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報 告 書 要 旨 

 

１．背景と目的 

（１）事業の背景 

高齢期の摂食・嚥下機能の低下は、栄養障害や新たな疾患の発生、さらには QOL

の低下につながるおそれがあり、できるだけ長期に経口摂取の維持を図ることが重要

になる。そこで、介護報酬においては、介護保険施設入所者の経口移行ならびに経口

維持に対する取組を進めるために、「経口維持加算Ⅰ・Ⅱ」「経口移行加算」が設けら

れているが、その算定は低調である。 

平成 24年度の介護報酬改定においては、介護保険施設における経口維持・経口移行

の取組を推進し、栄養ケアマネジメントの充実を図る観点から、それぞれ多職種との

連携を強化するような算定基準の見直しが行われた。 

このように制度的な整備は進んでいるものの、実際には取組が進まない現状にある。

先行研究によれば、マンパワー不足や、医療機関との連携、摂食・嚥下機能に関する

評価の困難さなどが、取組の阻害要因として示唆されている。今後、経口摂取に関す

る取組を進めるにあたっては、これらの阻害要因への対応策を検討し、経口摂取に対

する効果的な支援のあり方を調査研究する必要がある。 

 

（２）事業の目的 

経口維持ならびに経口移行に関する介護報酬における加算の算定が進まない要因な

らびにその対応策を検討することにより、平成 24年度の介護報酬改定における算定要

件見直しの妥当性を検証するとともに、さらなる取組に向けての制度的課題を明らか

にすることで、次回の介護報酬改定における参考資料とする。 

 

２．事業内容 

（１）経口維持・経口移行への取組に関する実態調査（アンケート調査） 

調査目的 
経口維持・経口移行に関する実際の取組状況や取組の阻害要因などを明らか

にする。 

調査対象 全国の介護保険施設全施設（11,722施設） 

調査期間 平成 25年２月 

回収率 回収 2,693件（回収率 23.0%） 

 

（２）経口維持・経口移行への取組に関するヒアリング調査 

調査目的 
経口維持・経口移行に関する実際の取組状況や取組の阻害要因などを明らか

にする。アンケート調査ではわからなかった取組の詳細を明らかにする。 

調査対象 

介護保険施設のうち、実際に経口維持加算・経口移行加算を算定されている

施設、経口維持加算・経口移行加算を算定していないが経口摂取を維持する

ための取組を実施している施設、これから取組を始めたいと考えている施設 

調査期間 平成 24年 12月～平成 25年 3月 
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３．結果と考察 

（１）経口維持・経口移行への取組に関する実態調査（アンケート調査） 

１）経口維持 

経口摂取の維持に関する取組を行っていると回答した施設は全体の約６割にのぼっ

ていた。しかし、このうち、経口維持加算ⅠもしくはⅡを算定している施設は約４割

（全体の約２割）にとどまっていた。 

①取組の効果 

経口維持加算の算定の有無に関わらず、経口維持への取組を行っている施設に対し

てその効果をきいたところ、「家族が喜んでくれた」が最も多く（62.7%）、次いで「利

用者の方が喜んでくれた」（52.8%）となっており、入所・入院者本人ならびにご家族

の満足度が高いことが伺える。 

②加算を算定するうえでの課題 

経口維持加算ⅠまたはⅡを算定している施設に対して、加算を算定し続けていく中

での課題を聞いたところ、「算定の単位数が低い」が最も多く（50.5%）、次いで「嚥

下機能の評価が難しい」（45.4%）、「VE/VFを実施することができない（実施に当たっ

ての連携先もない）」（43.0%）、となっていた。 

経口維持加算Ⅱのみを算定している施設に対して経口維持加算Ⅰを算定していない

理由をきいたところ、「VE/VF を実施することができない（実施に当たっての連携先

がない）」の割合が圧倒的に高く（72.2%）、「VE/VFを実施しなくても水のみテスト等

で十分に評価できるから」は 20.2%であった。 

経口維持加算を算定していない施設に対してその理由をきいたところ、「嚥下機能の

評価が難しい」が最も多く（42.9%）、次いで「VE/VFを実施することができない（実

施に当たっての連携先もない）」（39.9%）、「他業務が忙しい」（30.0%）、「依頼できる

関係の専門職がいない」（25.6%）、「算定の単位数が低い」（20.2%）であった。 

 

２）経口移行 

経口移行に関する取組を行っていると回答した施設は全体の約４割にのぼっていた。

しかし、このうち経口移行加算を算定している施設は約３割（全体の約１割）にとど

まっていた。 

①取組の効果 

経口移行加算の算定の有無に関わらず、経口移行への取組を行っている施設に対し

てその効果をきいたところ、「家族が喜んでくれた」が最も多く（76.9%）、次いで「利

用者の方が喜んでくれた」（69.2%）となっており、経口維持への取組と同様、入所・

入院者本人ならびにご家族の満足度が高いことが伺える。 

②加算を算定するうえでの課題 

経口移行加算を算定している施設に対して、加算を算定し続けていく中での課題を

聞いたところ、「嚥下機能の評価が難しい」が最も多く（45.0%）、次いで「他業務が

忙しい」（29.7%）、「算定対象者がいない」（28.0%）、「算定の点数が低い」（27.4%）
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となっていた。 

経口移行加算を算定していない施設に対してその理由をきいたところ、「嚥下機能の

評価が難しい」が最も多く（44.7%）、次いで「算定対象者がいない」（28.0%）、「他業

務が忙しい」（26.1%）、「依頼できる関係の専門職がいない」（24.6%）であった。 

 

（２）経口維持・経口移行への取組に関するヒアリング調査 

１）経口維持への取組 

経口維持加算、経口移行加算を算定している施設においては、検査を実施できる医

師・歯科医師との連携や、施設内の関係職種での情報共有、取組意識の共有がなされ

ていた。一方、加算を算定していない施設においても、施設内の関係職種での情報共

有や取組意識の共有は努められていたが、医師・歯科医師との連携はまだ十分には構

築されていないところが多い印象であった。 

食事についての担当者は管理栄養士であるという認識は全施設に共通してみられ、

書類の作成においても管理栄養士が中心となって取り組んでいた。一方、誤嚥の危険

性には食事介助を行う看護職員・介護職員が気づくことが多く、関係職種での連携が

経口維持の鍵であると感じられた。 

 

２）経口移行への取組 

経口移行加算は、算定している施設でも１名程度であり、対象者がなかなかいない

との声が聞かれた。一方、経口移行が難しい対象者であっても、家族や本人の意向を

叶えるため、食事の一部（おやつのみ、昼食のみ等）は経口摂取ができるように支援

している事例が多くあることも明らかになった。 

 

（３）考察 

１）経口維持・経口移行への取組が加算算定につながらない要因 

経口維持・経口移行への取組が加算算定につながらない要因として、次の４点が考

えられた。 

①医療機関との連携の困難 

医師・歯科医師の診断を受け、指示に基づいて計画を策定することは、経口摂取の

維持をエビデンスにもとづいて実施するために必要な条件である。しかし、それを可

能にするための医療との連携は、施設の努力だけでは実現しがたいことが示唆された。 

②介護報酬上の課題 

介護報酬上の課題として、加算の点数が取組に見合わないこと、療養食加算との同

時算定ができないことが挙げられた。 

③書類の作成等事務手続きの煩雑さ 

加算算定のために必要な書類作成等の事務業務が負担感をもたらし、加算算定につ

ながっていないことが推測された。また、施設規模や加算の対象者数によって、管理

栄養士へかかる負荷が異なることも示唆された。 
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④施設内職員の知識・スキル 

加算を算定しているかどうかに関わらず、嚥下機能の評価が課題として捉えられて

いた。医療専門職との連携を強化するだけではなく、施設内職員の知識やスキルを向

上させることが期待される。職員の知識やスキルが十分ではないと考える施設では、

取組を行っていても、加算の算定にはつながらない可能性がある。 

 

２）経口維持加算・経口移行加算への提言 

経口維持加算・経口移行加算の算定率を上げるためには、制度上の見直しが必要で

ある可能性が示唆された。調査により明らかになった視点は次の６点である。 

①施設外の医療資源との連携を評価する仕組み 

現行の制度では、経口維持加算Ⅰを算定するためには造影撮影又は内視鏡検査を実

施することが求められている。特に介護老人福祉施設では、これらの検査を実施する

ためには外部の医療資源との連携が必要となる。積極的に連携を進めるために、施設

外の医療資源との連携を評価する仕組みがあってもよいのではないだろうか。 

②多職種連携を評価する仕組み 

経口維持・経口移行のための取組には、施設内の複数の職種が連携していることが

明らかになった。連携のために各種カンファレンスや連絡帳などで情報共有が図られ

ており、継続的な連携体制を評価する枠組みの構築が求められるのではないだろうか。 

③加算の単位数の見直し 

特に経口維持加算Ⅱを算定している施設の意見として、単位数が低いことが挙げら

れた。経口維持の取組に対する報酬が見合っていないと感じているものと考えられ、

施設職員の負担や引き受けるリスクの大きさに対して、割に合った報酬の設定が求め

られるのではないだろうか。 

④加算の対象者の拡充 

療養食加算を算定していても、経口維持のための取組は別途評価されるべきではな

いだろうか。また、摂食機能障害や認知症などの疾患により手厚い食事介助が必要な

入所者に対しても、加算の対象となるよう評価すべきではないだろうか。 

⑤管理栄養士の配置に対する評価の見直し 

施設規模や加算の対象者数に応じて、管理栄養士の負担が非常に大きくなっている

実態が明らかになった。管理栄養士の配置に対する評価を見直してもよいのではない

だろうか。 

⑥職員のスキルアップに資する支援 

多職種で連携して取組を行うためには、入所者に関わる全職種が摂食嚥下について

理解し、スキルを高める必要がある。経口維持の取組をより普及させていくためには、

報酬面での制度の整備に加えて、学びの場や教材を提供することも必要ではないだろ

うか。 
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１．調査研究の背景と目的 

（１）調査研究の背景 

高齢期の摂食・嚥下機能の低下は、栄養障害や新たな疾患の発生、さらにはＱＯＬ

の低下につながるおそれがあり、できるだけ長期に経口摂取の維持を図ることが重要

になる。 

そこで、介護報酬においては、介護保険施設入所者の経口移行ならびに経口維持に

対する取組を進めるために、「経口移行加算」「経口維持加算Ⅰ・Ⅱ」が設けられてい

るが、その算定は低調である。 

平成 24年度の介護報酬改定においては、介護保険施設における経口移行・経口維持

の取組を推進し、栄養ケアマネジメントの充実を図る観点から、それぞれ多職種との

連携を強化するような算定基準の見直しが行われた。 

このように制度的な整備は進んでいるものの、実際には取組が進まない現状にある。

先行研究によれば、マンパワー不足や、医療機関との連携、摂食・嚥下機能に関する

評価の困難さなどが、取組の阻害要因として示唆されている。今後、経口摂取に関す

る取組を進めるにあたっては、これらの阻害要因への対応策を検討し、経口摂取に対

する効果的な支援のあり方を調査研究する必要がある。 

 

