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1 吉野町の現状
【現状と課題】
本町の人口は若者を中心に一貫して減少を続け、平成１７年１０月１日現在では9,984人
だった人口が平成２２年１０月１日現在には8,642人にまで減少し、その後も減少傾向に歯
止めがかからない状況です。国立社会保障・人口問題研究所によると平成32年の人口
は6,734人になると想定され、年齢別構成人口は平成３２年において、老年人口比率が
49.9％とさらに増加し、年少人口比率は5.8％まで減少、生産年齢人口においても
44.3％に減少するなど、少子高齢化がさらに進むことが予想されます。

⇒今後も途切れることのない地域の中の様々な課題、困難な課題・・・
町内の熱意溢れる人と人、人と機関がつながるために、もう一歩前に踏み出したい！

 面積 ９５．６５㎢

 人口 ７,７２９人

 高齢者人口 ３,４９５人

 高齢化率 ４５．１％

 （７５歳以上 ２５．６％）

 認定者数 ７４９人

 認定率 ２１．６％

 独居人数 ５３４人

 高齢者世帯数 ２０４世帯

（平成２８年３月末現在） ①



２ 取り組みの経緯
◆平成２７年度より開催している「地域ケア会議」における本町の

地域課題として抽出

◆地域ケア会議「医療・介護・保健連携部会」における課題抽出の

ための聞き取り調査を実施

吉野病院医師より：「誤嚥性肺炎」の入院が多く、

入院中の絶食期間等の影響やお口の状態が問題と

なって、食べる機能が低下したままの退院になり

再入院が多い。

◎最期まで自分の口で食べることは高齢者のＱＯＬ

（生活の質）の向上に必要不可欠

◎吉野町の歯科医師による予防歯科の取り組みが

熱心でこれまでから訪問歯科診療について町と

積極的に連携されている
②



吉野病院における誤嚥性肺炎の入院者数

誤嚥性肺炎に
よる実入院者
数①（延入院者

数①´）

人

①の入院後
の再入院者
数

（②）

人

再入院率

（②／①）

％

全入院者数

（③）

人

全入院者数
の内、誤嚥性
肺炎による入
院の占める割
合（①´／③）

％

平成25年度 ３４

（40）

８ ２３．５ ５９３ ６．７

平成26年度 ３３

（３３）

１ ３．０ ５３３ ６.２

平成27年度 ３０
（３２）

２ ６．６ ４８９ ６．５

（吉野病院 来院患者データより抽出）③③



本町における誤嚥性肺炎罹患者数
年代 男性 女性

平成25年度

５０代 １ ０

６０代 １ ０

７０代 １０ ５

８０代 １３ ８

９０代 １ ７

平成26年度

５０代 １ ０

６０代 １ ０

７０代 ７ ５

８０代 １４ １１

９０代 ３ １３

平成27年度

５０代 １ ０

６０代 ４ ０

７０代 １８ ４

８０代 １６ １２

９０代 ６ １３

④

（吉野町国民健康保険
レセプトデータ・
後期高齢者医療保険
レセプトデータより抽出）

（人：実人数）



本町における肺炎による年齢別死亡者数

奈良県衛生統計 （人）

性別
６０～６４ ６５～６９ ７０～７４ ７５～７９ ８０～８４ ８５～８９ ９０～ 計

平成24年度

男性 1 1 3 3 5 13

女性 2 6 9 17

平成25年度

男性 1 2 2 1 1 2 9

女性 2 1 3 3 9

平成26年度

男性 1 4 5 10

女性 3 3 3 9

⑤



◆多職種連携のための「吉野町食べる機能評価基準」

の作成 ①専門職による食べる機能評価

②自分の口で食べるために頑張るシート

◆在宅における過去の事例検討による口腔ケアパス（※）

の作成

『いつまでも美味しく食べておしゃべりが

できるためのノート』を作成
◆モデル事例へのケアパスおよびケアプランに基づく

チームアプローチの実践及び効果検証

