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在宅医療・介護連携の推進等のための情報共有に係るICT利活⽤に関するフォーラム

【関連報告】

阿波なかつむぎプロジェクト
について

〔事業総括〕
徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部

⼝腔科学部⾨⼝腔保健学系
⼝腔保健⽀援学分野

尾崎 和美

在宅医療・介護連携の推進等のための情報共有に係るICT利活用に関するフォーラム 2018. 10. 03.（水）in アスティとくしま

１）要援護者等情報共有システム

２）⼝腔アセスメントシステム

３）⼝腔/⾷習慣モニタリングシステム

H29年度事業

H30年度事業

１）他地域への導⼊︓牟岐町，⽊屋平地区

２）タイムライン機能強化︓AWA-i-コンサルSNS

３）ICT共有体制の再構築
… 既開発システムの発展的利活⽤

・会議対象者のリストアップ
・会議内容の記録、検索、参照

ケア会議機能

・要援護者の基本情報
・⽀援，介護に必要な情報

要援護者台帳機能

・要援護者についての迅速な情報共有
・相談や議論

タイムライン機能
データが連携

ケア会議で各情報を
参照、議論

⽀援に必要な基本情報を集約

⽇々での気付きや情報
をいつでも⼊⼒

新みまもるくん
【再構築】

昨年度の事業>ICTシステムの構築

⾷⽀援連携
⼝腔/⾷習慣

モニタリングシステム

⼝腔/栄養情報 共有機能

⼝腔アセスメント
システム

・要援護者等情報共有システム
・⼝腔アセスメントシステム
・⼝腔/⾷習慣モニタリングシステム

要援護者等情報共有システム

要援護者等情報共有システムに登録された要援護者の内訳

〔データ抽出対象期間〕 2017/09/28（新みまもるくん稼働⽇）〜 2018/05/10 〔実稼働⽇数︓223⽇〕

那賀町総⼈⼝ ︓ 8,402 名
65歳以上⼈⼝ ︓ 3,914 名

那賀町⾼齢化率 ︓ 46.58 ％
※ 平成27年（2015）国勢調査⼈⼝等基本集計（総務省統計局）

新みまもるくん 全登録件数 ︓ 1,929 名
那賀町総⼈⼝(8,402名)中の 登録率 ︓ 22.96 ％

※旧システムからの移⾏データを含む

新みまもるくん 65歳以上登録件数 ︓ 1,724 名
那賀町65歳以上⾼齢者(3,914名)中の 登録率 ︓ 44.05 ％
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システム利⽤者の内訳 ※システムユーザ登録者（計183名）︓ 職種別 内訳

職種 医療職 介護職 救急隊員 ⾏政・その他 合計

上記中，新ｼｽﾃﾑ稼働後✽の登録者（名） 12 22 4 15 53 

〔データ抽出対象期間〕 2017/09/28_09:00（✽︓稼働⽇時）〜 2018/05/08_00:00 〔実稼働⽇数︓221⽇〕

１）医療職︓医師，作業療法⼠，理学療法⼠，看護師，管理栄養⼠，保健師，薬剤師を含む。
２）介護職︓ケアマネジャー，ヘルパー，介護⼠，介護福祉⼠，社会福祉⼠，⽣活相談員，⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業専⾨員を含む。
３）⾏政・その他︓施設管理者，副⽀所⻑，福祉担当，事務などを含む。

〔職種分類〕

医療職 1）

（57名/31.1%）

介護職 2）

（52名/28.4%）

救急隊員
（33名/18.0%）

⾏政・その他 3）

（41名/22.4%）

地域ケア会議等への活⽤_特⾊

１．諸制度に載っていない住⺠の情報の早期捕捉/共有
介護保険や成年後⾒などの制度に載っていない段階
（当該制度等の利⽤申請をまだ⾏っていない）の地域住⺠の情報を
早期に捕捉し，職種間で共有・議論する過程で発⽣する
情報も含めシステムで管理している。

