
す。
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実施する予定があった
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感染拡大前の口腔ケアの実施状況
新型コロナウィルス感染症感染拡
大前の口腔ケアの実施状況は、回
答のあったすべての事業所で実施
しているとの回答がありました。

緊急事態宣言発令中の口腔ケアに
ついては、１事業所が従来通りの
実施からできる範囲での実施に変
更がありました。変更内容は、日
頃の職員による食後の口腔ケアに
ついては通常の通り行い、緊急事
態宣言中の外部の訪問系サービス
を実施しないとのことでした。

37

1

0

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

従来通り実施していた

できる範囲で実施した

中止した
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緊急事態宣言発令中の口腔ケア
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３．緊急事態宣解除後の口腔ケア

問２ 口腔ケアを実施、再開するための条件(複数回答あり)

問３ 今後口腔ケアを実施、再開を検討する情報提供

た。日頃の職員による食後の口腔ケアについては通常の通り行っていましたが、緊急事態宣言中は、外
部の訪問系サービスはお断りしていました。そのため日ごろ実施していた専門職による口腔内清掃を中

PCR
検査を実施するなど、安全確認の実施をしその証明で施設訪問を早期に可能となると助かります。もち
ろん、医療介護従事者のPCR検査実施も同様ですが。（原文のまま）
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従来通り実施

出来る範囲実施

まだ開始していない

その他

緊急事態宣言解除後の口腔ケア緊急事態宣言解除後の口腔ケ
ア実施事業所は、緊急事態宣
言中から変化はありませんで
した。
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物品の確保

安心して実施できる情報

利用者・家族の理解

その他

未記入

口腔ケアを実施、再開するための条件口腔ケアを実施、再開するた
めの条件として、物品の確保
との回答が一番多くありまし
た。
その他の意見としては、
・ご入居（ご利用）者が支援
に応じていただけること
・従来どおり
がありました。
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問４ 日常の口腔ケア実施時の困りごと

問５ オンライン研修開催時のインターット通信環境

考察

・認知症の症状など指示の入らない方への支援（同意見他９件）
・自立支援の為、利用者がご自身で口腔ケアが出来る方には声掛けし行って頂いている。そういう方は
職員が介入する事を嫌う方が多く食べ残しが多くみられている。
・胃ろうの方の口腔ケアは気を使います。乾燥しやすく、うがいもできないので、口腔ティッシュなど
を使用しますが、なかなか清潔にできない。
・ブラッシングをどのくらいの時間やれば良いか分からない。

・うがいが出来ない方が半数以上です。有効的な口腔ケアの仕方はありますか。（同意見他４件）

口腔ケアで良くなる方法はありますか。
・職員の人数が限られていて、中々全員に同じように毎食後の口腔ケアを実施することが難しい。（同
意見他３件）
・マスクの着用は当然の中、フェイスシールドの使用は現場として現実的ではなく使用していない。口
腔ケア時、ディスポグローブの着用は徹底しているが、様々なリスクの不安は大きい。又、ディスポグ
ローブの確保が難しい。（同意見他3件）

（同意見他3件）

32

5
1

0
5

10
15
20
25
30
35

はい いいえ 未記入

平日日中にオンライン研修の通信環境が
整っているか

約８割（３２/３８）の施設で、
オンライン研修の通信環境が整っ
ています。

感染症拡大の有無に関わらず、高齢者施設では、口腔ケアを実施している施設が多く、口腔ケアを再開す
るための条件としては、「物品」と答える施設が多い結果となりました。口腔ケア実施時の困りごとで

口腔ケア方法などの意見が多数あり、日頃の口腔ケア介助が充実している事が分かりました。
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担当者の職・氏名

入所施設 電話番号

通所施設 ＦＡＸ番号

① 実施していた

②実施する予定があった

③実施していない     ※③に該当する方は、問２、３へ

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　　2．新型コロナウイルス感染拡大を受けて、日常の口腔ケアは実施していましたか

①従来通り実施していた

②できる範囲で実施した

③中止した

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

①従来通り実施している　※①に該当する方は、問４へ

②できる範囲で実施している

③まだ開始していない

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

さいたま市保健福祉局保健部健康増進課
メールアドレス：kenko-zoshin@city.saitama.lg.jp

施設での口腔ケアの実施状況に関するアンケート調査

　※いただいた回答は、今後の歯科保健行政の参考とさせていただき、それ以外の目的には利用しないことを申し添えます。

問1、新型コロナウイルス感染症拡大に際して、施設での口腔ケアの実施状況についてうかがいます。

施設名

施設種別

がですか

１．新型コロナウイルス感染拡大前、日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)は実施
していましたか。　※③に該当する方は、問２、３へ。

お手数ですが9月14日（月）までにご返送ください。

以下のうち、該当するものに をしてください。（その他に該当する場合は、（）に内容をご記入ください）

2．緊急事態宣言発令中、日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)は実施していました
か。

（2ページ目に続きます）

※②、③、④に
該当する方は、
問２、３へ

1ページ目
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①マスク、フェイスシールド等の物品の確保

②職員が安心して実施できる情報

③利用者、利用者家族の理解

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

調査は以上です。ご協力いただき、ありがとうございました。

提出〆切９月１４日（月）　厳守

問４．日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)を実施していて、困りごと等、可能な限り具体
的にご記入ください。(箇条書き可)

問５．今後、市がオンライン研修を開催する場合、パソコンやスマートフォンなどの機器および必要とな
るWi-Fi環境等のインターネット通信環境（YouTubeやZoom等の動画を滞りなく視聴できる環境）が平日
の日中に滞在している場所（職場や家庭）にありますか。

はい

いいえ

問２．日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)を実施もしくは、再開するために必要な条件
は何ですか(複数回答可)

問３．さいたま市からどのような情報提供等があれば、今後口腔ケアの実施もしくは、再開を検討しま
すか。可能な限り具体的にご記入ください。(箇条書き可)

2ページ目
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担当者の職・氏名

特別養護老人ホーム 電話番号

介護老人保健施設 ＦＡＸ番号

① 実施していた

②実施する予定があった

③実施していない     ※③に該当する方は、問２、３へ

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　　2．新型コロナウイルス感染拡大を受けて、日常の口腔ケアは実施していましたか

①従来通り実施していた

②できる範囲で実施した

③中止した

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

①従来通り実施している　※①に該当する方は、問４へ

②できる範囲で実施している

③まだ開始していない

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

さいたま市保健福祉局保健部健康増進課
メールアドレス：kenko-zoshin@city.saitama.lg.jp

施設での口腔ケアの実施状況に関するアンケート調査

　※いただいた回答は、今後の歯科保健行政の参考とさせていただき、それ以外の目的には利用しないことを申し添えます。

問1、新型コロナウイルス感染症拡大に際して、施設での口腔ケアの実施状況についてうかがいます。

施設名

施設種別

3．緊急事態宣言解除後、日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)の実施状況はいか
がですか

お手数ですが9月14日（月）までにご返送ください。

以下のうち、該当するものに をしてください。（その他に該当する場合は、（）に内容をご記入ください）

１．新型コロナウイルス感染拡大前、日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)は実施
していましたか。　※③に該当する方は、問２、３へ。