（２）目的 

経口移行ならびに経口維持に関する介護報酬における加算の算定が進まない要因な

らびにその対応策を検討することにより、平成 24年度の介護報酬改定における算定要

件見直しの妥当性を検証するとともに、さらなる取組に向けての制度的課題を明らか

にすることで、次回の介護報酬改定における参考資料とする。 
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２．調査研究の全体像と流れ 

（１）経口維持・経口移行への取組に関する実態に関する実態調査 

         （アンケート調査） 

①調査の目的 

経口維持・経口移行に関する実際の取組状況や取組の阻害要因などを明らかにするた

めのアンケート調査を実施した。 

 

②調査の対象 

全国の介護保険施設全施設（11,722施設）の施設入所者の口腔・栄養管理を行ってい

る方に回答を依頼。回収 2,693件（回収率 23.0%）。 

 

 発 送 数 有効回収数 回収率 

全数 11,722件 2,693件  23.0%  

うち介護老人福祉施設（特養） 6,517件 1,671件 25.6% 

うち介護老人保健施設（老健） 3,684件 799件 21.7% 

うち介護療養型医療施設 1,521件 214件 14.1% 

※介護療養型医療施設には、有床診療所は含まない。 

※施設種の無回答が９件あったため、うち数の合計は全数と一致しない。 

 

③調査期間 

平成 25年２月 

 

④調査の内容 

○経口摂取の維持・経口移行に関する取組状況 

○経口摂取の維持・経口移行の取組に関与している職種 

○経口摂取の維持・経口移行の取組の効果 

○経口維持加算・経口移行加算算定のきっかけ 

○経口維持加算・経口移行加算の算定が困難となりうる理由 

       また、経口摂取の維持・経口移行のための取組が困難となりうる理由 

○経口維持加算や経口移行加算の算定要件に期待すること 

 



 

 5 

（２）経口維持・経口移行への取組に関するヒアリング調査 

①調査の目的 

経口維持・経口移行に関する実際の取組状況や取組の阻害要因などを明らかにするた

め、アンケート調査ではわからなかった取組の詳細を明らかにするためのヒアリング調

査を実施した。 

 

②調査方法 

現地訪問ヒアリング調査  

介護保険施設にて栄養ケアマネジメントに携わっている関係職種１名以上に対して１

時間～１時間半程度のヒアリング調査を行った。 

 

③調査期間 

平成 24年 12月～平成 25年３月 

 

④調査内容 

○経口維持加算・経口移行加算算定のきっかけ 

○経口摂取の維持・経口移行のための取組内容 

（取組に関与している職種、取組内容、役割分担、取組の効果など） 

○経口維持加算・経口移行加算の算定が困難となりうる理由 

       また、経口摂取の維持・経口移行のための取組が困難となりうる理由 

○経口維持加算や経口移行加算の算定要件に期待すること 
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⑤調査対象 

介護保険施設のうち、実際に経口維持加算・経口移行加算を算定されている施設、経

口維持加算・経口移行加算を算定していないが経口摂取を維持するための取組を実施し

ている施設、これから取組を始めたいと考えている施設を対象とした。 

 

施設種 施設名 
経口加算の有無 

維持Ⅰ 維持Ⅱ 移行 

介護老人 

福祉施設 
マイライフ徳丸 ○ － ○ 

介護老人 

福祉施設 
施設E － ○ － 

介護老人 

福祉施設 
施設D － 

△ 

準備中 
－ 

介護老人 

福祉施設 
天王森の郷 

△ 

準備中 

△ 

準備中 
－ 

介護老人 

福祉施設 
アコモード － － － 

介護老人 

福祉施設 
施設B － － － 

介護老人 

福祉施設 
太陽の國 － － － 

介護老人 

福祉施設 
施設H － － － 

介護老人 

保健施設 
施設J ○ － ○ 

介護療養型 

医療施設 
わかくさ竜間リハビリテーション病院 ○ ○ ○ 

 

３．実施体制 

本調査研究において、学識者によるアドバザリー会議を設置し、アンケート調査票や

ヒアリング項目の設計、分析の方向性等に関する助言を得て実施した。 
 

◇アドバイザリー会議委員 

合田 敏尚 静岡県立大学 食品栄養科学部 教授 

菅 武雄 鶴見大学 歯学部 講師 

田山 二朗 国立国際医療研究センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 科長 
 

 

◇事務局 

植村 靖則 みずほ情報総研株式会社社会経済コンサルティング部 

小松紗代子 みずほ情報総研株式会社社会経済コンサルティング部 
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第２章 

 経口維持・経口移行への取組 

に関する実態調査 
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（第 2章表紙裏） 
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１．調査概要 

（１）調査の目的 

経口維持・経口移行に関する実際の取組状況や取組の阻害要因などを明らかにするた

めのアンケート調査を実施した。 

 

（２）調査の対象・回収数 

全国の介護保険施設全施設（11,722施設）において、施設入所者・入院患者の栄養管

理の担当者に回答を依頼した。回収は全体で 2,693件（回収率 23.0%）であった。 

 

 発 送 数 有効回収数 回収率 

全数 11,722件 2,693件  23.0%  

うち介護老人福祉施設（特養） 6,517件 1,671件 25.6% 

うち介護老人保健施設（老健） 3,684件 799件 21.7% 

うち介護療養型医療施設 1,521件 214件 14.1% 

※介護療養型医療施設には、有床診療所は含まない。 

※施設種の無回答が９件あったため、うち数の合計は全数と一致しない。 

 

（３）調査期間 

平成 25年 2月 

 

（４）留意点 

○調査結果の比率は、その設問の回答者数を基数として、小数点以下第 2 位を四捨五入

して算出しており、合計が 100％にならない場合がある。 

○複数回答形式の場合、回答比率の合計は 100％を超える場合がある。 

○図表中の「ｎ」とは、その設問への回答者数等を表す。 

○選択肢の語句は、省略した表現を用いる場合がある。 
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２．回答施設の概況 

（１）入所定員 

回答施設のベッド数の平均は 75.9床であった。施設種類別にみると、介護老人福祉氏

施設が 70.1床、介護老人保健施設が 90.7 床、介護療養型医療施設が 63.5 床であった。 

 

【施設種類別入所定員】 

 ｎ 
平均 

（床） 

[参考] 

全国平均※ 

全体 2,531 75.9 - 

介護老人福祉施設 1,567 70.3 71.1 

介護老人保健施設 756 90.7 90.7 

介護療養型医療施設 202 63.5 44.2 

※全国平均は厚生労働省「平成 22年介護サービス施設・事業所調査」結果より算出している。ただ

し、当該調査において介護療養型医療施設については、有床診療所も対象としているため、病院

のみを対象とした本調査研究のアンケート調査結果とは大きな差が生じている。 

 

（２）胃ろう造設者の受け入れ方針 

①受け入れ人数 

現在受け入れている胃ろう造設者は、介護老人福祉施設と介護老人保健施設が 6 人程

度、介護療養型医療施設が 16.5人で、定員に占める割合は介護療養型医療施設が非常に

高くなっている。 

 

【施設種類別胃ろう受け入れ人数】 

 ｎ 
平均 

（人） 

[参考] 

施設定員 

全体 2,394 6.9 75.9 

介護老人福祉施設 1,511 6.0 70.3 

介護老人保健施設 692 6.2 90.7 

介護療養型医療施設 183 16.5 63.5 
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②受け入れ方針 

施設における胃ろう造設者の受け入れ方針については、「新規の利用者であっても、胃

ろうのある方の受入を行っている」施設が 78.6%で最も多く、「もともと入院・入所して

いた方に限って、胃ろうのある方の受入を行っている」施設は 30.0%であった。ただし、

「胃ろうのある方の受け入れは行っていない」施設も 5.7%あった。 

これを施設種類別にみると、「新規の利用者であっても、胃ろうのある方の受入を行っ

ている」施設の割合は、介護老人福祉施設よりも介護老人保健施設の方が、さらに介護

療養型医療施設の方がそれぞれ 10ポイント近く高くなっている。 

 

【施設種類別胃ろう造設している方への受入】 

78.6

74.3

83.9

93.5

30.0

35.1

22.0

17.8

5.7

6.0

6.5

0.9 2.3

2.8

2.6

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(n=2693)

介護老人福祉施設

(n=1671)

介護老人保健施設
(n=799)

介護療養型医療施設
(n=214)

新規の利用者であっても、胃ろうのある方の受入を行っている

もともと入院・入所していた方に限って、胃ろうのある方の受入を行っている

胃ろうのある方の受け入れは行っていない

無回答
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③受け入れの上限人数 

新規の利用者であっても胃ろうのある方を受け入れている施設に対して、受け入れの

上限人数の有無を聞いたところ、約 4割の施設が「（上限が）決まっている」と回答した。

ただし、介護療養型医療施設においては「（上限が）決まっている」とした施設は 6.0%

に過ぎなかった。 

 