２．ユーザとして消防署勤務の救急隊員が存在
救急搬送要請の通報があった際に，適宜，対象者の情報を
システムで確認している。

…これにより，例えば認知症である対象者の⽀援職員への
円滑・早期の連絡/情報伝達などが可能となっている。

3．ユーザとして⻭科医師が存在 … ⼝腔アセスメントシステム（後述）

●●●●

１．情報捕捉︓
本⼈や家族，⺠⽣委員等から

２．対⾯調査/システム⼊⼒
包括/社協，ケアマネ/保健師など

３．会議進⾏
…“会議予定者リスト” の対象者

1) 担当職員（⼊⼒者）による説明
〔問題点/家族の希望などの
調査内容/課題分析〕

↓
2)（⽀援担当など）対象者を知る

出席者の間で議論
↓

3) 当⾯の計画（⽅向性）の策定
〔その場でシステムに⼊⼒〕

対象者⽒名

対象者⽒名

要援護者等情報共有システム ＞ ケア会議機能 ＞ 個別課題⼊⼒ 地域ケア会議機能 利⽤状況 ※会議情報⼊⼒状況（計1,013件）︓職種別 内訳

医療職
（332件/32.8%）

介護職
（404件/39.9%）

救急隊員
（99件/9.8%）

⾏政・その他
（178件/17.6%）

〔データ抽出対象期間〕 2017/09/28_09:00（稼働⽇時）〜 2018/05/08_00:00 〔実稼働⽇数︓221⽇〕

・医療職︓医師，作業療法⼠，理学療法⼠，看護師，管理栄養⼠，保健師，薬剤師を含む。
・介護職︓ケアマネジャー，ヘルパー，介護⼠，介護福祉⼠，社会福祉⼠，⽣活相談員，⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業専⾨員を含む。
・⾏政・その他︓施設管理者，副⽀所⻑，福祉担当，事務などを含む。

〔職種分類〕

◎那賀町5地区での 地域ケア会議
・⽊頭地区，⽊沢地区，鷲敷地区︓概ね毎⽉1回
・上那賀地区，相⽣地区︓概ね毎⽉2回
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【⽇常業務】
会議対象の住⺠だけでなく，
早期の情報共有が必要と

判断した住⺠の情報をスマホで⼊⼒
↓

タイムラインで関係職種が情報共有
↓

タイムライン上で情報交換
（場合によってはタイムライン上で解決）

【ケア会議時】
ケア会議機能 “会議予定者リスト” の
対象者検討後に，タイムライン上の
直近登録対象者の内容を確認/共有
し，逐次検討する。

要援護者等情報共有システム ＞ タイムライン機能 タイムライン機能 利⽤状況 ※コメント⼊⼒状況（計281件）︓職種別 内訳

医療職
（127件/45.2%）介護職

（146件/52.0%）

救急隊員
（0件/0.0%）

⾏政・その他
（8件/2.8%）

１）医療職︓医師，作業療法⼠，理学療法⼠，看護師，管理栄養⼠，保健師，薬剤師を含む。
２）介護職︓ケアマネジャー，ヘルパー，介護⼠，介護福祉⼠，社会福祉⼠，⽣活相談員，⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業専⾨員を含む。
３）⾏政・その他︓施設管理者，副⽀所⻑，福祉担当，事務などを含む。