2．緊急事態宣言発令中、日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)は実施していました
か。

（2ページ目に続きます）

※②、③、④に
該当する方は、
問２、３へ

1ページ目
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①マスク、フェイスシールド等の物品の確保

②職員が安心して実施できる情報

③利用者、利用者家族の理解

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

調査は以上です。ご協力いただき、ありがとうございました。

提出〆切9月14日（月）　厳守

問４．日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)を実施していて、困りごと等、可能な限り具体
的にご記入ください。(箇条書き可)

問５．今後、市がオンライン研修を開催する場合、パソコンやスマートフォンなどの機器および必要とな
るWi-Fi環境等のインターネット通信環境（YouTubeやZoom等の動画を滞りなく視聴できる環境）が平日
の日中に滞在している場所（職場や家庭）にありますか。

はい

いいえ

問２．日常の口腔ケア(利用者の歯みがきや義歯の清掃)を実施もしくは、再開するために必要な条件
は何ですか(複数回答可)

問３．さいたま市からどのような情報提供等があれば、今後口腔ケアの実施もしくは、再開を検討しま
すか。可能な限り具体的にご記入ください。(箇条書き可)

2ページ目
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１．口腔ケアとは 

口腔ケアは、口腔内の歯や粘膜、舌などの汚れを取り除く器質的口腔ケアと口腔機能の維持・回復を目的とした

機能的口腔ケアから成り立っており、この２つがうまく組み合わされることで効果が高まります。 

口腔ケアは、むし歯や歯周病予防のためだけでなく、全身の健康を守るためにとても大切です。 

口腔ケア 

口腔清掃 

(器質的口腔ケア) 

口腔機能回復 

（機能的口腔ケア） 

うがい、歯みがき、義歯の清掃、粘膜、舌の清掃 

口腔疾患および機能障害に対する予防、治療、リハビリ

テーションを目的とする歯科治療から機能訓練までを 

含むケア 

２．誤嚥性肺炎とは 

老化や脳血管障害の後遺症などによって、

飲み込む機能（嚥下機能）や咳をする力が

弱くなると、口腔内の細菌、食べかす、逆

流した胃液などが誤って気管に入りやすく

なります。その結果、発症するのが、誤嚥

性肺炎です。 

要介護高齢者において口腔の衛生状態を良

好に保つことにより不顕性誤嚥（主に、就

寝時に起こりやすく、誤嚥しても「むせ

る」などの反射がない）による肺炎を予防

することが報告されています。       

３．誤嚥性肺炎予防のために口腔ケアでできる

こと 

①口腔清掃を徹底し、口腔内細菌を減らす。 

②機能的な口腔ケアを行い、摂食・嚥下能力を向上

させる。 

③食べる前に準備体操としてお口の体操【パタカラ

体操（下記に説明）など】を行う。 

4．口腔ケアを行うための基礎知識 

歯みがきは、歯ブラシ等を用いてプラーク（細菌のかたまり）や食物残渣を除去します。 

汚れのつきやすい部分に気を付けてみがくことで、むし歯や歯周病予防、口臭の軽減に繋がります。義歯を

装着している方は、止め金がかかっている歯に汚れがつきやすいので、義歯をはずしてみがきます。 

☆．パタカラ体操 

舌の動きを意識しながら、少しずつ早く、「パパパパ

パ、タタタタタ、カカカカカ、ラララララ」と何度も

繰り返しましょう。食べ物を上手にのどの奥まで運ぶ

一連の動作を鍛えるための発音による運動です。

パパパパパ・・・ 

タタタタタ・・・

障害をお持ちの方、要介護高齢者への口腔ケアのポイント 

歯と歯の間 歯と歯ぐきの境目 かみ合わせの溝 

～汚れのつきやすいところ～

1
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５. 自宅や施設でできる口腔ケア  歯ブラシによるプラークコントロール 
 ①毛先は45°に歯と歯ぐきの境目にあてる 

 ②軽い力でみがく 

 ③小刻みに横に動かしてみがく 

スポンジブラシによる舌や粘膜の清掃 

①スポンジを水に浸してしっかり絞る

②粘膜についた汚れをやさしくかきだすように取り除く

③スポンジが汚れたら、汚れを拭き取り、①～③をくり返す 

６. 義歯の取り扱いかた、清掃について 

・就寝時など、入れ歯は外し、清掃には義歯用ブラシと義歯洗浄剤の併用が

理想です。義歯表面のぬるぬる感がなくなるまで行います。 

・乾燥すると変形の原因になるため、水、洗浄剤につけて保管します。 

・義歯の清掃に歯みがき粉は使用しません。 

7．介助が必要な方の口腔ケア時の姿勢 誤飲を防ぐ上で、姿勢に気をつけることが重要です。

※クッション等を使用し、姿勢を安定させましょう。 

上半身を起こし（30～60 度）、

誤飲を防ぐため、顔は横に向け、

顎を少し引いた姿勢をとります。 

８．むし歯予防におすすめのフッ化物応用 

歯みがきが上手にできない場合、むし歯などのリスクが高まります。フッ化物の利用は、歯のむし歯

抵抗性を高めてむし歯を予防する方法で、有効性･安全性に関する証拠が確認されています。

フッ化物応用法の種類 

・歯磨剤（歯みがき粉） 

  子どもから大人まで活用でき、高齢の方に多くみられる歯の根（歯根）に

できるむし歯の予防効果もあります。 

・フッ化物洗口 

  永久歯が生え始める4歳頃から生えそろう中学生位まで使用します。 

・フッ化物塗布 

  高濃度のフッ化物を歯科医院等で定期的に年に2～3回程度塗布します。 

生え始めの歯に塗布すると特に効果的です。

フッ化物の効果 

・歯を丈夫にする。   

・再石灰化を促進する。 

・むし歯菌の力を弱める。 

膝の角度を90度にし、足下

は床にしっかりと着け、安定

させます。 

※スポンジブラシは、使い捨てです。 

③寝たまま行う口腔ケア 

体を起こせない場合、なるべく顔だけで

なく体も横向きにし、頭部を枕で高くし

ます。 

☆麻痺がある場合は、麻痺のない側を下

にして横向きに寝ます。 

①イスでの口腔ケア ②ベッドでの口腔ケア 

スポンジブラシ

【発行】さいたま市口腔保健支援センター(さいたま市役所 健康増進課)TEL 048-829-1294 FAX 048-829-1967
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口腔ケアに関するQ＆A

障害をお持ちの方への口腔ケアに関するQ&A

Q1 障害のある方への日常的な口腔ケアの方法を教えて下さい ・・・ １Ｐ

Q2

・・・ ２Ｐ

Q3 ・・・ ２Ｐ

Q4 ・・・ ３Ｐ

Q5 ・・・ ３Ｐ

 歯みがきを嫌がったり、拒否がある、恐怖心のある方へのブ
ラッシング法を教えて下さい

口角が切れやすい、炎症がある方のブラッシング法について教えて下さい

歯並びの良くない子（人）の口腔ケアはどのようにしたらよいですか

歯みがき粉の種類について教えて下さい

Q6 ・・・ ４Ｐ
障害のある方の中年期、老年期における口腔ケア、支援について教えて下
さい

【発行】さいたま市口腔保健支援センター(さいたま市役所 健康増進課)   TEL 048-829-1294  FAX 048-829-1967
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障害をお持ち方への口腔ケアに関する Q&A 