【施設種類別新規の利用者であっても胃ろうのある方の受入（受入上限人数について）】 

37.2

40.1

40.7

6.0

60.2

57.5

55.5

93.0 1.0

3.7

2.4

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(n=2118)

介護老人福祉施設
(n=1242)

介護老人保健施設

(n=670)

介護療養型医療施設

(n=200)

決まっている 決まっていない 無回答

 

 

【施設種類別平成 25年 1月 31日現在の受入人数】 

 受入上限人数 
平成 25年 1月 31日 

現在の受入人数 

ｎ 平均（人） ｎ 平均（人） 

全体 766 8.87 1,337 7.16 

介護老人福祉施設 483 8.34 797 6.32 

介護老人保健施設 268 9.17 435 6.40 

介護療養型医療施設 11 24.82 100 17.05 
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一方、もともと入院・入所していた方に限って胃ろうのある方の受入を行っている施

設に対して、受け入れの上限人数の有無を聞いたところ、約 3割の施設が「（上限が）決

まっている」と回答した。ただし、介護療養型医療施設においては「（上限が）決まって

いる」とした施設はなかった。 

 

【施設種類別もともと入院・入所していた方に限り胃ろうのある方の受入（受入上限人数について）】 

27.6

30.4

24.4

65.1

61.8

68.8

97.4

7.3

7.8

6.8

0.0
2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(n=807)

介護老人福祉施設
(n=586)

介護老人保健施設

(n=176)

介護療養型医療施設

(n=38)

決まっている 決まっていない 無回答

 

 

【施設種類別平成 25年 1月 31日現在の受入人数】 

 受入上限人数 
平成 25年 1月 31日 

現在の受入人数 

ｎ 平均（人） ｎ 平均（人） 

全体 217 6.94 539 5.53 

介護老人福祉施設 175 6.99 386 5.53 

介護老人保健施設 40 6.53 130 4.90 

介護療養型医療施設 0 - 18 9.39 
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（３）職員数 

施設種類別にみた職員の配置状況は下記の通りである。栄養ケアマネジメントにおい

て重要な役割を果たす管理栄養士については、介護老人福祉施設では常勤職員の平均が

1.08人と、ほとんどの施設で 1人しか配置されていないが、介護療養型医療施設では常

勤職員の配置が 1.53人となっており、複数配置されている施設も多いことが伺える。 

 

【施設種類別職員の配置状況（常勤）／（非常勤）】 

施設属性 医師 歯科医師 看護師 管理栄養

士

歯科衛生

士

言語聴覚

士
件数 1,662 1,284 2,515 2,460 1,373 1,432

介護老人福祉施設 706 668 1,567 1,498 726 707
介護老人保健施設 756 485 746 760 512 571
介護療養型医療施設 195 128 194 195 132 150

平均 0.93 0.03 6.48 1.15 0.14 0.32
介護老人福祉施設 0.13 0.01 3.76 1.08 0.07 0.01

介護老人保健施設 1.05 0.01 8.97 1.19 0.15 0.43
介護療養型医療施設 3.37 0.17 18.84 1.53 0.46 1.34

施設属性 医師 歯科医師 看護師 管理栄養
士

歯科衛生
士

言語聴覚
士

件数 2,154 1,400 1,886 1,262 1,310 1,267
介護老人福祉施設 1,467 846 1,120 718 751 700

介護老人保健施設 533 443 610 438 450 461
介護療養型医療施設 148 107 149 104 105 102
平均 1.69 0.28 2.36 0.11 0.23 0.11

介護老人福祉施設 1.45 0.38 1.83 0.11 0.27 0.06
介護老人保健施設 1.04 0.12 2.95 0.08 0.17 0.16

介護療養型医療施設 6.46 0.15 3.86 0.22 0.14 0.21  
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（４）口腔・栄養関連の加算算定状況 

施設種類別にみた口腔・栄養関連の加算の算定状況は下記の通りである。 

これらのうち「栄養マネジメント加算」と「療養食加算」は多くの施設で算定してお

り、それぞれ 85.0%、74.2%となっているが、その他の加算については 50%にも達して

いない。 

特に本調査研究における中心的なテーマとなる「経口維持加算Ⅰ・Ⅱ」「経口移行加算」

については、算定している施設の割合は全体では 1～2割となっている。 

これを施設種類別にみると、「経口維持加算Ⅰ・Ⅱ」については介護老人保健施設にお

ける算定率が高く、介護老人福祉施設や介護療養型医療施設と比べて 10ポイント程度高

くなっている。また「経口移行加算」については、介護老人保健施設と介護療養型医療

施設における算定率が高く、介護老人福祉施設と比べると 15ポイント近く高くなってい

る。 

 

【施設種類別口腔・栄養関連の加算の有無】 

合計

経
口
維

持
加
算
Ⅰ
と
経
口

維
持
加
算

Ⅱ
を
算

定
し
て
い
る

経
口
維

持
加
算
Ⅰ
の
み
を

算
定
し
て

い
る

経
口
維

持
加
算
Ⅱ
の
み
を

算
定
し
て

い
る

経
口
移

行
加
算
を
算
定
し

て
い
る

栄
養
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

を
算
定
し

て
い
る

口
腔
機

能
維
持
管
理
体
制

加
算
を
算

定
し
て

い
る

口
腔
機

能
維
持
管
理
加
算

を
算
定
し

て
い
る

療
養
食

加
算
を
算
定
し
て

い
る

2693 135 45 450 347 2289 987 428 1998

100.0 5.0 1.7 16.7 12.9 85.0 36.7 15.9 74.2

1671 46 28 218 116 1373 566 212 1081

100.0 2.8 1.7 13.0 6.9 82.2 33.9 12.7 64.7

799 75 15 202 185 731 356 183 730

100.0 9.4 1.9 25.3 23.2 91.5 44.6 22.9 91.4

214 14 2 27 45 177 62 31 179

100.0 6.5 0.9 12.6 21.0 82.7 29.0 14.5 83.6

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

全体
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（５）経口維持加算・移行加算の算定開始時期 

経口維持加算、経口移行加算の算定開始時期は下記の通りである。 

算定開始時期は、加算創設当初の平成 18 年から（経口移行加算は平成 17 年 10 月か

ら）である施設と、加算要件が緩和された平成 24年度に入ってからの施設が多い傾向に

あった。 

 

【経口維持加算・経口移行加算の算定開始時期】 
経口維持
加算Ⅰ

経口維持
加算Ⅱ

経口移行
加算

ｎ 120 393 204

平成17年 16.7

平成18年 23.3 33.1 14.7

平成19年 4.2 5.6 2.5

平成20年 5.0 7.4 4.9

平成21年 13.3 9.9 8.3

平成22年 2.5 4.8 8.8

平成23年 15.0 6.9 6.4

平成24年 26.7 27.0 30.9

平成25年 10.0 5.3 6.9

合計 100.0 100.0 100.0  

※開始年度ではなく、開始年で集計している。 
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３．経口摂取の維持に関する取組 

（１）経口摂取の維持に関する取組の有無と加算算定の有無 

加算算定の有無に関わらず、経口摂取の維持に関する取組の有無をみると、半数以上

の施設において「経口摂取の維持に関する取組を行っている」と回答した（57.3%）。 

これを施設種類別にみると、「取組を行っている」施設の割合は、介護老人福祉施設よ

りも介護老人保健施設の方が 13.9ポイント高く、さらに介護老人保健施設よりも介護療

養型医療施設の方が 5.1ポイント高くなっている。 

 

【施設種類別経口摂取の維持に関する取組の有無】 

57.3

51.6

65.5

70.6

42.4

48.1

34.4

29.0 0.5

0.1

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=2693)

介護老人福祉施設
(n=1671)

介護老人保健施設

(n=799)

介護療養型医療施設

(n=214)

経口摂取の維持に関する取組※を行っている 経口摂取の維持に関する取組は特に行っていない

無回答
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次に、経口摂取の維持に関する取組を行っている施設について経口維持加算算定の有

無をみると、割合の違いはあるものの、全ての施設種類において「経口維持加算は算定

していない」とする割合が最も高く、介護老人福祉施設では 66.2%、介護療養型医療施

設では 71.5%に達していた。 

なお、「経口維持加算は算定していない」の次に多かったのは「経口維持加算Ⅱのみを

算定している」で（29.1%）、経口維持加算Ⅰを算定している施設（「経口維持加算Ⅰと

経口維持加算Ⅱを算定している」と「経口維持加算Ⅰのみを算定している」の合計）は

11.7%にとどまっていた。 

 

【施設種類別経口維持加算の算定】 

8.7

5.3

14.3

9.3

2.9

3.2

2.9

1.3

29.1

25.3

38.6

17.9

59.2

66.2

44.2

71.5 0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1544)

介護老人福祉施設
(n=863)

介護老人保健施設

(n=523)

介護療養型医療施設

(n=151)

経口維持加算Ⅰと経口維持加算Ⅱを算定している 経口維持加算Ⅰのみを算定している
経口維持加算Ⅱのみを算定している 経口維持加算は算定していない

無回答

 

 



 

 19 

（２）経口維持加算を算定するようになったきっかけ 

経口維持加算を算定するようになったきっかけとしては、「もともと取組意向を持って

おり、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備）」が最も多く

（42.4%）、次いで「介護報酬で加算が創設される前から同様の取組を行ってきたから。

（体制の変化はほとんどなし）」（32.1%）であった。 

 

【施設種類別経口維持加算を算定する様になったきっかけ】 

32.1

33.2

29.8

39.5

42.4

37.3

46.2

48.8

11.6

12.0

11.6

9.3

4.3

7.5

1.7

5.6

5.8

6.2

4.1

4.1

4.5

0.00.0

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(n=630)

介護老人福祉施設
(n=292)

介護老人保健施設
(n=292)

介護療養型医療施設
(n=43)

介護報酬で加算が創設される前から同様の取組を行ってきたから。（体制の変化はほとんどなし）

もともと取組意向を持っており、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備）

もともと取組意向はなかったが、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備）
介護報酬に関係なく、連携先が見つかった等の体制が整い、せっかくなので算定した。