〔職種分類〕

〔データ抽出対象期間〕 2017/09/28（新みまもるくん稼働⽇）〜 2018/05/08 〔実稼働⽇数︓221⽇〕

要援護者等情報共有システムの活⽤について_ユーザからのご意⾒

１．データ通信環境の改善
… 情報検索の円滑化など利便性の向上
… システム利⽤の継続性に好影響

２．タイムライン機能

１）住⺠と職員の間における具体的情報の共有
… 誰と誰が，あるいは関連情報の逐次把握が可能となり

早期からの⽀援に繋がる。

２）ケア会議時の議論の効率性向上
… 検討する対象者に関する情報交換に加え，タイムラインでの

収集情報に基づく議論の効率性が向上

MEMO
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⼝腔アセスメントシステム

カテゴリ毎のスコアを
レーダーチャート化

⼝腔機能や摂⾷嚥下障害
など カテゴリ毎にスコア化

スコアに応じた状態改善の
ためのアドバイス（動画）

⼝腔衛⽣︓
⻭磨/⾆清掃/義⻭洗浄の励⾏

⼝腔機能︓
唾液分泌促進（健⼝体操）の
アドバイス

【職員からのご意⾒】
・システムを試⽤してから，⼝腔への関⼼が増した。
・⼝腔乾燥を訴える対象者に健⼝体操励⾏を
指⽰し, 唾液分泌が改善した例を経験した。

結果表⽰（出⼒） ⼝腔アセスメントシステム 〜2018年4⽉からの実運⽤〜

会議予定者リストに挙げた住⺠のうち，デイサービスや
包括センターの職員が 「噛めてる︖」 や 「痛い所無い︖」
など “⼝腔に関する声がけ” をしてレスポンスがある⽅，
あるいは会話の中で「⼝の中に問題を抱えてそう…」と
判断される⽅に対して本システムを使⽤する。

⇒ 本システムをスマホで起動し，その⽅の⼝腔を評価
しながら結果を⼊⼒（すべての項⽬が選択回答式）

⇒ ⼊⼒し終わったら，“アセスメントを実施した旨”を，
新みまもるくんユーザ全員にメール配信

⇒ メールを受け取った⻭科医師がアセスメント結果を確認し，
必要なコメントをタイムラインで返す。

⇒ 地域ケア会議時に，出席者が⻭科医師からのコメントや
評価結果などを確認し，必要な議論を⾏う。
場合によっては⻭科受診を勧奨。

タイムラインでの
⼝腔ｱｾｽﾒﾝﾄ結果表⽰

食前の撮影

食後の撮影

夕食のふりかえり

寝るまえ入力

・少なくとも3回（3⽇）分のすべての⾷事/間⾷を
⾷前/⾷後に写真撮影

・⼣⾷後（ふりかえり）︓咀嚼環境/状態の情報登録
… 義⻭使⽤状況，主な咀嚼部位，痛みなど

・就寝前︓体調，⽔分摂取，⼝腔清掃状況など

・⾷事の量/質の分析 ⇒ 管理栄養⼠ がコメント
・⼝腔清掃/咀嚼状況の分析 ⇒ ⻭科衛⽣⼠ がコメント

⼝腔/⾷習慣モニタリングシステム

住⺠（要援護者）⾃⾝が⾷事（料理）の写真や
⼝腔清掃習慣/⾷習慣の情報を, 専⽤スマホ
で撮影・記録する。

送信（SNSでいう“投稿”）

ユーザー名

【寝るまえ⼊⼒】
・⾷欲の有無
・体調/熱発
・⻭磨き回数
・⾆清掃有無

⻭科衛⽣⼠ がコメントを作成
・⻭磨励⾏/⾆清掃励⾏/健⼝体操励⾏
・⾷形態再考
・要⻭科医師診察
… をチェック ＋ ⾃由⽂のアドバイス

【モニター（⾼齢者）からのご意⾒】
・⾆清掃に留意するようになった。
・⾆清掃習慣を家族ぐるみで取り組むようになった。
・⻭科衛⽣⼠や管理栄養⼠からのフィードバック情報を
常に意識するようになった。

・⻭磨回数が増え⼝臭が気にならなくなった。

【職員からのご意⾒】
・例えば，3⾷に味噌汁をつけている⽅に
「味噌汁は1⽇1杯程度に減らしてみませんか」
「おかずに⾁か⿂を少し添えてみましょう」という
⼤まかなコメントを保健師や看護師ができるかも。

・塩分制限指導などの⽬的で患者に依頼する
⾷⽣活記録（紙記録）をこれでできるのでは︖

・デイサービス利⽤者の⾃宅での⾷事内容を
知りたい時がある。 それに応⽤できる︖

⼝腔/⾷習慣モニタリングシステム
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退院前カンファレンス開催の連絡を退院予定⽇の10⽇前〜1週間前に希望