「指定障害福祉サービス事業所集団指導（R1 年 7 月）」や「障害がある方への口腔ケア研修

会（R1 年 11 月）」、さらに施設での「口腔ケアの実施状況に関するアンケート（R2年 9 月）」

において市内障害者（児）指定事業所職員からいただいた歯科に関する質問とその回答を以

下にまとめました。参考にしてください。

Q1. 障害のある方への日常的な口腔ケアの方法を教えて下さい。 

A1. 障害のある方は、歯ブラシをうまく持つことができていなかったり、歯

みがきを行っていても汚れをとることは難しい状況にあります。やさしく

声掛けをしたり、歯みがきが習慣化されるように支援します。また、本人

の負担をできるだけ軽減するため、短時間で効率よく行うのがポイントで

す。歯ブラシの他に、スポンジブラシ、歯間ブラシ、舌ブラシなどの清掃

補助具を活用しましょう。 

スポンジブラシの使い方 

①スポンジを水に浸してしっか

り絞る 

②粘膜についた汚れをやさしく

掻き出すように取り除く 

③スポンジが汚れたら、汚れを 

拭き取り、①～③を繰り返す 

＊スポンジブラシは、使い捨て

です。

歯間ブラシの使い方 

①歯ぐきを傷つけないよう

に歯間ブラシの先端を斜め

に上に向けて挿入（下の歯

の場合）。（上の歯の場合は、

歯間ブラシの先端を下に向

けて挿入） 

②2～3 回動かして歯垢を落

とす 

③内側からも清掃 

＊無理に押し込まないよう

にします。 

舌ブラシの使い方 

①ブラシを水で濡らす 

②ブラシを舌に軽くあ

て、舌の奥から手前にゆ

っくり引く 

（手前から舌の奥にブ

ラッシングしないよう

にします。） 

＊舌清掃は1日 1回程度

します。

左から、 

スポンジブラシ、 

歯間ブラシ 

舌ブラシ 
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Q2. 歯みがきを嫌がったり、拒否がある、恐怖心のある方へのブ 

ラッシング法を教えて下さい。 

A2. 対象者の様子を観察しながら、優しく声掛けをしましょう。 

たとえば、 

・10 を数えている間だけ歯みがきをさせてもらったり、うがいをしてもらい

ましょう。 

・上唇をめくった時に見られる上唇小帯（ひだ）＊に歯ブラシが当たると痛

みを感じるため、介助者は、人差し指の腹であらかじめ上唇小帯を押さえ

てブラッシングしましょう。 

・お口から遠いところから、「触られる」ことに慣れてもらいます。手のひら

を握る→腕を触る→肩を触る→頬に手を当てる→口の周りのマッサージ→

口に歯ブラシを入れる、など優しく声をかけながら触れるようにしましょ

う。この過敏を取っていくことを脱感作といいます。 

Q3. 口角が切れやすい、炎症がある方のブラッシング法につい 

て教えて下さい。 

A3. 歯みがき前に保湿剤等を口角や口唇に塗布し、保湿ケアを行いましょう。 

また、歯みがき後も保湿剤等を使用して乾燥を予防しましょう。 

乾燥の強い季節では、特に口角や口唇が乾燥し、切れやすくなります。そのよ

うな状態でブラッシングを行うと痛みを感じ、歯みがきの拒否へとつながりま

す。また、炎症がある場合は歯科医師、歯科衛生士に相談しましょう。

＊上唇の内側にあ

るひだを上唇小帯

と言います 
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Q4. 歯並びの良くない子（人）の口腔ケアはどのようにしたらよ

いですか 

A4. 歯ブラシの他に、歯間ブラシや、一歯みがき用歯ブラシなどを活用しま

しょう。

歯並びが乱れている原因は、むし歯や、むし歯による乳歯の早期脱落等が

挙げられます。そのような場合、プラーク（細菌の塊）が停滞しやすく、

むし歯、歯肉炎の発症につながることがあります。歯ブラシに加え、清掃

補助具（歯間ブラシ、一歯みがき用歯ブラシ＊など）を使います。また、

著しく歯並びが乱れていてブラッシングがしにくい場合は、歯科医師、歯

科衛生士に相談しましょう。              

Q5. 歯みがき粉の種類について教えて下さい。 

A5. むし歯予防には、フッ化物配合（モノフルオロリン酸ナトリウム（MFP）・ 

フッ化ナトリウム・フッ化第一スズ）の歯みがき粉が効果的です。 

障害のある方は、歯みがきがうまくできない場合もあり、口腔疾患のリスクが

高まります。そのため、予防が特に大切です。むし歯予防には、フッ化物の応

用が効果的です。フッ化物配合歯磨剤の予防効果は世界的にも数多くの調査が

あり、報告数が最も多い予防率は 30～40％です（出典：e-ヘルスネット、更新日：

2019 年 8 月 2 日 ）。 効 果 的な 使 用方法 に つい て は https://www.e-

healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth「e-ヘルスネット、歯・口腔の健康、

フッ化物配合歯磨剤」を参照してください。 

左から、歯間ブラシ、一歯みがき用歯ブラシ＊ 

＊一歯みがき用歯ブラシ

ヘッドが小さく、毛先がひとつにまとまっ

ているため、普通の歯ブラシでは磨きにく

い場所をピンポイントで磨けます。一本だ

け残った歯や段違いになった歯の清掃に

も有効です。 
（歯間ブラシの使い方 

は、p.1 の A1.を参考） 
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【発行】さいたま市口腔保健支援センター(さいたま市役所 健康増進課) 