その他

無回答
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（３）取組に関与する職種 

経口摂取の維持に関する取組をスクリーニング、検査、決定（判断）、取組内容の検討、

継続的なモニタリングの５段階に分け、それぞれのフェーズに関与する職種について尋

ねた。さらにそれぞれのフェーズでメインに担当している職種も尋ねた。 

全体に共通して、自施設の医師、看護師（看護職員）、管理栄養士の関与が多くみられ

た。 

施設種類別の特徴として、介護老人福祉施設では介護職員の他、「他施設の医師」「他

施設の歯科医師」「他施設の歯科衛生士」と他施設職員の関与が多い。また介護老人保健

施設では、自施設の言語聴覚士、理学療法士・作業療法士、介護職員と自施設の、それ

もリハビリ関連職種の関与が多い。介護療養型医療施設では、自施設の言語聴覚士の関

与が、他の施設種類を比べて多い。 

取組のフェーズごとの違いでは、関与する職種には大きな違いはみられないが、メイ

ンで担当する職種に違いがみられた。具体的には、スクリーニング、取組内容の検討、

継続的なモニタリングでは自施設の言語聴覚士、看護師、管理栄養士のいずれかが中心

となることが多い傾向にあった。検査及び決定（判断）のフェーズでは自施設の医師、

他施設の医師、他施設の歯科医師、自施設の言語聴覚士、看護師のいずれかが中心とな

る傾向がみられた。 
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【施設種類別経口摂取の維持の取組に関与する職種 ①スクリーニング（複数回答）】 

24.4

6.1

1.3

10.1

18.1

3.2

5.1

5.9

61.0

62.5

10.9

44.8

10.6

8.4

15.2

9.8

1.4

12.7

1.9

3.4

3.9

8.5

61.6

65.2

5.6

50.6

14.9

10.5

33.5

1.3

0.6

6.7

37.1

4.0

6.3

3.1

59.8

63.5

19.9

41.5

5.5

5.5

45.0

1.3

3.3

6.6

45.0

0.0

7.3

1.3

61.6

42.4

10.6

22.5

3.3

6.0

0 10 20 30 40 50 60 70

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1544)

介護老人福祉施設
(n=863)

介護老人保健施設
(n=523)

介護療養型医療施設
(n=151)
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【施設種類別経口摂取の維持の取組に関与する職種 ②検査（複数回答）】 

24.5

12.8

2.1

12.8

18.5

4.5

3.4

4.9

39.6

25.3

6.2

15.0

4.8

20.8

19.0

17.4

2.3

17.3

1.7

4.4

2.5

6.7

43.8

27.0

3.4

19.0

6.4

25.1

28.3

8.0

1.0

8.2

38.0

5.9

4.4

2.9

34.6

25.4

10.7

11.5

2.3

14.1

43.7

4.0

4.0

2.6

46.4

0.0

4.6

1.3

32.5

14.6

6.6

4.0

4.6

18.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1544)

介護老人福祉施設
(n=863)

介護老人保健施設
(n=523)

介護療養型医療施設
(n=151)
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【施設種類別経口摂取の維持の取組に関与する職種 ③決定(判断)（複数回答）】 

56.2

15.9

1.8

11.8

14.3

3.9

3.2

3.6

46.0

34.9

6.5

23.4

8.8

7.6

37.3

24.8

1.9

15.9

1.4

4.1

2.9

5.2

50.3

38.9

4.2

29.8

13.1

9.8

77.6

5.2

1.0

7.5

29.4

4.8

3.8

1.7

41.7

34.0

10.9

17.6

3.8

4.8

89.4

2.6

4.0

3.3

36.4

0.0

3.3

0.7

37.7

15.2

5.3

7.3

2.0

4.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1544)

介護老人福祉施設
(n=863)

介護老人保健施設
(n=523)

介護療養型医療施設
(n=151)
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【施設種類別経口摂取の維持の取組に関与する職種 ④取組内容の検討（複数回答）】 

34.8

7.1

1.9

12.3

19.6

3.8

6.3

7.0

83.2

80.0

19.4

70.3

19.9

5.1

18.7

11.1

2.0

15.9

1.9

4.1

5.4

9.0

83.8

79.1

10.7

77.1

26.4

6.1

52.8

2.1

1.1

8.6

40.2

4.6

7.5

4.6

82.2

84.1

32.1

66.2

13.4

3.8

65.6

2.0

4.0

4.6

49.7

0.0

7.9

4.0

84.8

70.9

25.8

47.0

6.0

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1544)

介護老人福祉施設
(n=863)

介護老人保健施設
(n=523)

介護療養型医療施設
(n=151)
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【施設種類別経口摂取の維持の取組に関与する職種 ⑤継続的なモニタリング（複数回答）】 

23.0

5.3

1.5

9.0

18.1

3.2

6.0

6.3

71.3

75.7

13.5

63.9

15.0

5.2

13.9

8.9

1.9

11.7

1.7

3.4

4.6

8.8

71.0

75.2

7.6

71.1

20.5

6.0

32.5

0.6

0.6

6.5

36.3

3.8

7.5

3.6

68.5

79.2

22.8

57.7

8.6

4.0

42.4

1.3

2.6

2.0

48.3

0.0

8.6

1.3

84.1

66.9

15.9

44.4

6.0

4.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1544)

介護老人福祉施設
(n=863)

介護老人保健施設
(n=523)

介護療養型医療施設
(n=151)
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（４）取組の効果 

経口維持加算の算定の有無に関わらず、経口維持への取組を行っている施設に対して

その効果をきいたところ、「家族が喜んでくれた」が最も多く（62.7%）、次いで「利用

者の方が喜んでくれた」（52.8%）となっており、入所・入院者本人ならびにご家族の満

足度が高いことが伺える。その他は、「利用者の方の栄養状態が改善した」（48.1%）、「利

用者の方の全身状態がよくなった」（39.0%）、「職員のモチベーションにつながった」

（38.0%）、「利用者の方の肺炎や発熱による入院が減少した」（31.0％）であり、「施設の

経営改善に影響した」は 6.2%に過ぎなかった。 

これを施設種類別にみると、大きな違いはみられないが、介護療養型医療施設におい

て、「家族が喜んでくれた」「職員のモチベーションにつながった」の割合が、他の施設

よりも高くなっていた。 

 

【施設種類別経口維持に関する取組の効果について】 

52.8

62.7

48.1

31.0

39.0

38.0

6.2

5.1

5.1

48.0

59.9

48.2

33.4

38.6

39.0

6.3

5.2

5.8

58.3

63.7

47.8

31.2

38.4

33.3

7.3

5.9

3.4

58.9

74.8

48.3

17.9

43.0

49.0

2.6

2.0

7.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

利用者の方が喜んでくれた

家族が喜んでくれた

利用者の方の栄養状態が改善した

利用者の方の肺炎や発熱による
入院が減少した

利用者の方の全身状態がよくなった

職員のモチベーションにつながった

施設の経営改善に影響した

その他

無回答

(%)

全体
(n=1544)

介護老人福祉施設
(n=863)

介護老人保健施設
(n=523)

介護療養型医療施設
(n=151)
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また、経口維持加算の取得状況別にみても大きな違いはみられないが、経口維持加算

ⅠとⅡの両方を算定している施設において、「利用者の方が喜んでくれた」「家族が喜ん

でくれた」「職員のモチベーションにつながった」とする割合が、他の施設よりも高くな

っていた。 

さらに、経口維持加算は算定していないものの経口維持に関する取組を行っている施

設においても、経口維持加算を算定している施設と比べて取組の効果については大きな

差はみられない。 

 

【経口維持加算別経口維持に関する取組の効果について】 

52.8

62.7

48.1

31.0

39.0

38.0

6.2

5.1

5.1

65.9

72.6

54.8

40.0

43.0

48.1

10.4

6.7

0.7

48.9

62.2

48.9

55.6

44.4

44.4

6.7

2.2

0.0

42.7

54.2

45.8

37.6

38.4

36.4

12.4

7.1

0.7

56.0

65.4

48.2

25.3

38.4

37.0

2.5

4.0

8.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

利用者の方が喜んでくれた

家族が喜んでくれた

利用者の方の栄養状態が改善した

利用者の方の肺炎や発熱による

入院が減少した

利用者の方の全身状態がよくなった

職員のモチベーションにつながった

施設の経営改善に影響した

その他

無回答

(%)

経口摂取の維持に関する　
取組を行っている　　　　
(n=1544)

経口維持加算Ⅰと　
　　経口維持加算Ⅱ
(n=135)

経口維持加算Ⅰのみ
(n=45)

経口維持加算Ⅱのみ
(n=450)

経口維持加算は算定
していない　　　　
(n=914)
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（５）加算を算定するうえでの課題 

①加算を算定し続けていくなかで、難しい、大変だと感じる点 

経口維持加算ⅠまたはⅡを算定している施設に対して、加算を算定し続けていく中で

の課題を聞いたところ、「算定の単位数が低い」が最も多く（50.5%）、次いで「嚥下機

能の評価が難しい」（45.4%）、「VE/VFを実施することができない（実施に当たっての連

携先もない）」（43.0%）、となっていた。 

これを施設種類別にみると、「算定の単位数が低い」については介護老人保健施設にお

いて、「嚥下機能の評価が難しい」については介護老人福祉施設において、そして「VE/VF

を実施することができない（実施に当たっての連携先もない）」については介護老人福祉

施設と介護老人保健施設において多く指摘されていた。 

さらに経口維持加算の算定状況別にみると、「算定の単位数が低い」については全体で

は 50.5%の施設が挙げているにも関わらず、経口維持加算Ⅰのみを算定している施設に

おいてはその割合は 35.6%にとどまっており、経口維持加算Ⅰの算定単位数については、

経口維持加算Ⅱの算定単位数と比べて施設における不満が少ないことが伺える。また、

嚥下機能の評価が難しい」「VE/VF を実施することができない（実施に当たっての連携

先もない）」については、経口維持加算Ⅱのみを算定している施設において特に高くなっ

ている。 
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【施設種類別経口維持加算を算定する上での難易点】 