住⺠
（要援護者） 在宅⽀援機関 医療機関

“必要な情報を必要な時に共有” することが重要︓在宅⽀援機関が望む情報

退院時（新規要援護者）に必要な（医療機関から提供してもらいたい）情報

要援護者等情報共有システムの活⽤について_医療機関と在宅⽀援機関の連携の視点から

・基本的事項︓緊急連絡先，家族構成/同居状況，主な介護者，キーパーソン
・医療︓今回⼊院の主治医名/連絡先，今回⼊院の医療処置等，退院予定⽇

緊急時の受⼊態勢の有無/協⼒医療機関の有無，アレルギー/感染症等の有無
・介護保険︓要介護度
・⼊院前の⾝体状況︓拘縮/⿇痺/褥瘡・⽪膚の状態，⼝腔内や嚥下・⾷事の状態，排泄の状態，

視覚/聴覚/コミュニケーション，認知機能/精神・⾏動障害
・退院時ADL（⾃⽴/⾒守り/⼀部介助/全介助）︓寝起き/起き上がり/座位保持，⽴ち上がり/⽴位保持，

移動⽅法，⾷事，排泄，⼊浴/衛⽣保持，着替え
・経済状況︓公費医療認定の有無

※在宅⽀援機関の70%以上が必要とする，これら項⽬については医療機関の70%以上が情報提供可能

住⺠
（要援護者） 在宅⽀援機関 医療機関

引⽤）H30年1⽉︓広島県⻄部地域保健対策協議会地域ケア専⾨部会地域包括ケアワーキングチーム会議
「退院⽀援における情報共有に関する調査結果報告」より

⼊院時に必要な（在宅⽀援機関から提供してもらいたい）情報

医療機関の90%は“⼊院⽇から3⽇以内”の情報提供を希望

要援護者等情報共有システムの活⽤について_医療機関と在宅⽀援機関の連携の視点から

・基本的事項︓緊急連絡先，家族構成/同居状況，主な介護者，キーパーソン
・医療︓⼊院前の主治医名/連絡先，⼊院前の診療状況/継続内服，既往歴，

⼊院前の医療処置等，アレルギー/感染症等の有無
・介護保険︓要介護度，担当介護⽀援専⾨員
・⼊院前の⾝体状況︓拘縮/⿇痺/褥瘡・⽪膚の状態，⼝腔内や嚥下・⾷事の状態，排泄の状態，