TEL 048-829-1294 FAX 048-829-1967 

Q6. 障害のある方の中年期、老年期における口腔ケア、支援につ 

いて教えて下さい。 

A6. 健全な口腔機能と良好な口腔衛生状態を保つことが重要です。

障害の種類や程度にもよりますが、中年期、老年期になりますと、むし歯

や歯周病、義歯不適合などに加えて、加齢や全身疾患によっても口腔機能

が低下しやすくなります。口腔機能が低下すると栄養の偏りやエネルギー

不足になり、低栄養を呈することが多くなります。また、嚥下機能が低下

し、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。そのため、口腔清掃に加えて、舌

の運動（「要介護高齢者への口腔ケアに関する Q&A」、p.10、A21. 参考）や

唾液腺マッサージなどを行うとよいでしょう。 

唾液腺マッサージ 

①耳下腺(耳の手前)への刺激 

親指以外の 4 本の指を頬にあ

て、上の奥歯あたりを後ろから

前へ向かって回す（10 回） 

②顎下腺(あごの下)への刺激 

親指を顎の内側のやわらかい

部分にあて、耳の下から顎の

下まで５か所ぐらいを順番に

押す（各５回） 

③舌下腺（あごの真下）

への刺激 

両手の親指をそろえ、顎

の真下から手を突き上げ

るようにグーっと押す 



口腔ケアに関するQ＆A

要介護高齢者への口腔ケアに関するQ&A

細菌

Q1  口腔内細菌はどのくらいで増殖しますか ・・・ １Ｐ

口腔内トラブル

Q2 ・・・ １Ｐ

Q3 ・・・ ２Ｐ

義歯

Q4 ・・・ ２Ｐ

Q5 総義歯の方の口臭予防のための口腔ケアはありますか ・・・ ２Ｐ

Q6 義歯の破損、紛失のリスク、予防方法について教えてください ・・・ ３Ｐ

Q7 ・・・ ３Ｐ

認知症

Q8 認知症や拒否が強い方への口腔ケアの方法を教えて下さい ・・・ ４Ｐ

Q9 ・・・ ４Ｐ

口腔ケア（全般）

Q10 口腔ケアの目的を教えて下さい ・・・ ４Ｐ

Q11 口腔ケアの際に抑えなければならないポイントはありますか ・・・ ５Ｐ

Q12 利用者にどのように声掛けをしたらよいですか ・・・ ６Ｐ

Q13 ・・・ ６Ｐ

Q14 ・・・ ６Ｐ

Q15 ・・・ ７Ｐ

Q16 口蓋（上あご）の口腔ケアについて教えて下さい ・・・ ７Ｐ

Q17 ・・・ ８Ｐ

Q18 ・・・ ８Ｐ

Q19 ・・・ ９Ｐ

口腔内に出血、歯のぐらつきがあった場合、医療的な管理として必要な技
術や知識はありますか

口腔内の乾燥や舌苔のある方に対する口腔ケアを教えて下さい

義歯を外す際、食いしばったり、指を噛むひとがいます。また、義歯を入
れる際、口角を傷つけそうです。義歯の着脱に注意する点はありますか

口腔ケアを行った後も口腔内や義歯にぬるつきがあります。何か対策はあ
りますか

口腔ケアに対し強い拒否があり実践できない方に、食後にお茶や水を飲ん
でいただいていますが、お茶と水はどちらがよいですか。お茶にはどれほ
どの殺菌効果がありますか。また、水にとろみをつけたらよいですか

保湿剤を使用しても取りきれない乾燥痰、付着物の除去はどのようにした
らよいですか

義歯洗浄剤を購入できない方の義歯を清潔に保持する方法を教えてくださ
い

認知症で、小さい義歯を飲み込んでしまったり、置き忘れたりしてしまう
恐れがあります。義歯は必ずしも必要ですか

口腔ケアをする際、一部介助、全部介助の方法を教えて下さい

ブラッシングは一日何回行うことが望ましいですか

口腔ケアの際、食いしばってしまい、口を開けない方の口腔ケアはどうし
たらよいですか

口腔ケア

資料２－３



口腔ケアに関するQ＆A

要介護高齢者への口腔ケアに関するQ&A

口腔ケア

Q20  うがいができない人はどうしたらよいですか ・・・ ９Ｐ

Q21 舌機能訓練でわかりやすいプログラムがあれば教えて下さい ・・・ １０Ｐ

Q22 ・・・ １０Ｐ

Q23 ・・・ １１Ｐ

Q24 スポンジブラシとガーゼの使用方法、注意点を教えて下さい ・・・ １１Ｐ

Q25 口臭予防に洗口剤は効果がありますか ・・・ １２Ｐ

Q26 ・・・ １２Ｐ

その他

Q27 ・・・ １３Ｐ

歯ブラシの小さい、大きい、柔らかい、硬いなどの選択方法について教え
て下さい

歯の表面しか磨けず、歯の裏側を磨くのが難しい、1本しかない歯を磨くと
き、折れてしまいそうで怖い、どうしたらよいですか

口腔ケア用品

歯ブラシ以外の口腔ケア用品はありますか

加算を取る際の注意点があれば教えて下さい

【発行】さいたま市口腔保健支援センター(さいたま市役所 健康増進課)   TEL 048-829-1294  FAX 048-829-1967
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「老人福祉施設職員向け口腔ケア研修会（H3１年３月）」や「施設での口腔ケアの実施状況

に関するアンケート（R2年 9 月）」において、市内の施設職員からいただいた歯科に関する

質問とその回答を以下にまとめました。参考にしてください。 

要介護高齢者への口腔ケアに関する Q&A 

細菌 

Q1. 口腔内細菌はどのくらいで増殖しますか。 

A1. 食後 8 時間程度でプラーク(細菌の塊)ができると言われ、プラーク１グラム

の中には、およそ 300 種類、1億個もの細菌が存在しています。 

(e-ヘルスネット、「プラーク」参考） 

口腔内トラブル 

Q2. 口腔内に出血、歯のぐらつきがあった場合、医療的な管理として 

必要な技術や知識はありますか。 

A2. 歯みがきをする時に少量の出血がある場合、通常は歯ぐきの炎症によるもの 

です。気にせず、少しずつでも歯みがきを続けます。しかし、何もしなくても 

出血が見られる場合は、歯科医師、歯科衛生士に相談してください。 

歯のぐらつきは程度によっては口腔ケアや、食事時に脱落し、誤飲の恐れがあ 

るため、歯科医師に早めに相談してください。 
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Q3.口腔内の乾燥や舌苔のある方に対する口腔ケアを教えて下さ 

い。 
A3. 保湿ジェルのついたスポンジブラシを用いて、口腔内全体に塗布し、また、

舌苔をふやかします。 

舌苔（舌の表面につく白い苔状の汚れ）がついていると、口臭の原因にもなり

ます。力まかせにこすると舌を痛めてしまいますので、保湿ジェルにより、舌

苔が柔らかくなってきたら、舌苔を少しずつ取り除くイメージで、スポンジブ

ラシを舌の奥から手前に き出すように動かします。一度に全部取り除こう

とはせず、ケアを行います。（スポンジブラシの使い方は p.11、A24.さらに、

障害をお持ちの方、要介護高齢者への口腔ケアのポイント、「５．自宅や施設

でできる口腔ケア」を参考） 

義歯 

Q4. 義歯を外す際、食いしばったり、指を噛むひとがいます。また、 

義歯を入れる際、口角を傷つけそうです。義歯の着脱に注意する点 

はありますか。 

A4. 口唇が横に広がりやすいよう口を半開きにさせます。 

義歯を着脱する際、大きい口を開けすぎすると介助者の手を噛まれたり、筋肉

の緊張により着脱が困難となります。また、乾燥した義歯を口腔内に入れると

不快感を与えるため、予め義歯を水で濡らしてから装着します。 

Q5. 総義歯の方の口臭予防のための口腔ケアはありますか。 

A5. p.8、A18.さらに p.12、A25.を参考にしてください。 
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Q6. 義歯の破損、紛失のリスク、予防方法について教えてくだ

さい。

A6.