14.0

50.5

28.9

45.4

8.3

0.8

17.3

19.8

4.9

1.3

43.0

11.0

3.7

13.0

44.2

26.4

51.0

4.1

1.0

18.5

16.8

4.5

0.0

44.9

12.3

5.1

15.1

56.8

31.5

41.1

10.3

0.7

16.4

25.0

5.1

2.7

43.2

9.2

2.4

11.6

48.8

27.9

34.9

23.3

0.0

16.3

7.0

7.0

0.0

25.6

14.0

2.3

0 10 20 30 40 50 60

依頼できる関係の専門職がいない

算定の単位数が低い

他業務が忙しい

嚥下機能の評価が難しい

算定対象者がいない

算定内容に必要性を感じない

加算算定期間である180日を超えた
場合の継続基準が満たせない

関係職種間でモチベーションの
高さが異なる

ご利用者本人やご家族の理解
が得にくい

施設長等の理解が得にくい

VE/VFを実施することができない
（実施に当たっての連携先もない）

その他

無回答

(%)

全体
(n=630)

介護老人福祉施設
(n=292)

介護老人保健施設
(n=292)

介護療養型医療施設
(n=43)
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【経口維持加算の算定状況別経口維持加算を算定する上での難易点】 

14.0

50.5

28.9

45.4

8.3

0.8

17.3

19.8

4.9

1.3

43.0

11.0

3.7

8.1

54.8

36.3

38.5

14.1

0.0

25.2

23.7

6.7

0.7

20.0

14.8

1.5

13.3

35.6

44.4

26.7

8.9

2.2

20.0

22.2

13.3

0.0

15.6

11.1

8.9

15.8

50.7

25.1

49.3

6.4

0.9

14.7

18.4

3.6

1.6

52.7

9.8

3.8

0 10 20 30 40 50 60

依頼できる関係の専門職がいない

算定の単位数が低い

他業務が忙しい

嚥下機能の評価が難しい

算定対象者がいない

算定内容に必要性を感じない

加算算定期間である180日を超えた

場合の継続基準が満たせない

関係職種間でモチベーションの

高さが異なる

ご利用者本人やご家族の理解

が得にくい

施設長等の理解が得にくい

VE/VFを実施することができない

（実施に当たっての連携先もない）

その他

無回答

(%)

経口摂取の維持に関する　
取組を行っている　　　　
(n=630)

経口維持加算Ⅰと　
　　経口維持加算Ⅱ
(n=135)

経口維持加算Ⅰのみ
(n=45)

経口維持加算Ⅱのみ
(n=450)
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②経口維持加算Ⅰを算定していない理由（経口維持加算Ⅱのみ算定している理由） 

経口維持加算Ⅱのみを算定している施設に対して経口維持加算Ⅰを算定していない理

由をきいたところ、「VE/VF を実施することができない（実施に当たっての連携先がな

い）」の割合が圧倒的に高く（72.2%）、「VE/VFを実施しなくても水のみテスト等で十分

に評価できるから」は 20.2%であった。 

なお、「その他」の内容としては、「療養食加算の算定を優先させるため」「検査費用が

本人負担となるため」「苦痛を伴う検査だと思われるため本人・家族の理解が得られない」

「言語聴覚士がいないため重度の嚥下障害者に対応できないため」等が挙げられていた。 

 

【施設種類別経口維持加算Ⅰを算定していない理由】 

72.2

20.2

5.6

2.0

15.8

2.9

72.0

18.8

6.0

1.4

16.5

3.7

72.3

22.3

5.4

2.5

15.8

1.5

70.4

18.5

3.7

3.7

11.1

7.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

VE/VFを実施することができない
（実施に当たっての連携先がない）

VE/VFを実施しなくても水のみ

テスト等で十分に評価できるから

VE/VFを実施するに当たって
ご家族等の同意が取れない

施設の方針

その他

無回答

(%)

全体
(n=450)

介護老人福祉施設
(n=218)

介護老人保健施設
(n=202)

介護療養型医療施設
(n=27)
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③経口維持加算ⅠおよびⅡを算定していない理由 

経口維持加算を算定していない施設に対してその理由をきいたところ、「嚥下機能の評

価が難しい」が最も多く（42.9%）、次いで「VE/VFを実施することができない（実施に

当たっての連携先もない）」（39.9%）、「他業務が忙しい」（30.0%）、「依頼できる関係の

専門職がいない」（25.6%）、「算定の単位数が低い」（20.2%）であった。 

これを施設種類別にみると、介護老人福祉施設では、「嚥下機能の評価が難しい」「依

頼できる関係の専門職がいない」について、他の施設よりも高い割合となっていた。ま

た介護療養型医療施設では「療養食加算を算定しているから」の割合が、他の施設より

も高くなっていた。 

 

【施設種類別 経口維持加算Ⅰ・Ⅱを算定していない理由】 

5.8

25.6

20.2

30.0

42.9

10.8

2.6

16.1

12.4

5.8

1.0

39.9

13.9

11.6

7.8

5.3

28.9

19.1

28.0

49.2

8.8

3.2

15.6

11.9

7.0

0.9

39.1

9.6

11.7

8.2

4.8

20.3

26.4

34.2

36.8

14.3

0.9

17.3

14.3

3.9

1.7

45.9

18.6

12.1

6.5

11.1

19.4

13.0

31.5

23.1

13.0

3.7

16.7

11.1

3.7

0.0

31.5

26.9

10.2

8.3

0 10 20 30 40 50 60

算定条件がわからない

依頼できる関係の専門職がいない

算定の単位数が低い

他業務が忙しい

嚥下機能の評価が難しい

算定対象者がいない

算定内容に必要性を感じない

中心となって進めていく
キーパーソンがいない

関係職種間でモチベーションの
が異なる

ご利用者本人やご家族の理解が
得にくい

施設長等の理解が得にくい

VE/VFを実施することができない
（実施に当たっての連携先もない）

療養食加算を算定しているから

その他

無回答

(%)

全体
(n=914)

介護老人福祉施設
(n=571)

介護老人保健施設
(n=231)

介護療養型医療施設
(n=108)
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（６）取組を行っていない理由 

経口維持への取組を行っていない施設に対してその理由をきいたところ、「嚥下機能の

評価が難しい」が最も多く（62.2%）、次いで「依頼できる関係の専門職がいない」（52.5%）、

「他業務が忙しい」（28.4%）となっていた。 

これを施設種類別にみると、介護老人福祉施設において他の施設種類と比べて「嚥下

機能の評価が難しい」とする割合が高くなっていた。 

なお、「施設の方針」「その他」としては、「加算の単位数が低いため」「医師の協力が

得られないため」「医療との連携が取れないため」「療養食加算の算定を優先するため」

「体制が組めない」「勉強不足のため」「職員の関心があまりないため」等が挙げられて

いた。 

 

【施設種類別経口維持への取組をしていない理由】 

52.5

28.4

62.2

16.5

1.6

2.8

11.2

1.8

52.6

29.0

64.3

14.6

1.9

1.9

11.7

2.1

51.6

27.3

59.6

20.4

0.7

5.1

10.5

0.7

53.2

24.2

46.8

24.2

1.6

4.8

8.1

1.6

0 10 20 30 40 50 60 70

依頼できる関係の専門職がいない

他業務が忙しい

嚥下機能の評価が難しい

対象者がいない

経口維持の取組の必要性を感じない

施設の方針

その他

無回答

(%)

全体
(n=1142)

介護老人福祉施設
(n=803)

介護老人保健施設
(n=275)

介護療養型医療施設
(n=62)
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４．経口移行に関する取組 

（１）取組の有無と加算算定の有無 

①取組の有無 

加算算定の有無に関わらず、経口移行に関する取組の有無をみると、「経口移行に関す

る取組を行っている」は 39.9%で、「経口移行に関する取組は行っていない」は 59.3%で

あった。 

これを施設種類別にみると、「取組を行っている」施設の割合は、介護老人福祉施設よ

りも介護老人保健施設の方が 14.2ポイント高く、さらに介護老人保健施設よりも介護療

養型医療施設の方が 20.2ポイント高くなっている。 

 

【施設種類別経口移行に関する取組の有無】 

39.9

32.9

47.1

67.3

59.3

66.4

51.8

32.7 0.0

1.1

0.8

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(n=2693)

介護老人福祉施設
(n=1671)

介護老人保健施設

(n=799)

介護療養型医療施設

(n=214)

経口移行に関する取組を行っている 経口移行に関する取組は行っていない 無回答
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②加算算定の有無 

次に、経口移行に関する取組を行っている施設について経口移行加算算定の有無をみ

ると、割合の違いはあるものの、全ての施設種類において「経口移行加算は算定してい

ない」とする割合が最も高く、介護老人福祉施設では 78.5%、介護療養型医療施設では

68.8%に達していた。 

 

【施設種類別経口移行加算の算定の有無】 

32.3

21.1

49.2

31.3

67.4

78.5

50.5

68.8 0.0

0.3

0.4

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(n=1075)

介護老人福祉施設
(n=550)

介護老人保健施設

(n=376)

介護療養型医療施設

(n=144)

経口移行加算を算定している 経口移行加算は算定していない 無回答
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（２）加算を算定するようになったきっかけ 

経口移行加算を算定するようになったきっかけとしては、「もともと取組意向を持って

おり、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備）」と「介護報酬

で加算が創設される前から同様の取組を行ってきたから。（体制の変化はほとんどなし）」

がほぼ同程度の割合であった（それぞれ 37.5%、34.3%）。 

これを施設種類別にみると、介護療養型医療施設においては、「もともと取組意向を持

っており、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備）」の割合が

高く 57.8%に達していた。 

 

【施設種類別経口移行加算を算定するようになったきっかけ】 

34.3 

28.4 

31.9 

57.8 

37.5 

31.9 

42.7 

31.1 

6.3 

7.8 

5.9 

4.4 

7.8 

13.8 

5.4 

2.2 

9.2 

12.9 

9.2 

0.0 

4.9 

5.2 

4.9 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=347)