視覚/聴覚/コミュニケーション，認知機能/精神・⾏動障害
・⼊院前ADL（⾃⽴/⾒守り/⼀部介助/全介助）︓寝起き/起き上がり/座位保持，⽴ち上がり/⽴位保持，

移動⽅法，⾷事，排泄，⼊浴/衛⽣保持，着替え
・経済状況︓医療保険，各種⼿帳（⾝体・精神障害者/療育）の有無，公費医療認定の有無

※在宅⽀援機関からの提供割合が少ない項⽬︓ ⼊院前の医療処置等，アレルギー/感染症等の有無

“必要な情報を必要な時に共有” することが重要︓医療機関が望む情報

AWA-i-コンサルSNS … タイムラインの新機能

要援護者
保健師
介護職員

ケアマネジャー

・遅滞なく… タイムライン機能

写真/動画/⾳声・正確に…

要援護者 ⇔ 地域職員（医療/福祉/介護）を繋ぐシステムツール

どんな情報が頻繁に共有/交換されているか︖
現場での⼊⼒（発⽣源⼊⼒）が有⽤な情報は何か︖

ペーパーレスの効果が⾼い書式/帳票（テンプレート）は何か︖
画像（写真）のバンドルが威⼒を発揮する書式（テンプレート）は何か︖

↓
既稼働地域のタイムライン⼊⼒内容（テキスト情報）を分析し，

標準化（共通化）しうる情報/⼊退院⽀援に資する情報の抽出と
ペーパーレス化を⽬指す

コンテンツ名 概要/使⽤⽬的 ⼊⼒者 情報確認/共有者
/コメント返信者

訪問記録/他職種依頼 【訪問記録】フリー⼊⼒
【他職種への依頼】

訪問調査者
(CM/PHNなど) あらゆる他職種

物忘れ評価（HDS-R） 認知症評価 ※ペーパーレス化 〃 MD，Ns

⾝体状況/問題⾏動

【⾝体状況】魔費，⾔語障害，聴⼒
障害，視⼒障害
【問題⾏動】⾒当識・⼤声・不穏・せん
妄・徘徊・暴⼒⾏為・不潔⾏為・希死
念慮 ほか

〃 あらゆる他職種

ADL/IADL

【⾒守り】職員，ご家族/近隣
【ADL】起⽴，歩⾏，⾞椅⼦移乗，
⾞椅⼦操作，座位保持，ほか
【IADL】買い物，財産管理，調理，
掃除/洗濯，交流/外出機会 ほか

〃 あらゆる他職種

⾷⽣活/義⻭/⼝腔/衛⽣ ⾷事状況動画添付（ミールラウンド）
経⼝維持/経⼝摂取加算根拠資料 〃 DDS，DH，RD

MD，Ns，
薬剤管理 服薬/残薬状況 ※ペーパーレス化 〃 Ph，MD，Ns
体表⾯（⽪膚・腫脹）/褥瘡 画像添付 〃 MD，Ns
バイタル 体温，脈拍，⾎圧 〃 MD，Ns

⻭科困りごと（受診勧奨） 対象者の⻭科的困りごとの概要把握と
⻭科への伝達，画像（故障義⻭など） 〃 DDS，DH

AWA-i-コンサルSNS … 開発（予定）のコンテンツ（テンプレート）
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食前の撮影

食後の撮影

夕食のふりかえり

寝るまえ入力

職員が現場でスマホ⼊⼒
⇒ “定型フォーム（テンプレート）” への⼊⼒

… データ整合性向上
… 数値データは経時変化（グラフ化）

の確認画⾯を構築予定

⇒ “選択回答” 式を多数採⽤
… スマホ⼊⼒の簡素化

⇒ 写真/動画/⾳声の登録
… 画像情報が持つ正確さ/情報量

AWA-i-コンサルSNS … 基本コンセプト

1

0

AWA-i-コンサルSNS＞HDS-R（改訂 ⻑⾕川式簡易知能評価スケール）のペーパーレス化

AWA-i-コンサルSNS＞薬剤管理 … 訪問薬剤管理指導時作成資料のペーパーレス化

画像情報が有効

⼝から⾷べる楽しみの⽀援（経⼝維持⽀援）

引⽤）
平成26年度⽼⼈保健健康増進等事業
「介護保険施設における⼝腔と栄養の
サービス連携に関する調査研究事業
中間報告」

（渡邉裕，菊⾕武，平野浩彦）

⾷事⾵景を動画撮影
↓

タイムライン上で共有
↓

関係職種がコメント
↓

計画⽴案

AWA-i-コンサルSNS＞⾷⽣活/義⻭/⼝腔/衛⽣… 動画情報の有効活⽤
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情報セキュリティ

情報セキュリティ︓情報の機密性，完全性，可⽤性の確保

個⼈レベル の情報セキュリティ

システムレベル の情報セキュリティ
ハードウェアとして…

ソフトウェア（⼈的運⽤）として…

１）各種ガイドラインに準拠

・厚⽣労働省︓医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
・総務省︓ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン
・総務省︓ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン
・経済産業省︓医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン

２）具体策︓ハードウェア

・ログイン認証システム︓ID/パスワードによるログイン 〔クローズドシステム〕
・Webアプリケーション（HTML5）︓個⼈情報などシステム関連情報が端末に保存されない
・HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Security）︓