①義歯はプラスチックでできているため、落下させると破損の原因になり

ます。清掃する際は、洗面器に水をはり、この上で義歯を清掃します。 

②義歯は紙に包まないようにします（ゴミと間違えて捨てる恐れがあるた

め）。 

③本人の名前の書いた義歯専用の容器を確保し、口腔ケアの後はすぐに所

定の場所（口腔内または容器）に戻します。 

④認知症の方は施設で他の人の義歯を着けたり、紛失したりすることもあ

るので、義歯に名前を入れることもおすすめです。 

Q7. 義歯洗浄剤を購入できない方の義歯を清潔に保持する方法

を教えてください。 

A7．歯ブラシや義歯用ブラシで義歯を磨ければ特に問題はありません。 

しかし歯みがき粉には研磨剤が入っているため、義歯の清掃に歯磨き粉

は避けてください。細かいキズとなり、そこに細菌が定着してしまいま

す。食べ物の油分などの付着が気になる場合、食器洗い用の中性洗剤を

少しつけて歯ブラシで磨きます。中性洗剤には研磨剤は入っていないの

で、汚れだけを落とします。また、変形のもとになりますので、熱湯に

つけることは避けましょう。義歯の汚れをしっかり落とし、清潔に保つ

ことが大切です。
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認知症 

Q8. 認知症や拒否が強い方への口腔ケアの方法を教えて下さい。 

A8. 日常的な声掛けや雰囲気作りが大切です。慣れた雰囲気で無理強いをせず機

嫌がよい時に、口腔ケアを行います。いきなり口に触れるのではなく、これか

ら、歯みがきやうがいなどが始まることを伝え、過敏を取ってから行います(脱

感作）（p.6、A12. 参考）。 

Q9. 認知症で、小さい義歯を飲み込んでしまったり、置き忘れたり 

してしまう恐れがあります。義歯は必ずしも必要ですか。 

A9. 認知症の症状や状態、食事の形態を考慮し、義歯の必要性を決定します。 

義歯の認識が難しく、異物として捉えることがある場合、必ずしも義歯の装着

をお勧めはしません。また、軟食摂取に慣れている場合、新しい義歯を作成し

ても使用しないことがあります。義歯の誤飲は認知障害が多くの原因とされて

いますが、義歯装着により、咀嚼機能が回復し、摂食嚥下機能に良好な影響を

及ぼす可能性もあります。義歯装着に関しては、認知症の重症度を考慮し、歯

科医師に相談しましょう。 

口腔ケア（全般） 

Q10. 口腔ケアの目的を教えて下さい。 

A10. 目的は「口腔内を清潔に保つこと」と「口腔機能を維持･向上すること」で

す。要介護高齢者の口腔ケアでは、口腔内の乾燥を予防し、誤嚥性肺炎、さら

には老化や障害による口腔機能の低下の予防、改善を行います。 
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Q11. 口腔ケアの際に抑えなければならないポイントはあります

か。 

A11.

①利用者を安心させるため、声かけをし、口腔内を確認します。

②介助は最小限にとどめます。

できるだけ本人の残っている能力を活かすことが重要です。ただし仕

上げは介護者が手伝いましょう。 

③誤飲に注意します。 

寝たままの場合は、顔を横に向け、枕を使って下あごを引き、水分が

気管に入らないように注意します。麻痺があれば、麻痺のない側を下

にします。（障害をお持ちの方、要介護高齢者への口腔ケアのポイント、「7．

介助が必要な方の口腔ケア時の姿勢」参考）

④口腔内の乾燥に注意します。 

乾燥が著しい場合、保湿剤を使用します。 

⑤短時間で効率よく行います。 

本人の負担を可能な限り軽減するために、歯ブラシの他に、便利な清

掃補助具（スポンジブラシ・歯間ブラシ・舌ブラシなど）をうまく活

用して下さい。（使い方は、「障害がある方への口腔ケアに関する Q＆A」、p.1、

A1. 参考） 

左から、スポンジブラシ 

    歯間ブラシ 

    舌ブラシ 
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Q12. 利用者にどのように声掛けをしたらよいですか。 

A12. いきなりケアを行うとびっくりするので、必ず「うがいをしますよ」、「口 

の中をきれいにしますよ」と本人に声かけをし、これから口腔ケアが始まる 

ことを伝えます。 

会話が減り、しばらくお口から食べ物をとっていないような場合、口の中

が過敏になったり、感覚の異常がでることがあります。この過敏を取ってい

くことを脱感作といい、まずは、お口から遠いところから、「触られる」こと

に慣れてもらいます。手のひらを握る→腕を触る→肩を触る→頬に手を当て

る→口の周りのマッサージ→口に歯ブラシを入れる、など優しく声をかけな

がら触れるようにしましょう。 

Q13. 口腔ケアをする際、一部介助、全部介助の方法を教えて下さ 

い。 

A13. 一部介助法は、本人ができる部分は本人にまかせ、歯みがきする意欲を失

わせないようにし、できない部分を介助者がフォローします。 

全部介助法は、誤飲防止のため、適切な姿勢、体位の確保が重要です。座位

（座った状態）が理想ですが、困難な場合は、頭部に枕を置いて顎を少し 引

き、姿勢を確保し水分が気管に入るのを防ぎます。体を起こせない場合、側

臥位(横向き)が安全です。 

麻痺がある場合、麻痺のない側を下にします。（障害をお持ちの方、要介護

高齢者への口腔ケアポイント「7．介助が必要な方の口腔ケア時の姿勢」参

考） 

Q14. ブラッシングは一日何回行うことが望ましいですか。 

A14. 1 日のうち、どのタイミングでブラッシングをしても、プラークを落とすこ

とができれば問題はありませんが、寝ている間は、唾液が少なくなり、口内環

境が悪化しやすくなります。従って、そのうち 1 回は、就寝前にブラッシング

やうがいを行い、口腔内を清潔に保つようにしましょう。 
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口腔ケア 

Q15. 口腔ケアの際、食いしばってしまい、口を開けない方の口腔ケ

アはどうしたらよいですか。 

A15. まずは、脱感作を行い（p.6、A12. 参考）、歯の外側から磨きましょう。歯

を磨くことに慣れてくると開けてくれる場合があります。それでも難しい場

合、一番奥の歯の後ろの歯茎に指を入れて圧迫すると開くことがあります。た

だし、指を怪我しないように注意しましょう。開口出来たら、開口器（割り箸

や歯ブラシの柄にガーゼを巻いたものなど）を噛んでもらい、ケアするのも良

いでしょう。 

Q16. 口蓋（上あご）の口腔ケアについて教えて下さい。 

A16. 口蓋（上あご）にも、口腔内の細菌や食べかす、剥がれ落ちた粘膜、痰

などが付着しやすいため、保湿ジェルやスポンジを用いてやさしく取り除

く必要があります。乾燥が著しい場合、口腔内全体に保湿ジェルを塗布し

ます。スポンジブラシに水をつけ、軽くしぼり、痛くない程度に口蓋奥か

ら手前に向けて動かします。（スポンジブラシの使い方は p.11、A24.さら

に、障害をお持ちの方、要介護高齢者への口腔ケアのポイント、「５．自宅

や施設でできる口腔ケア」参考） 

口蓋奥から手前

に向けてスポン

ジブラシを動か

します 
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Q17. 保湿剤を使用しても取りきれない乾燥痰、付着物の除去はどの 

ようにしたらよいですか。 

A17. 保湿剤を用い、スポンジブラシ等で、柔らかくなったら、少しずつ取り除

きます。 

唾液量が減少し自浄作用が機能しない場合、口腔内にこびりついた古くなっ

た粘膜や乾燥した痰が硬くなり、やがて層になってしまいます。口腔内の粘膜

としっかりこびりついてしまっているため、無理に剥がそうとすると、出血を

伴うことがあります。（スポンジブラシの使い方は p.11、A24. さらに、障害

をお持ちの方、要介護高齢者への口腔ケアのポイント「５．自宅や施設ででき

る口腔ケア」参考）

Q18. 口腔ケアを行った後も口腔内や義歯にぬるつきがあります。

何か対策はありますか。 

A18.洗口剤の使用、さらに、義歯には義歯用ブラシ、義歯洗浄剤の併用を勧

めます。 

唾液の減少や細菌が口腔内に付着し、ぬるぬるしたのり状の物質を作って

集団になることが口のねばつきの原因となっています。洗口剤などを併用

すると、さらなる相乗効果が得られます。また、清掃は義歯用ブラシと義

歯洗浄剤の併用が理想的です。洗浄は表面のぬるぬる感がなくなるまで行

ってください。 

義歯を外して義歯用ブラシ

等でしっかりこすり洗いし

てください。 義歯洗浄剤につけての清掃 
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Q19. 口腔ケアに対し強い拒否があり実践できない方に、食後にお