介護老人福祉施設

(n=116)

介護老人保健施設

(n=185)

介護療養型医療施設

(n=45)

介護報酬で加算が創設される前から同様の取組を行ってきたから。（体制の変化はほとんどなし）

もともと取組意向を持っており、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備）

もともと取組意向はなかったが、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備）

介護報酬に関係なく、連携先が見つかった等の体制が整い、せっかくなので算定した。

その他

無回答

 

 

 



 

 37 

（３）取組に関与する職種 

経口移行に関する取組をスクリーニング、検査、決定（判断）、取組内容の検討、継続

的なモニタリングの５段階に分け、それぞれのフェーズに関与する職種について尋ねた。

さらにそれぞれのフェーズでメインに担当している職種も尋ねた。 

全体に共通して、自施設の医師、看護師（看護職員）、管理栄養士、介護職員の関与が

多くみられた。 

施設種別の特徴として、介護老人福祉施設では他施設の医師、他施設の歯科医師、そ

の他職種の関与が多い傾向にあった。介護老人保健施設では、自施設の言語聴覚士、理

学療法士・作業療法士の関与が多い傾向にあった。介護療養型医療施設では、自施設の

言語聴覚士の関与が多い傾向にあった。 

取組のフェーズごとの違いでは、関与する職種には大きな違いはみられないが、メイ

ンで担当する職種に違いがみられた。具体的には、スクリーニング、取組内容の検討、

継続的なモニタリングでは自施設の言語聴覚士、看護師、管理栄養士のいずれかが中心

となることが多い傾向にあった。検査及び決定（判断）のフェーズでは自施設の医師、

他施設の医師、自施設の言語聴覚士、看護師のいずれかが中心となる傾向がみられた。 
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【施設種類別経口移行の取組に関与する職種 ①スクリーニング（複数回答）】 

29.0

7.2

1.8

7.0

20.6

3.6

3.9

3.5

59.1

53.1

12.0

37.9

9.3

13.1

21.5

12.2

1.6

9.5

2.0

3.8

1.6

6.0

60.5

52.5

6.2

44.9

12.7

17.6

33.2

1.3

1.3

4.3

38.8

3.7

6.1

1.1

56.9

60.1

22.1

35.4

6.4

9.3

47.2

2.8

3.5

4.2

43.8

2.8

6.9

0.7

59.0

36.1

8.3

16.7

4.2

6.3

0 10 20 30 40 50 60 70

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1075)

介護老人福祉施設
(n=550)

介護老人保健施設
(n=376)

介護療養型医療施設
(n=144)
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【施設種類別経口移行の取組に関与する職種 ②検査（複数回答）】 

28.1

13.9

2.2

9.3

20.3

5.5

3.3

2.6

38.9

23.6

7.1

14.0

3.7

22.4

21.3

19.1

2.2

12.2

1.5

5.5

1.8

3.8

43.8

24.9

3.1

19.5

4.7

27.8

31.4

9.6

1.9

7.4

38.8

6.9

4.8

1.6

35.1

25.5

13.6

10.9

2.7

14.9

46.5

4.2

3.5

2.8

44.4

2.1

5.6

0.0

30.6

13.9

5.6

1.4

2.8

20.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1075)

介護老人福祉施設
(n=550)

介護老人保健施設
(n=376)

介護療養型医療施設
(n=144)
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【施設種類別経口移行の取組に関与する職種 ③決定(判断)（複数回答）】 

59.2

15.8

1.7

9.0

16.5

4.6

2.4

1.3

45.4

30.5

7.3

20.7

7.4

10.8

39.3

25.1

1.3

11.8

1.3

4.7

1.3

1.8

50.5

32.4

3.6

26.7

10.7

13.3

78.5

6.6

1.6

6.9

31.4

5.3

4.0

0.8

39.6

34.0

13.3

17.8

4.8

8.8

86.1

2.8

3.5

3.5

36.1

2.1

2.8

0.0

41.0

14.6

6.3

4.9

2.1

6.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1075)

介護老人福祉施設
(n=550)

介護老人保健施設
(n=376)

介護療養型医療施設
(n=144)
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【施設種類別経口移行の取組に関与する職種 ④取組内容の検討（複数回答）】 

38.7

7.0

2.1

8.7

21.3

4.5

5.3

3.7

80.8

73.3

19.6

63.4

17.5

10.0

22.9

11.6

2.2

10.5

1.8

3.8

3.1

4.7

79.8

70.4

8.5

69.8

23.1

12.5

51.9

1.6

1.6

6.9

40.7

6.1

7.4

2.1

81.1

80.6

35.6

63.0

13.6

7.7

66.0

2.8

3.5

6.3

45.8

2.8

8.3

4.2

84.7

66.0

20.8

40.3

6.3

5.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1075)

介護老人福祉施設
(n=550)

介護老人保健施設
(n=376)

介護療養型医療施設
(n=144)
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【施設種類別経口移行の取組に関与する職種 ⑤継続的なモニタリング（複数回答）】 

26.7

4.7

1.6

5.4

20.7

3.2

4.7

2.5

72.9

70.4

15.0

61.4

14.0

10.3

16.4

8.0

1.5

6.4

1.8

2.9

2.0

3.1

71.8

68.9

7.6

68.7

19.1

12.9

36.2

0.8

1.3

4.8

39.1

3.7

7.7

1.6

72.6

75.8

26.1

59.6

9.8

7.4

42.4

1.4

2.8

2.8

45.1

2.8

6.9

2.8

79.2

62.5

14.6

38.9

5.6

7.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体
(n=1075)

介護老人福祉施設
(n=550)

介護老人保健施設
(n=376)

介護療養型医療施設
(n=144)
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（４）取組の効果 

経口移行加算の算定の有無に関わらず、経口移行への取組を行っている施設に対して

その効果をきいたところ、「家族が喜んでくれた」が最も多く（76.9%）、次いで「利用

者の方が喜んでくれた」（69.2%）となっており、経口維持への取組と同様、入所・入院

者本人ならびにご家族の満足度が高いことが伺える。その他は、「職員のモチベーション

につながった」（41.7%）、「利用者の方の全身状態がよくなった」（37.3%）、「利用者の方

の栄養状態が改善した」（34.6%）であり、「施設の経営改善に影響した」は 2.4%に過ぎ

なかった。 

 

【施設種類別経口移行に関する取組の効果】 

69.2

76.9

34.6

9.1

37.3

41.7

2.4

3.0

9.8

65.5

74.4

31.3

9.3

35.8

45.3

2.7

2.7

11.5

75.0

79.3

37.0

7.2

36.4

35.9

2.4

3.7

7.2

67.4

80.6

41.0

13.2

44.4

44.4

1.4

2.1

10.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

利用者の方が喜んでくれた

家族が喜んでくれた

利用者の方の栄養状態が改善した

利用者の方の肺炎や発熱による
入院が減少した

利用者の方の全身状態がよくなった

職員のモチベーションにつながった

施設の経営改善に影響した

その他

無回答

(%)

全体
(n=1075)

介護老人福祉施設
(n=550)

介護老人保健施設
(n=376)

介護療養型医療施設
(n=144)
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また、経口維持加算の取得状況別にみると、「利用者の方が喜んでくれた」「家族が喜

んでくれた」をはじめとして、ほとんど全ての項目において、経口移行加算を算定して

いる施設の方が効果がみられており、同じように取組自体は行っていても、算定の有無

によってその効果に違いがみられるようである。 

 

【経口移行加算別経口移行に関する取組の効果】 

69.2

76.9

34.6

9.1

37.3

41.7

2.4

3.0

9.8

81.6

90.5

42.1

8.6

45.2

48.1

4.6

2.3

1.2

63.2

70.3

30.9

9.2

33.7

38.6

1.4

3.3

13.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

利用者の方が喜んでくれた

家族が喜んでくれた

利用者の方の栄養状態が改善した

利用者の方の肺炎や発熱による
入院が減少した

利用者の方の全身状態がよくなった

職員のモチベーションにつながった

施設の経営改善に影響した

その他

無回答

(%)

経口移行に関する取組　　
を行っている　　　　　　
(n=1075)

　経口移行加算を算定
　している　　　　　
(n=347)

　経口移行加算は算定
　していない　　　　
(n=725)
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（５）加算を算定するうえでの課題 

①加算を算定し続けていくなかで、難しい、大変だと感じる点 

経口移行加算を算定している施設に対して、加算を算定し続けていく中での課題を聞

いたところ、「嚥下機能の評価が難しい」が最も多く（45.0%）、次いで「他業務が忙し

い」（29.7%）、「算定対象者がいない」（28.0%）、「算定の点数が低い」（27.4%）となっ

ていた。 

これを施設種類別にみると、「嚥下機能の評価が難しい」については介護老人福祉施設

において、「算定対象者がいない」については介護療養型医療施設において、特に多くな

っている。 

 

【施設種類別経口移行加算を算定する上での難易点】 

17.0

27.4

29.7

45.0

28.0

0.9

17.3

23.1

7.5

0.6

12.1

4.3

17.2

25.0

25.0

60.3

20.7

0.0

19.0

22.4

7.8

0.0

15.5

5.2

17.3

29.7

34.6

42.7

29.2

1.1

14.1

24.9

7.6

1.1

9.7

4.3

15.6

22.2

22.2

13.3

42.2

2.2

26.7

17.8

6.7

0.0

13.3

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70

依頼できる関係の専門職がいない

算定の単位数が低い

他業務が忙しい

嚥下機能の評価が難しい

算定対象者がいない

算定内容に必要性を感じない

加算算定期間である180日を超えた
場合の継続基準が満たせない

関係職種間でモチベーションの
高さが異なる

ご利用者本人やご家族の理解
が得にくい

施設長等の理解が得にくい

その他

無回答

(%)

全体
(n=347)

介護老人福祉施設
(n=116)

介護老人保健施設
(n=185)