Secure Socket Layer暗号化技術（SSL）装備インターネット・プロトコル
・IPアドレス機能制限︓端末のIPにより機能制限（表⽰内容/閲覧制限など）
・スマートフォンでのデータ送受︓⼀括送受を⾏わない（デメリット︓表⽰速度の遅延）
（情報漏洩に対するリスク回避策）登録者⽒名は伏字
・端末認証機能︓許可された端末のみがシステムを使⽤できる

（許可されていない端末ではシステム画⾯が起動しない）
※BYODにおいて留意

システムレベルの情報セキュリティ

ITリテラシー︓通信・ネットワーク・セキュリティなど，ITに紐付く要素を
理解する能⼒，操作する能⼒

コンピュータ リテラシー︓情報機器の操作技術/知識

ネットワーク リテラシー︓ネットワークやセキュリティに関する
技術的な知識を理解する能⼒

情報基礎 リテラシー︓情報探索能⼒/精査能⼒/活⽤能⼒

ITリテラシー

・利⽤端末の取扱︓盗難，紛失，置き忘れ，覗き⾒への対策

・ID/パスワードの管理︓代⾏⼊⼒禁⽌，離職者ID/パスワードの管理

【ICT利活⽤】

【通常業務】

・ドキュメントの管理︓システムからの出⼒帳票（印刷物）の裁断

・利⽤端末の取扱︓個⼈情報の⼊ったUSBメモリの紛失

・メールの取扱︓個⼈情報の⼊ったドキュメントの安易な配信/誤配信

個⼈レベルの情報セキュリティ … “⼈的運⽤”
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平成30年度⽼⼈保健健康増進等事業（⽼⼈保健事業推進費等補助⾦）国庫補助協議
テーマ71︓中⼭間地域におけるICT利活⽤によるフレイル・オーラルフレイル予防のためのベストプラクティス確⽴・普及に関する調査研究事業 阿波なかつむぎ Project

事業概要

① 住⺠︓⼝腔/栄養健康リテラシー向上のための 講話/講演会
健⼝体操 プログラム の実施 … 効果検証

② 職員︓⼈材育成に向けた意識醸成 のための ⼝腔ケア研修会 等

“意識”の共有 “教育/予防” プログラム

① 新規 “AWA-i-コンサルSNS”︓定型フォーム⼊⼒ 「コンテンツ」
② ICT共有体制の再構築︓他地域導⼊/既開発システムの発展的利活⽤

(ICTによる）
“情報”の共有 “ICT共有体制” 構築

嚥下⾳録⾳による
嚥下状態の記録/解析

写真撮影による
“異常” の正確な伝達

・問診/調査 事項（テキスト情報）のテンプレート化
⇒ 選択回答による簡易⼊⼒/データ整合性向上
・写真や⾳声（嚥下⾳）データ添付
⇒ 分野別登録フォームの整備
⇒ ⻭科/医科専⾨各科の “ささいな異常”の

医療職への正確/迅速な伝達が可能

受診勧奨対象者の迅速な捕捉と情報伝達／共有
⇒ 評価指標の⼊⼒継続性の勘案
⇒ 医療/⻭科医療との連携強化

講演会/プロジェクトフォーラム

医学/⻭学/栄養学の各専⾨的⽴場から
全⾝と⼝腔および⼝腔と⾷（栄養）の
関連性や重要性の啓発・普及に資する講演会

全対象者（職員・地域住⺠）

⼝腔ケア研修会

⼝腔ケア関連スキルのボトムアップのための研修会
… 対⾯形式の講義および相互実習

※採取プラークの培養状態/臭気の確認など

介護⽀援専⾨員等

ICT共有体制の再構築
（既開発）要援護者等情報共有システムの…

・他地域への導⼊に伴うシステムの再構築
・システムのさらなる連携︓医療情報とのシステムレベルの連携
・既試⽤プログラムの, より有効な（運⽤上）の再利活⽤
⇒ 地域特性（⼈的運⽤）に応じたシステム共有体制の最適化