茶や水を飲んでいただいていますが、お茶と水はどちらがよいで

すか。お茶にはどれほどの殺菌効果がありますか。また、水にと

ろみをつけたらよいですか。 

A19. 食べカスを洗い流すという観点では、お茶、水のどちらを飲んでも問題 

ないと考えます。なお、お茶に含まれる殺菌効果は明確な証拠が立証されて

いません。 

飲み込みの際にむせる場合、水分摂取という観点では、誤嚥を防ぐために

は、水にとろみをつけることはあります。しかし、食べカスなどを洗い流す

という目的で、水にとろみをつける必要はありません。

Q20. うがいができない人はどうしたらよいですか。 

A20. 口腔ケア用ウェットティッシュや水をしぼったスポンジブラシで歯や粘

膜の汚れを拭き取ります。歯みがき粉を使用した後は、ガーゼで拭き取りま

す。うがいができない場合にも保湿が必要です。保湿剤をつけた指やスポンジ

ブラシで口腔内を潤しましょう。（スポンジブラシの使い方は p.11、A24.さら

に、障害をお持ちの方、要介護高齢者への口腔ケアのポイント「５．自宅でで

きる口腔ケア」参考） 

うがいができない人、経管栄養をされている人の口腔ケアは、誤嚥の危険性

が高いので、歯科医師、歯科衛生士の指導を受けましょう。
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Q21. 舌機能訓練でわかりやすいプログラムがあれば教えて下さい。 

A21. 舌の運動機能は摂食嚥下機能と深く関係していて、安全に食事をする上で

重要です。スムーズに飲み込めるよう、機能向上のため、舌の筋力を強化し

ましょう。無理のない範囲で、舌の運動として、①舌出し（舌をべーっと出

します。）、②舌押し（上下の口唇を舌でむーっと押したり、左右の頬を口の

中からアメ玉を加えているように舌で押します。）、または③パタカラ体操な

どを行うとよいでしょう。 

口腔ケア用品 

Q22. 歯ブラシ以外の口腔ケア用品はありますか。 

A22. 本人の負担をできるだけ軽減するために、短時間で効率よく行うことがポ

イントです。そのためには歯ブラシの他に便利な清掃補助具（スポンジブラシ・

歯間ブラシ・舌ブラシなど）をうまく活用して下さい。（「障害がある方への口

腔ケアに関する Q&A」、p.1、A1.や「要介護高齢者への口腔ケアに関する Q&A」 

p.11、A24. さらに p.12、A26. 参考） 

「パパパパ・・・」

「タタタタ・・・」 

「カカカカ・・・」 

「ララララ・・・」 

・はっきり大きな声で「パ」、「タ」、「カ」、「ラ」、 

それぞれ 10回繰り返します。 
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Q23. 歯ブラシの小さい、大きい、柔らかい、硬いなどの選択方法

について教えて下さい。 

A23. 歯ブラシは「ふつう」のかたさのものがおすすめですが、歯ぐきから出

血がある場合や歯ぐきが腫れている場合は、「やわらかめ」のものをおすす

めします。大きさに関しては、歯やお口の大きさに合ったものを選びましょ

う。障害により腕が上がりにくい場合は、割り箸などを巻き付けて柄を長く

したり、歯ブラシの柄をうまく握れない場合は、柄にガーゼなどを巻いて太

くするなど、歯ブラシの改良を行いましょう。 

左図に歯ブラシの改良を示します。 

割り箸などで柄を長くしたり、ガー

ゼやタオルを巻いて柄を太くしま

す。 

↑標準的な歯ブラシ 

Q24. スポンジブラシとガーゼの使用方法、注意点を教えてください。 

A24.スポンジブラシ

水を入れたコップ２つ（洗うための物と濡らすための物）を用意します。スポン

ジを水で濡らして、しっかり絞ってから汚れを優しく拭き取ります。スポンジに

着いた汚れは拭き取り、洗う用のコップの水でゆすぎ、これを繰り返します。口

腔内に乾燥がある場合、ケア前とケアの最後に保湿剤をスポンジブラシに付けて

保湿します。スポンジは 1回使用したら捨て、ケアごとに新しい物にしましょ

う。歯ブラシ類に比べ、歯面の清掃効果は劣りますが、頬の内側、頬と歯ぐきの

移行部、舌や口蓋（上あご）の汚れや粘着物を除去できます。 

ガーゼ 

 指（人差し指）に巻き付け、粘膜に付着した汚れを優しく拭き取ります。介助者

によるケアで使用する際は、指を噛まれないよう、気を付けてください。途中で

ガーゼが外れないように、端をしっかり握って使用して下さい。 
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Q25. 口臭予防に洗口剤は効果がありますか。 

A25. 洗口剤の使用だけでは効果は期待できません。 

口臭の原因はほとんどが舌苔（ぜったい：舌の表面につく白い苔状の汚れ）

です。したがって舌の清掃による舌苔の除去が最も有効な予防法です。（舌

ブラシの使い方は、「障害がある方への口腔ケア Q&A」、p.1、A1. 参考）し

かし、唾液の分泌が減少して細菌が増殖しやすい環境になる就寝前や歯みが

きの仕上げとして洗口剤は有効です。また、他に口臭の原因は、歯周病が原

因の可能性がありますので、その場合、歯科医院での専門的な検査、治療が

必要となります。 

Q26. 歯の表面しか磨けず、歯の裏側を磨くのが難しい、 

   1 本しかない歯を磨くとき、折れてしまいそうで怖い、 

   どうしたらよいですか。 

A26.一歯みがき用歯ブラシは、小さい歯ブラシとしても使い勝手が良いの

で、上記のケースに適しています。 

一歯みがき用歯ブラシは歯並びの悪い所や孤立した歯、一番後方の歯の後

ろ側、ブリッジのダミー部分などの清掃に便利です。また、毛先が平面で

あるタイプの歯ブラシは、口が開きづらく指 1 本位しか開かない方の内側

の歯みがきにもおすすめです。 

ヘッドが小さく毛

先が平面になって

います。 

ヘッドが小さく、

毛先が一つにまと

まっています。 
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【発行】さいたま市口腔保健支援センター(さいたま市役所 健康増進課) 