※誤嚥性肺炎を患った方やその家族が「いつどこで何をするべきか」を

まとめたもの⇒当事者・生活者の視点が大切であり、多職種で共有する

ことにより生活に寄り添う連携を目指すもの

３ 取り組み内容
『誤嚥性肺炎の再発を予防するための入院中から
在宅生活における医療・介護に携わる多職種並びに
地域住民との協働による口腔ケアシステムづくり』

⑤⑤

⑥



吉野町口腔ケア
推進チーム

医師 歯科医師

理学療法士

言語聴覚士

訪問看護師

歯科衛生士

薬剤師

保健師

介護支援
専門員

訪問介護員

民生児
童委員

健康づくり・
介護予防
サポーター

訪問看護ステーション

３か所

薬局

１か所

歯科医院
５か所

入院医療機関２か所
診療所４か所

居宅介護支援
事業所７か所

訪問介護
事業所５か所

４６名

４４名

６名

３名

８名

在宅歯科衛生士 ３名

管理栄養士

４名



４ 吉野町口腔ケア推進会議進行表
開催日 内容

発足式 ６月29日（水）

●吉野町口腔ケア推進事業 趣旨と概要説明

●委員・事務局自己紹介「最期まで自分の口で食べて話ができることに

ついての自分の役割・人生の最期に食べたいもの」

●地域包括ケアの構築における多職種協働の意義について説明

第２回目 7月27日（水） ●勉強会「医療現場における誤嚥性肺炎の現状と課題」講師：医師・歯科医師

事前会議
8月17日（水） 医療部会 吉野町における食べる機能評価基準の作成について

モデル事例へのアプローチとケアパス作成の進め方について8月24日 (水） 生活部会

第３回目 8月31日（水）
●多職種連携のための食べる機能評価基準案作成

●在宅における過去の事例検討

第４回目 9月21日（水）

●多職種連携のための食べる機能評価基準案作成

●在宅における過去の事例検討

●具体的なモデル事例へのチームアプローチの進め方について

第５回目 10月19日（水）
●モデル事例へのアプローチのためのケアプラン作成について

（サービス担当者会議）⇒中止

第６回目 11月30日（水）

●モデル事例へのアプローチとカンファレンス（評価基準修正と課題抽出）

⇒内容変更：現在までの振り返りとモデル事例へのチームアプローチ

の進め方について

第７回目 12月21日（水）
●モデル事例へのアプローチとカンファレンス（課題解決のための支援方法検討）

⇒内容変更：口腔ケアパスにおける課題及び記載内容の整理

第８回目 1月11日（水）

●モデル事例からの課題解決のためのセルフケアを中心とした

支援内容の検討

⇒内容変更：口腔ケアパス記載内容について各職種より提案

第９回目 2月15日（水）

●モデル事例からの課題解決のためのセルフケアを中心とした支援内容の検討

⇒内容変更：「いつまでも美味しく食べておしゃべりができるためのノート」

について内容検討

第10回目 3月22日（水） ●年間活動評価・次年度活動計画

⑧



⑨

「医療現場における現状
と課題について」
勉強会の様子です！

委員のみなさんから
活発に意見を出して
いただいています♪



フリガナ

住所

〒

電話：名前

性別 □男・□女 生年月日 年 月 日（ 歳）

保険・障害
者手帳

要介護度：
（有効期間 ～ ）
（ ）障害者手帳： 種 級

移動に
ついて

●歩行可 ●車椅子
●ベッド上
（ °拳上可・拳上不可）

物
忘
れ

●ある
（ ）
●ない

口腔の
状態

①定期的（１年間に１回以上）に歯の検診を ⇒ 受けている ・ 受けていない

②入歯の使用 ⇒ 総入れ歯 ・ 部分入れ歯 ・ 使用していない
③入歯を使用している方 ⇒ 調子が良い ・ 調子が悪い
④１日の歯磨き回数 ⇒ １回（いつ ） ・ 朝と夜の２回 ・ 毎食後
⑤うがいはできるか⇒ できる ・ できない （手洗いの場所： ）