《事業終了後～》

確⽴したベストプラクティスの継続的なブラッシュアップと，
構築した “ICT共有体制” のさらなる他地域への普及
⇒ 全県的な⽀援体制の確⽴と

理想的な包括ケアシステムの構築・推進

阿波の中（仲）を紡 （つむ） ぐ
〔徳島の中で医療・介護連携を推進する〕

“阿波なかつむぎ Project”

新規開発ICT機能
“AWA-i-コンサルSNS ”

要援護者等情報共有システム（稼働中）要援護者等情報共有システム（稼働中）

“ささいな異常”の正確/迅速な伝達ツール

健⼝体操プログラム

・健⼝体操プログラムの実施（意識啓発）
・対象者の状況調査（⽣活/⼝腔機能/栄養状態）
・筋⼒運動（いきいき百歳体操〔徳島県版〕）の効果
との相乗性など効果検証

地域住⺠

認知症発症 転倒など

フレイルティ・サイクル

⾷欲低下

サルコペニア

⾝体機能低下
消費エネルギー低下低栄養状態

体重減少

・咬合／咀嚼状態低下
・摂⾷・嚥下機能低下
⾷形態レベルの低下

⼝腔機能低下症

⼝腔リテラシー低下

・⼝腔への無関⼼
・⼝腔保健⾏動低下
（⼝腔清掃習慣/⻭科受診）
・⼝腔情報活⽤能⼒低下

↓
・う蝕/⻭周病による⻭の喪失
・咀嚼機能低下

↓

・滑⾆低下
・わずかなムセ/⾷べこぼし
・噛めない⾷品増加

↓

栄養健康リテラシー低下

地域住⺠

住⺠︓エンパワメント（潜在能⼒引き出し）のための 教育/予防プログラム
⇒ ⼝腔/栄養健康リテラシーの低下予防/向上

職員︓⼈材育成に向けた意識醸成 のための 教育プログラム
⇒ ⼝腔/栄養健康リテラシーの向上/ICTリテラシーの向上

住⺠も含め，地域ぐるみでの “⼝腔/栄養” ⽬線の定着が必要

・咀嚼機能低下” への早期対応の重要性認識 と ⻭科専⾨職との早期 かつ 確実な連携（社会資源の適時適切な利⽤）
・栄養摂取状況（喫⾷量や⾷形態）の評価（アセスメント）と 多職種連携による協議/ケア⽀援提供

オーラルフレイル/フレイル予防の実現に向けての課題解決⽅法/事業⽬的

・無意識的な塩分過剰摂取など
健康を意識しない⾷習慣

・栄養健康情報活⽤能⼒低下
・⾷習慣⾏動の乱れ

⽣活習慣病発症
→要介護状態

個⼈への⽀援を起点とした分野横断的な
⽀援体制整備の前提/⽬標

前提︓ “⼝腔・⾷(栄養)” / “オーラルフレイル/フレイル予防”
“⼝腔/栄養健康リテラシー低下防⽌” の重要性を
地域ぐるみで認識

⽬標︓ 制度が対象としない者も含めた，⽀援が必要な
個⼈や家族（個別課題）の

①早期の “発⾒/アセスメント/ニーズの把握”
②社会資源につなぐための仲介・調整

医療/⻭科医療との連携強化による
オーラルフレイル/フレイル予防の実現に向けた

社会資源の有効利⽤（適時適切な利⽤）と
サービス分野間の最適なシステム的・⼈的連携を

可能にする ベストプラクティス の確⽴・普及

“ICT共有体制” 構築 と “教育/予防” プログラム

“情報” と “意識” の共有 を達成すべく

システム的・⼈的な最適運⽤の具体化

“意識”
の共有

(ICTによる）
“情報” の共有

オーラルフレイル

包括的
⽀援

平成30年度⽼⼈保健健康増進等事業（⽼⼈保健事業推進費等補助⾦）国庫補助協議
テーマ71︓中⼭間地域におけるICT利活⽤によるフレイル・オーラルフレイル予防のためのベストプラクティス確⽴・普及に関する調査研究事業 阿波なかつむぎ Project
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