TEL 048-829-1294 FAX 048-829-1967 

その他 

Q27. 加算を取る際の注意点があれば教えて下さい。 

A27. 介護保険施設において算定できる加算には、①口腔衛生管理体制加算

（2020 年 11 月現在）と、②口腔衛生管理加算（2020 年 11 月現在）がありま

す。（以下①、②と記載）①は、施設入所者の口腔機能に着目し、歯科医師又

は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る

技術的助言及び指導を月１回以上行っていることや、歯科医師又は歯科医師

の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき入居者、または

入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていることを満た

していれば算定できる項目です。②は①と同時に算定することが条件のひと

つとなっていて、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し、口

腔ケアを月 4 回以上行うことが基準となっています。介護報酬改定が、3 年

ごとにありますのでその都度、確認してください。 



口腔ケアを行う上での感染予防対策の基本 

1. 口腔ケアを行う前に 
①手指の手洗い、消毒を行いましょう。手洗いの際は、腕まで洗い、口腔ケア後の
手洗いも忘れずにしましょう。 

②マスク、アイガード、グローブを必ず着用しましょう。 
・マスクは、鼻の上からから顎の下までしっかり覆います。 

・アイガードは、ゴーグルなど、上下の隙間から入らないものが望ましいです
が、花粉対策用眼鏡でも代用も可能です。 

・グローブ着用の際は、使用前後の手指の手洗い、消毒が必要です。グローブは
一回ごとに交換します。

2. 口腔ケアを行う環境 
①口腔ケアを受ける人や口腔ケアを待つ人が一つの部屋に集まった状態で口腔ケアを
行わない⇒可能なら個別でケアを行います

②口腔ケアを行う人は対象者の顔に近づかない（対象者：口腔ケアを受ける人）
・対象者がイスに座っている場合 
対象者の後ろに回ってケアを行う 
のぞきこんでケアを行わない 
・対象者が寝た姿勢の場合 

  ベッドの高さ、上体の角度を調節し、 
対象者からなるべく距離をとるようにします 
（障害をお持ちの方、要介護高齢者への口腔ケアの 
ポイント、「７．介助が必要な方の口腔ケア時の姿勢」参考） 

③口腔ケアを受けている人の対面に口腔ケアを待つ人を座らせない。また、距離を開
けて待ちます。 

④ケアを行う時は、必ず窓かドアを開けて換気します

鼻がマスクから出ている 鼻から顎までしっかり覆われている 

口腔ケアは飛沫との接触が多い行為ですが、お口の健康を保つために必要なものです。 
適切な感染防御を行い、ケアの方法や環境を工夫しましょう。 

【発行】さいたま市口腔保健支援センター(さいたま市役所 健康増進課)TEL 048-829-1294 FAX 048-829-1967

右図を参照

1
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Q1. 利用者の歯ブラシの清掃、消毒、保管方法について教えてください。 
A1. 
 ①歯ブラシは使用後、流水下でよく洗いましょう。 

  ②毛先は、よく乾燥させましょう。 
  水をよくきって、風通しの良い場所で、毛先を上にして、各自のコップに保管し

ます。 
③歯ブラシの消毒は、必要ありません。 
熱湯を使うと歯ブラシが変形します。歯ブラシは月に 1回程度、取り替えましょ
う。 
☆感染予防のために 
①歯ブラシが触れ合うと感染リスクが高く 
なるため距離をおいて保管します。 
②複数の歯ブラシをまとめて洗うなどは避 
けましょう。 

Q2. 新型コロナウイルス感染症予防対策を行った上での口腔ケア方法につい
て教えてください。 
A2. 歯磨き時は唾液の飛沫が飛んでしまいます。新型コロナウイルスに感染している人
では唾液中にもウイルスが混入していることが分かっています。したがって、感染予防
としては唾液に他の人が接触したり、飛沫を吸い込んだりしないよう注意する必要があ
ります。 
例えば、①他の人と歯みがきのタイミングをずらす 

②歯みがき時は周りに飛散しないようにやさしく丁寧に磨く 
③歯みがきをする場所の換気をよくする 
④うがいはしぶきが飛ばないよう、できるだけ低い位置でゆっくり吐きだす 

術者は、歯みがき前後には必ず手を洗い、マスク、エプロン、ゴーグル、フェイスシー
ルド、使い捨て手袋等を使用しましょう。

参考文献：東京医科歯科大学ホームページ：新型コロナウイルス感染予防と歯みがき(2020.4.23) 
      東京都学校歯科医会：新型コロナウイルス感染予防のための給食後の歯みがきQ&A(2020.7.1) 

歯ブラシは一本ずつ
保管しましょう。 

施設での口腔ケアの実施状況に関するアンケート（令和 2 年 9 月）で多数いただいた感染
症対策に関する質問とその回答を以下にまとめました。参考にしてください。 

口腔ケアを行う上での感染予防対策 

【発行】さいたま市口腔保健支援センター(さいたま市役所 健康増進課)TEL 048-829-1294 FAX 048-829-1967
2



相談医氏名

診療所の名称

診療所の住所

電  話

E-mail

ホームページ

アクセス

駐車場の有無

診療時間

休診日

予約方法

診療科目

麻酔

学会認定医・
専門医

受診可能な患者

受診可能な
障害の種類

治療・ケアの
程度

口腔機能精密
検査

人員配置

その他

ガイドブック
の掲載について

FAX 夜間・休日用

埼玉県障害者歯科相談医　歯科医療機関　情報シート（さいたま市）　　令和3年〇月〇日現在

※網掛けの項目がガイドブック掲載項目となります。網掛けのない項目は、市職員（保健所、保健センター等）で共有し、ガイドブックには掲載いたしません。

                                               @

□あり（URL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）□なし　

駐車場　□無　　　□有(　　　　台)　（事前連絡の必要　□無　　□有　）

外来受付時間

訪問

□対応可　　□対応不可　　　　　　　　

「可」の場合の治療内容　　□歯科検診　　　　　　□口腔衛生指導　　　□抜歯などの外科的処置
　　　　　　　　　　　　　□むし歯、歯周病　　　□摂食嚥下改善　　　□歯科矯正治療
　　　　　　　　　　　　　□入れ歯　　　　　　　□口腔機能訓練
　　　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　当日の受診　　□可　　□不可　　□応相談

□歯科　　□矯正歯科　　□小児歯科　　□歯科口腔外科　

□全身麻酔法　　□静脈内鎮静法　　□吸入鎮静法

サービス・
アメニティ

□車いす用スロープ　□エレベーター　□車いすのまま診療可　□手話(□外部から手配　□スタッフで対応)
□筆談　　　　　　　□点字表示　　□個室　　　　　□仕切り
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

介助犬・盲導犬の出入り　　□可能　　□不可能　　□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

トイレ　　□身体障害者（車いす）対応　　□洋式　　□和式      □だれでもトイレ

外国語　　□英語　□中国語　□韓国語　□フランス語　□スペイン語　□その他（　　　　　）　

□歯科医師・常勤（　　　人）　□歯科医師・非常勤（　　　人）　□麻酔医（　　　人）
□歯科衛生士（　　　　　人うち認定歯科衛生士　　　　人）　　　□その他（　　  　　　　　　　　　）

※自由記載

□　ガイドブックへの掲載を希望する　□ガイドブックへの掲載を希望しない

□口腔外科専門医　　□歯周病専門医　　□歯科麻酔専門医　　□小児歯科専門医
□日本障害者歯科学会認定医　□日本老年歯科学会専門医　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□障害者　　□障害児　　□全身疾患　□要介護　□摂食・嚥下障害　 □ウイルス性肝炎・HIV等の感染症

□肢体不自由　□視覚障害　□聴覚障害　　□知的障害  □認知症  □精神障害(高次脳機能障害を含む)
□発達障害（　□自閉症スペクトラム症　　□注意欠陥多動性障害　）　□その他