緊急連絡
先

氏名 関係 住所 電話 【家族構成】

本人：◎、男性：□、女性：○、キーパーソン：☆
主介護者：主、死亡：■●（同居家族は○で囲む）

【現在までの生活】 【家族による介護状況】

【わたしの願い・希望】 【家族の願い・希望】

【わたしを支えてくれるもの】
馴染みの人：
馴染みの場所：

【わたしの特技】
してきた仕事：
得意なこと・好きなこと：

【好きな食べ物】
子供の頃： 働き盛り： 現在：

【一緒に食事する人】：
【食事を作ってくれる人】：

～自分の口で食べるためにがんばるシート～

◇わたしの暮らしの情報

◇わたしの基本情報



入院中の評価
病院スタッフ等
による評価

入院期間 年 月 日 ～ 年 月 日

医療機関・主治医 病院 ・ 医師

意識状態 呼びかけで反応あり／簡単な命令に従う

バイタルサイン
脈拍（ ）回／分・血圧（ ／ ）mmHｇ・体温（ ）℃
呼吸数（ ）回／分・SｐO2（ ）％・吸入酸素量（ ）ℓ

栄養状態
身長（ ）㎝・体重（ ）㎏・ＢＭＩ（ ）
ふくらはぎ周囲 右（ ）㎝ 左（ ）㎝

反復嚥下テスト 回／30秒

空うがい 左右に頬を膨らませられるか 可・不可

嚥下内視鏡 兵頭スコア 点

口腔衛生の状況 １．良好 ２．不良 ３．著しく不良 特記事項

口腔乾燥 １．なし ２．軽度 ３．重度

う蝕（むし歯） １．なし ２．あり （治療の緊急性□なし□あり）

歯周疾患 １．なし ２．あり （治療の緊急性□なし□あり）

口腔軟組織疾患 １．なし ２．あり （治療の緊急性□なし□あり）

義歯（入れ歯）の
使用状況

上顎 １．総義歯 ２．部分床義歯 ３．義歯なし
義歯製作・修理・調整等の必要性 □なし □あり

下顎 １．総義歯 ２．部分床義歯 ３．義歯なし
義歯製作・修理・調整等の必要性 □なし □あり

咬合接触（臼歯部） １．あり（片側・両側） ２．なし

～専門職による食べる機能評価～



吉野町におけるお口の支援の流れ    ～いつまでも美味しく食べておしゃべりができるために～       
 誤嚥性肺炎  

再発前の気づき 
入院中 

退院後～自宅での生活 

１ヶ月 ３ヶ月 ６ヶ月 １年 

支援の流れ 

●「いつまでも美味しく食べて

おしゃべりができるための 

ノート」をご本人や家族が管

理し、通院時やサービス利用

時等に提示しましょう 

⇒医療と介護の専門職や家族が

食べる力・望んでいる生活等

の日常の状態についての情報

を共有して支援の道しるべに

します 

●「専門職による食べる機能評価」 

 評価の結果を「連絡シート」に 

記入します  ⇒黄 P.８へ  

●退院前に食事や口腔ケア、訓練

等の大切さについて病院からの 

 指導を受けます ⇒ 青 P.２へ 

●退院時カンファレンスで 

 食物の形・摂取カロリー・ 

 退院後の課題・必要な支援の 

確認を行います⇒黄 P.３へ 

●「専門職による食べる機能評価」 

 評価の結果を「連絡シート」に 

記入します 

●保健師が訪問し、「おいしく食べ

るためにがんばるシート」の記

入方法の説明と目標設定・頑張

ることリストの記載を一緒に行

います ⇒青 P.１,４参照 

 

●「専門職による食べる機能評価」 評価の結果を「連絡シート」に記入します 

●専門職がノートの記載内容や訪問時の様子を確認して、みなさんの頑張り 

 を応援します！！ 

   

   

暮らしの中の 

困りごと 

●誤嚥性肺炎に早い段階で気づ

くことが難しい 

●退院後、どんな形態の食事を食

べさせたら良いのかわからない 

⇒緑 P.４,６へ 

●食事介助等、介護の方法が 

わからない ⇒緑 P.８へ 

●入院により体力が低下している 

 ⇒緑 P.13へ 

●本人が望む食事と嚥下能力に 

 差がある ⇒緑 P.14へ 

●入れ歯が合わない ⇒ 歯科受診 

●口の中や入れ歯をきれいにする 

 方法がわからない ⇒緑 P.16へ 

●退院後、日が経つにつれて食事の形が変わってきてしまう ⇒緑 P.４へ 

●入退院を繰り返さないか心配である 

 

 

 

 