介護療養型医療施設
(n=45)
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②経口移行加算を算定していない理由 

経口移行加算を算定していない施設に対してその理由をきいたところ、「嚥下機能の評

価が難しい」が最も多く（44.7%）、次いで「算定対象者がいない」（28.0%）、「他業務が

忙しい」（26.1%）、「依頼できる関係の専門職がいない」（24.6%）であった。 

これを施設種類別にみると、介護老人福祉施設では、「嚥下機能の評価が難しい」「依

頼できる関係の専門職がいない」について、他の施設よりも高い割合となっていた。ま

た介護老人保健施設では「算定対象者がいない」「他業務が忙しい」の割合が、他の施設

よりも高くなっていた。 

 

【施設種類別経口移行加算を算定していない理由】 

7.3

24.6

14.1

26.1

44.7

28.0

2.2

16.8

11.7

7.4

1.5

16.0

5.4

7.2

27.3

11.6

23.6

50.5

24.5

2.1

16.4

10.6

8.3

0.7

17.4

5.3

5.8

21.6

17.9

31.6

41.6

35.8

1.6

17.9

14.7

7.4

3.2

13.2

6.8

11.1

18.2

17.2

26.3

25.3

27.3

4.0

17.2

11.1

4.0

2.0

16.2

3.0

0 10 20 30 40 50 60

算定条件がわからない

依頼できる関係の専門職がいない

算定の単位数が低い

他業務が忙しい

嚥下機能の評価が難しい

算定対象者がいない

算定内容に必要性を感じない

中心となって進めていくキーパーソン
がいない

関係職種間でモチベーションの高さ
が異なる

ご利用者本人やご家族の理解が
得にくい

施設長等の理解が得にくい

その他

無回答

(%)

全体
(n=725)

介護老人福祉施設
(n=432)

介護老人保健施設
(n=190)

介護療養型医療施設
(n=99)
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（６）取組を行っていない理由 

経口移行への取組を行っていない施設に対してその理由をきいたところ、「嚥下機能の

評価が難しい」が最も多く（59.4%）、次いで「依頼できる関係の専門職がいない」（45.5%）、

「他業務が忙しい」（22.9%）となっていた。 

これを施設種類別にみると、介護老人福祉施設において他の施設種類と比べて「嚥下

機能の評価が難しい」とする割合が高くなっていた。 

なお、「施設の方針」「その他」としては、「リスクが高いため・リスク管理が難しいた

め」「医師の協力が得られないため」「医療との連携が取れないため」「体制が組めない」

「勉強不足のため」「職員の関心があまりないため」「職員の中でも賛成・反対が分かれ

ているため」等が挙げられていた。 

 

【施設種類別経口移行への取組をしていない理由】 

45.5

22.9

59.4

19.6

4.0

2.6

18.7

2.1

46.3

22.9

61.7

15.8

4.6

2.1

20.6

2.2

41.8

22.7

55.6

30.9

2.4

4.6

14.3

1.9

54.3

22.9

48.6

14.3

4.3

0.0

14.3

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70

依頼できる関係の専門職がいない

他業務が忙しい

嚥下機能の評価が難しい

対象者がいない（胃ろう造設者
がいない・受け入れていない）

経口移行の取組の必要性を感じない

施設の方針

その他

無回答

(%)

全体
(n=1597)

介護老人福祉施設
(n=1109)

介護老人保健施設
(n=414)

介護療養型医療施設
(n=70)
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５．経口維持・経口移行の取組に関する意見 

 

経口維持・経口移行への取組を進めるためには、制度面からの支援や施設内で整備す

べき条件等があると考えられる。 

この点について自由回答で記入を依頼したところ、主として下記のような内容に分類

することができた。 

 

【制度面からの支援】 

○算定点数の見直し 

○療養食加算との同時加算の見直し 

○180日を超えた場合の継続条件の見直し 

○言語聴覚士の配置の評価 

○書類の簡素化 

○ VE/VF検査実施規定の見直し 

○加算導入へ向けた知識の習得 

○その他 

 

【施設内で整備すべき条件等】 

○医療との連携／VE/VFを実施できるような環境の整備 

○管理栄養士の増員 

○専門職種の雇用・配置（言語聴覚士・歯科衛生士等） 

○多職種・他部署との連携 

○技術の習得  

○その他 

 

【その他】 

○取組導入の難しさ 

○加算に対する意見 

○家族の理解 

○その他 

 

これらそれぞれについて主な具体的意見は下記の通りであった。 
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（１）制度面からの支援等 

①算定点数の見直し 

■雇用や労働量に見合う点数をつけてほしい。 

■経口維持加算は、取組む手間はかかるが、点数は低い。 

■経口維持加算の点数が低い（多職種での取組である以上、見合った評価を希望する）。 

■加算単位数を増やして欲しい（施設全体に取り込もうとする動きが確立できる様に、

栄養士の重要性を認識できる様に）。 

■算定の単位数をもっとあげて欲しい。特に経口維持加算Ⅱはもっとあげても良いと

感じます。ⅠもⅡもケアの仕方、かかわりは同じなのに、単位数の違いは大きいと

思います。 

 

②療養食加算との同時加算の見直し 

■療養食加算と同時加算ができないのが大きな問題です。療養食の対応をしている方

も口腔ケアの対応が必要なので、同時加算できるようにして頂きたい。 

■療養食加算の点数が経口維持（Ⅱ）・移行加算のものより高い為、また、同時算定

はできない為、経口維持・移行加算の算定は多くはならないと思います（療養加算

優先になる）。 

■療養食加算と同時に算定することができず、現状では療養食以外の人しかスクリー

ニング・検査を行っていません。 

 

③180日を超えた場合の継続条件の見直し 

■180日ルールに関し、医師の理解が乏しい。 

■特に経口維持加算Ⅰで、加算期間 180日超えの方のための継続基準が厳しすぎる。

又は、家族があまりこないのでサイン、同意がもらえない。 

■180日間という期間をはずしてほしい。（特養では、180日で改善は無い。食べら

れなくなるまで、永久的に経口維持の援助は続く） 

■180日を経過しても、必要な方がたくさんいる。（入院されて１度中止になっても）

継続して取組ができるような体制にしてほしい。 
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④言語聴覚士の配置の評価 

■言語聴覚士の配置を義務づける。他職種が参加することで算定できる加算条件にす

ると、他職種の意識も変わると思う。 

■言語聴覚士等の専門職が配置できるような介護報酬体系を整備すべきである。 

■特養に言語聴覚士（常勤）が必須な存在となれば経口維持・経口移行の取組を検討

するようになる。と思います。また管理栄養士としては、心強い存在ともなります。 

 

⑤書類の簡素化 

■加算を算定しようと思っていても監査での指導どおりに帳票を整備するのはむずか

しい。必要帳票類の簡素化。 

■加算の為の必要書類が記載事項が多く、算定が困難と感じてしまう。書類の簡素化

ができると、現在の取り組み内容でも十分加算が取れるのですが。 

■帳票類が多く、書類に不備が生じないか懸念される（栄養マネジメントの帳票類と

一体化できれば良い） 

 

⑥VE/VF検査実施規定の見直し 

■VE/VF（詳細な検査）は特別養護老人ホームではできない。 

■VE/VFを実施するために費用が高額であり、利用者負担であること、又、実施する

には、利用者自身の身体的負担が大きい。VE/VFを行う場所が少ない。 

 

⑦加算導入へ向けた知識の習得 

■セミナーや研修会の開催をしてほしい。 

■各加算を看護職員に理解してもらう講習会を開催してほしい。 

■経口維持の導入をする際、手本とする資料などが少なく苦労した。手順書となる物

がもっと出回ると良いと思う。 

■看護師、栄養士、介護福祉士、ヘルパーなど、直接介助に関わる方の食事摂取、食

事の介助方法について、資格取得にあたって勉強する質・量が少なく思います。カ

リキュラムの時点で、経口摂取の大切さ、危険性、安全な摂取の手法をしっかり学

べる時間があれば、食に対する意識や、職種間でのモチベーションも向上するので

はと思います。 
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⑧その他 

■現状の管理栄養士の配置基準は１施設に１名以上配置となっているが、定員 60名で

も 100名でも１名であれば仕事の負担は大きく異なり、介護度の高い人が増えてく

れば、その事務量も大きな負担となっている。より細やかに対応するには、今の基

準では不十分だと思われる。 

■誤嚥の機能のみではなく、摂食機能障害や認知症による摂食障害も含めてほしい。 

 

（２）施設内で整備すべき条件等 

①医療との連携／VE/VFを実施できるような環境の整備 

■算定には VE、VFなどが必要だが、整備されている施設は少ないので、そもそも算

定できないでいる。設備や体制をしっかり整える必要がある。 

■VE/VF実施しやすい環境（受診のしやすさ、家族の同意等） 

■嚥下機能の評価ができる体制をととのえること。造影検査ができる病院との連携な

ど。 

■医療との連携、迅速に医師に連絡できる体制。 

 

②管理栄養士の増員 

■管理栄養士の増員。１施設１人では難しい。 

■管理栄養士の常勤１名では、栄養マネジメント・フードマネジメントで手いっぱい

のところがあります。 

■看護スタッフの人員整備が必要と考えますが、介護施設を選んで頂く看護師が少な

い状況にあります。また、転職され易い状況で、安定しないスタッフの中で責任を

もってこうした取り組みを行うことが出来にくい状況です。 

■管理栄養士による計画策定する時間。 

 

③専門職種の雇用・配置（言語聴覚士・歯科衛生士等） 

■言語聴覚士が非常勤で人手が足りない。 

■STの職員配置をできればしていきたいとは思っているが、リハビリ病院に重きが置

かれ、老健にまで STがまわってこない。PT・OTが嚥下訓練をやっても限界がある。 

■言語聴覚士や歯科衛生士などの専門職がいないため、嚥下機能の評価・リハビリを

どの様にしていくのか難しい、という問題があります。 
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④多職種・他部署との連携 