□ごく軽度のみ　　□軽度のみ　　□程度に応じて対応　　□困難でも対応　　□他の施設と連携
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□VF※□VE※※　□口腔粘膜湿潤度測定　□唾液量測定　□咬合力測定　□舌圧測定　□咀嚼能力検査
※VF・・・嚥下造影検査。造影剤を含んだ食事をＸ線透視下で食べ、透視像をビデオやDVDに記録し、嚥下（飲み込み）の過程や状態を正確に評価するための検査
※※VE・・・嚥下内視鏡検査。鼻からこの細い観察用の管を挿入した状態で、食べ物や飲み物を摂取し、嚥下（飲み込み）の観察・評価をする検査
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「さいたま市健康づくり及び食育についての調査」について 

【調査の目的】 

以下の各計画における目標の達成状況を把握することで、各計画の評価及び次期計画の

策定に反映させるもの。 

・さいたま市ヘルスプラン２１（第２次） （平成 24 年３月策定） 

・さいたま市歯科口腔保健推進計画    （平成 27 年３月策定） 

・さいたま市がん対策推進計画      （平成 28 年３月策定） 

・第２次さいたま市自殺対策推進計画   （平成 29 年３月策定） 

・第３次さいたま市食育推進計画     （平成 30 年３月策定） 

【調査内容】 

① ０歳～14 歳（1,400 人）を対象に、「さいたま市食育についての調査」（平成 29年度実

施）を基に調査票Ａを作成し、郵送による調査を行う。 

栄養・食生活に関する設問を中心に、18 問程度。 

② 15 歳以上（5,000 人）を対象に、「さいたま市健康づくり及び食育についての調査」

（平成 28年度実施）を基に調査票Ｂを作成し、郵送による調査を行う。 

がんの予防、循環器疾患・糖尿病の予防、歯・口腔の健康、栄養・食生活、身体活動・

運動、休養・こころの健康、喫煙、飲酒に関する設問を中心に、61問程度。 

【スケジュール】 

令和３年 ５月 調査項目検討・確定、調査票等準備 

 ６～７月 調査実施 

 ８～10 月 調査票データの入力、集計及び分析 

 11～12 月 調査結果のまとめ、調査結果報告書の作成 

資料４
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40歳以上の方では、歯周病に罹る人が増えています！
40 50歳代の4割以上の方は、歯周ポケット＊ができています。（出典：H28年歯科疾患実態調査）

は、生活習慣病の一つとして取り上げられています。明確な自覚症状が現れな
いうちに重篤な症状を起こすことが多いとされています。
その進行はまず、プラーク（細菌の塊）や の付着、 ぎしりなどにより ポ
ケット（ と の隙間）＊が形成されます。
やがて （ を支える骨）が溶かされるため、 がグラグラ動き出し、最終的に
は抜け落ちてしまうこともあります。年に1 2回は での定期的な を受
けましょう！

さいたま市 保健福祉局 保健部 健康増進課 TEL 048-829-1294 FAX 048-829-1967

さいたま のお知らせ
〇実施期間：2020年4月27日から2021年3月31日まで

〇対象者：昭和20年4月2日から昭和56年3月31日生まれの方

〇検査項目：問診、口腔内診査※

※ 

〇費 用：７００円

☆昭和20年4月2日から昭和26年3月31日生まれの方、昭和55年４月1日から昭和56年３月31日生まれの方は
無料です。

☆当日は「がん検診等のご案内」のはがき、市内在住であることがわかるもの、健診費用をご持参ください。

☆実施医療機関は、さいたま市ホームページ「2020年度さいたま市健康診査のお知らせ」をご覧ください。
●新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、受診の時期は、受診予定医療機関とよくご相談いただくとと
もに、ご自身の健康観察を行い、体調のすぐれない場合などは受診を控えていただくことや、手洗い・マス
ク着用の徹底などに十分ご留意ください。また、各医療機関の感染防止措置の指示に従ってください。

●今後再び緊急事態措置の対象地域となった場合、中止となる場合もございます。その際は、市のホームジ
等をご覧ください。

・ みがきで汚れを落としましょう。
ブラシの毛先を と の境目に45度に向けて

小刻みに軽い力で磨きます。

・ と の間の清掃をしましょう。
ブラシだけでなくデンタルフロスや ブラシ

を使用するなどセルフケアも重要です。

・禁煙しましょう。
喫煙者は非喫煙者に比べて にかかりやすく、
悪化しやすいことがわかっています。喫煙者への

の治療効果は低く、治療後の治りが悪いです。
（出典：e-ヘルスネット）

健康な や口を維持するために・・・

・定期的にプロフェッショナルケアも受けましょう。
専門家が、セルフケアでは行き届かない場所を中心に、

の とプラークを除去・研磨します。

＊ ポケット
の周囲の で繁殖した細菌が作り出す毒素によって
に炎症が生じて、腫れたり出血しやすくなってきま

す。この状態から進行していくと、 と との間に隙
間ができる ポケットという状態になります。

※予防を目的としたケアは、自費診療と
なる場合がありますので、費用や内容に
ついては、かかりつけ にご相談く
ださい。
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発行：令和２年９月２日

まだまだ残暑の厳しい日々が続いていますね。季節の変わり目で体調を崩さぬよう、休養と栄養を十分

にとって、体調管理に気を付けて下さい。

今回のテーマは「歯の健康」です。「体の健康は歯の健康から」と言われるほど、「歯」はとても大切です。 

皆さん、この機会に是非、歯科健診を受診しましょう。 

【担当】 総務局 人事部 職員課 安全衛生係 ８２９-１０９１（直） ２４５7（内）

健
康
診
断
の
結
果
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
心
配
な
こ
と
が
あ
る
場
合
は
本
庁
舎
及
び
各
区
役
所
健
康
相
談
室
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

第７４号（年４回発行）

                    さいたま市職員健康相談室 

公
務
災
害
・
通
勤
災
害
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う

災
害
認
定
請
求
件
数

◎
７
月
／
公
務

５
件

・

通
勤

０
件

◎
８
月
／
公
務

１
１
件

・

通
勤

３
件

健康相談室だより

《健康ひとくちメモ》（ 作成：さいたま市口腔保健支援センター ）

＋
薬剤費

2.6億円

出典：埼玉県共済だより№635より 

お口の健康は生活習慣病を予防する第一歩です。皆さんはお口の健康にどのくらい気を配っていますか？

歯やお口の健康を守ることは体の健康を守ることにもつながります。 

歯科医院での定期的なチェック、歯のクリーニングや自分で行うセルフケアが歯周病やむし歯予防に効果

的です！！ 

医療費1位は歯科疾患 

共済組合で、令和元年8月分のレセプト（診療報酬明細書）をもとに医療費の統計を行った結果、歯科

疾患は1位となりました。これを機会に自身の歯の健康を見直しましょう！！ 

プロフェッショナルケア 

歯科医院で行う 

〇歯や歯ぐきの病気のチェック 

〇歯や歯ぐきの清掃 

〇歯や口を健康に保つための生活指導 

セルフケア 

自分で行う 

〇毎日の丁寧な歯みがき 

〇歯と歯の間の清掃 

〇健康的な生活習慣を続ける 

プロフェッショナルケア＊とセルフケアを両立することで、歯周病予防がうまくいきます！ 

＊予防を目的としたケアは、自費診療となる場合がありますので、費用や内容については、かかりつけ歯科医にご相談ください。 

健康な歯や口を守るために 

医療費1位は歯科疾患 
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