主

な

支

援

や

サ 

｜ 

ビ

ス 

自分で頑張

ることや 

ご家族に 

助けてもら

うこと 

●早く気づくための 

チェック項目 

 ◆肺炎が疑われる症状に 

  ついて ⇒緑 P.２へ 

 ◆肺炎の危険性が高くなる 

症状について ⇒緑 P.３へ 

●退院前に「おいしく食べるため

にがんばるシート」を記入しま

しょう 

 

 

●「自宅での評価」を記入しましょう 

●頑張ることリストの実施と頑張ること日記をつけましょう 

 

     口腔清掃や介護食の調理・食事介助、おへその下をへこませる運動・嚥下体操等 

       「自宅での頑張りを応援するページ(緑 P.１～)」を参考にして頑張りましょう！！ 
 

医療等 

●異常を感じたら早めに内科を

受診しましょう 

●誤嚥性肺炎の予防には、口の

中を清潔に保つことと口の健

康を保つことが大切です。再

発を予防するため、定期的に

歯科を受診しましょう 

  

●薬の投与・検査が始まります 

 呼吸の介助（入院約３日目～） 

 肺のリハビリ（入院約３日目～） 

 飲み込みの訓練（入院約５日目～） 

 身体のリハビリ（入院約８日目～） 

 食事の開始（入院約６日目～） 

●栄養指導：食事形態や量の工夫 

●訪問歯科診療：問診・面接・口の中

の診査・歯ブラシ指導・症状に対する

処置・口の働きの管理を行います 

●内科受診（外来または訪問） 診察・嚥下内視鏡検査を受けましょう 

●歯科受診（外来または訪問） 歯周病の検査・歯ブラシ指導を受けましょう 

 

 

 

 

介護保険   

サービス 

●介護支援専門員（ケアマネジ

ャー）や介護の専門職がノー

トの記載内容を確認します 

 

 

 

●介護支援専門員が安心して自宅

に帰って生活できるように退院の

調整をします  

 

 

●要介護認定を受けましょう 

●ケアプランを作ります：入院

中・退院直後の評価結果を基に

自分や家族で頑張ることを中心

としたプランを作ります 

●サービス担当者会議を開きます 

●経過観察・評価を行います 

●必要に応じた介護サービスを利用しましょう 



取組実施における課題・困難であった点
◆会議の方向性について

医療職が主導になりがちである。

⇒他の委員から当事者や生活者の視点を重視した意見

をいかに出していただくかが大切。

◆会議の進め方について

モデル事例がなかなか見つからず、修正しながら

進めているため、評価基準やケアパスの対象者像が

定まりにくい。

◆多職種協働について

それぞれの事業所でそれぞれの事情があり、マンパワー

も不足している。

⇒本人・家族を中心としたセルフケアへの支援が大切 ⑬



５ 部局横断的検討体制について
◆構成メンバー

総務課・総合政策課・協働推進課・暮らし環境整備課・産業観光振興課・

町民課・教育委員会・社会福祉協議会・長寿福祉課（保健センター）の

課長または室長

◆第１回目（10月25日）開催

「地域包括ケアシステム」についての説明

「地域包括支援センターの役割」についての説明

◆立ち上げに当てって苦労した点・今後の課題

『管轄する部署の業務が地域包括ケアに繋がるものであるといかに認識

していただくか』

⇒１回目の会議を通して「地域包括ケア」をどう捉えていただけたか？

これだけ高齢化が深刻化している町で「高齢者の担当」はどことかいう

話ではないし、互いの仕事の押し付け合いをしても仕方がないので、

互いの役割の中で目的や課題を共有しながら、それぞれの部署で住民の

ために何ができるのかを発展的に考えていきましょう！

会議の目的共有のため、ひとりひとりに再アプローチ ⑭



平成２９年度の取り組み予定
①口腔ケアに関する高齢者の意識調査
②「健康づくり・介護予防サポーター」を活用
した地域での誤嚥性肺炎予防の取り組みに
ついての検討
⇒生活の中（歯磨き時など）に取り入れる
ことができる楽しくシンプルな「嚥下体操」
を作りたい！ キーワードは「行動変容」

⇒「誤嚥予防のリーフレット」を作って配付
したい！

６ 今後の展開方針

難しいことですが、
本人・家族・地域・多職種のみなさんのそれぞれの強みや
備わった力を少しでもたくさん、発揮していただけるような
協働の場を創っていきたいです。

ご清聴ありがとうございました。