■カンファレンス等の定期的開催を行い、他部署との情報交換、今以上の連携・協力

が必要だが、業務的に現実困難な状況がある。 

■経口摂食のためのチーム作り 

■医師、看護師、介護士、相談員、家族、管理栄養士などで常に意見交換し、アプロ

ーチ出来る環境 

■組内容について、全ての職員が理解をし、同じ方向を向いていかなければ進まない。

他業務におわれている多職種にどう協力してもらえるかが課題。 

 

⑤技術の習得  

■嚥下機能評価・嚥下訓練の技術の習得 

■職員全員のスキルアップが必要 

■経口摂取への取り組む中でのリスクマネジメントなど、現場スタッフのスキルに不

安があると慎重になってしまう。 

■施設内で行うレベルの研修や勉強会では、専門知識として足りないと感じる。人の

命にかかわる重要な取り組みであり、無資格で入ってくる介護士も多く食事介助に

携わるため、職員の定着と、介護士の知識レベルの底上げは必須である。 

 

⑥その他 

■リスク管理、家族への説明をきちんとしていくことが必要。 

■特別養護老人ホームの為、血液検査も何か体調などに支障がない限りしない状況の

為、本来の栄養状態の把握が難しいです。 

 

（３）その他 

①取組導入の難しさ 

■事故（誤嚥）による死亡等、訴訟問題が大きく報道され、今は無理をしないように

と思ってしまう。 

■胃瘻のある方が利用されています。経口摂取することが望ましいと考えていますが、

痰やごろつきがみられることが多く、誤嚥のリスクを考えると経口移行は難しいで

す。 

■経口移行は誤嚥性肺炎になるかもしれないという危険性ととなりあわせなので、積

極的に実施していきましょう、という気持ちが少なくなる。安全面が優先になって

しまう。 

■栄養マネジメントを行うことのみでいっぱいいっぱいです。（管理栄養士） 
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②加算に対する意見 

■検査方法について。少しの水分でもムセてしまう利用者に対し、水のみテストや

VE/VF検査を行うことへの疑問を感じます。 

■胃ろうの方を経口摂取に移行するというよりも、御利用者の方が一日でも長く経口

摂取していただくように、嚥下障害食に取り組んでいる施設に（難しい要件は少な

くして）加算があればよいと思います。 

■加算を算定してから、書類の不備などで返金などになると…施設やご利用者様にご

迷惑をおかけすることとなるので算定できていません。経口維持に関しては、算定

していなくても取り組みはされていると思います。 

■ 対象者がいても算定に至らないケース多い。（関係職種間でのモチベーション高さ

のちがい） 

 

③家族の理解 

■要介護度の高い入所者が多い為、家族も積極的な栄養状態の改善を望んでいる方が

少ない。リスクを冒してまで経口移行を望まれるご家族がいない。 

■本人またはご家族からの意向を得られないと、施設だけで進めることにはリスクが

大きすぎます。食べていただきたいと職員の多くが思っていますが、方法・指導者・

リスクを考えると安易に踏みきれません。 

 

④その他 

■老健は自宅へ帰っていただく目標があるが、実際に自宅へ帰したあと栄養管理がで

きない環境となってしまうため、居宅栄養管理指導を老健でも行うことができれば、

利用者を在宅に戻すことがもっとすすむのではないかと考えます。 

■雇用する気持ちはあっても応募者はない。口腔ケアのみのために雇用するほど収入

もない。 

■栄養状態が悪化する時期は急性期が多いので、この時期の NSTの充実が一番重要だ

と思っています。維持期（療養病床）では、低栄養が完成された状態で入院される

ことが多く、嚥下機能の低下、義歯の不適合、覚醒レベルの低下等、誤嚥のリスク

は高いです。そのような状況の中、多職種がチームとしてより安全な経口摂取の支

援と栄養状態の管理体制（NSTに近い形）が数年後確立できればと考え、委員会を

運営しています。 
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（53頁裏） 
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 経口維持・経口移行への 

取組事例 
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（第 3章表紙裏） 



 

 57 

１．特別養護老人ホーム マイライフ徳丸 

（１）施設概要 

施設区分 特別養護老人ホーム 

ベッド数 78床 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

経口維持加算Ⅰ、経口移行加算、栄養マネジメント加算、 

口腔機能維持管理体制加算、療養食加算 

ヒアリング対象 管理栄養士 

 

（２）経口維持 

①経口維持加算を算定することにしたきっかけ 

○平成 18年 4月に経口維持加算が設けられたことをきっかけに、経口維持の取り組み

を開始した。当初は水飲みテストにより経口加算Ⅱを算定していたが、平成 19年 9

月から VEを実施する要件を満たし、経口維持加算Ⅰを算定している。 

○VEを実施できるようになったきっかけとして、施設の管理栄養士が東京医科歯科大

学で開催された研修会に参加し、そこで、往診により VE実施を引き受けてくれる歯

科医師と出会ったことが挙げられる。はじめは胃ろうの入所者へ食べさせてあげた

いという想いで往診を依頼していたが、その後往診の対象をひろげ、経口摂取が難

しい入所者の方も対象とすることにした。 

○なお、歯科医師による往診は、施設の嘱託医より、経口移行・経口維持に取組むた

めのステップとして指示がなされたうえで、行われている。 

 

②経口維持のための取組 

１）スクリーニング 

○施設として、経口維持加算Ⅰの対象者を選定するための判断基準を定めている。判

断基準は、誤嚥性肺炎の既往がある、ムセがある、食事の飲み込みに時間がかかる、

等の６項目からなる。 

○施設内の職員で月２回実施しているカンファレンスにて、判断基準をもとに対象者

を選定し、選定された入所者については、家族へ説明を行い、同意を取る。 

○カンファレンスに関わる職員の職種は管理栄養士、看護師、介護職員、生活支援相

談員である。 

２）検査 

○検査は、施設の嘱託医より、経口移行・経口維持に取組むことへの包括指示がなさ

れたうえで、往診を実施している歯科医によって実施される。 

○検査は医科診療報酬により、患者負担で実施されている。（１割負担の場合 1,340円、

３割負担の場合 4,020円） 
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３）判断、決定、計画作成 

○検査を実施した歯科医より、管理栄養士へ経口維持の取組に関する指示が出される。 

○食形態・食事姿勢・介助方法などの指示により経口維持計画の内容を検討する。 

○経口維持加算Ⅰを算定したことによって、摂食嚥下が非常に困難であった事例の原

因が明確になり、よりよい計画を立てられるようになったと実感している。 

○この段階で整える書類は、指示書、経口維持計画書、家族の同意書である。 

４）取組 

○取組はチームで行っており、職種ごとに分担している。 

○言語聴覚士は関与していない。 

５）継続的なモニタリング 

○モニタリングは毎食の記録をとり、まとめた経過報告を 180 日経過後は毎月１回主

治医へ報告し、取り組み継続の指示をもらうようにしている。 

６）効果 

○以前は入院が多かったが、経口維持の取組を始めてから減った。具体的には、平成

18 年度には誤嚥性肺炎等での入院日数は延べ 933 日であったが、平成 23 年度には

190日まで減少した。 

○誤嚥性肺炎等での入院日数が減少したのに伴い全入院日数も減少し、経済的な増収

も達成した。具体的には、平成 23 年度には平成 18 年度と比較して、介護サービス

費で約 920万円の増収となった。 

○家族にとっては、経口維持について取組む前は、入所者の食事に対して関心が低く、

「よくわからない」という印象であったが、取組の説明を受け、実際に検査に立ち

あう中で、入所者の食事に対して理解し、気づきを得ているようである。 

○職員にとっては、VEの検査をする以前は、入所者の状態像をうまく把握できず、介

助が難しく、介助が辛いという状態であった。検査の実施により、入所者の状態を

理解でき、介助に対してより適切な方法が取れるようになるばかりか、精神的に楽

になったと受け止められている。また、適切な方法での介助が全員に周知され徹底

されることにより、職員の自信にもつながっていると感じる。 

○世間的には、食事は全量を自力で摂取することに価値をおく考え方をもつ者もいる

が、検査により、必ずしもその考えが正義ではないということを理解できる。 

 

（３）経口移行 

①経口移行加算を算定することにしたきっかけ 

○胃ろう造設の入所者に対して、全員が経口移行へチャレンジすることを前提に取組

を進めている。 
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②経口維持のための取組 

○現在は施設入所者 78人中５人が胃ろうを造設しており、うち１人が経口移行加算を

算定している。残り４人のうち、２名は取組んでみたもののリタイアした者、１名

は加算を算定するほどの取組はせず、楽しみ程度に少しだけ経口摂取を行うことと

している者、１名は今後取組む予定の者である。 

○ご家族の希望や、ご本人の希望によって、取組を進めるか、中断するかを検討する。 

○急性期で造設された胃ろうは 180 日で移行可能であろうが、特養に入所されるよう

な方で、やむを得ず胃ろうを増設された方（パーキンソンなどの慢性疾患）の場合

は、180日で移行させることは難しい。 

 

（４）その他 

○整えるべき書類や取り組みの流れが実態に即していないので、簡易化を望む。 

○180 日で経口移行を達成できる人はなかなかおらず、目標設定が難しい。また、終

末期に近い特別養護老人ホームの利用者では経口維持の取り組みを嚥下機能が良く

なって中断するということは考えづらい。最期まで口から食べてもらうことを目的

とした加算であれば 180日という区切りをつけることはできない。 
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２．特別養護老人ホーム 施設 E 

（１）施設概要 

施設区分 特別養護老人ホーム（地域密着型） 

ベッド数 29床 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

経口維持加算Ⅱ、栄養マネジメント加算、 

口腔機能維持管理体制加算、療養食加算 

ヒアリング対象 管理栄養士、歯科衛生士 

 

（２）経口維持 

①経口維持加算を算定することにしたきっかけ 

○施設が開設された５年前から取り組んできた。 

 

②経口維持のための取組 

１）スクリーニング 

○現在、加算を算定しているのは 29人中 8人。食事の状態の観察や各職種からの情報

を基に、常勤の歯科衛生士が対象者を選定し、看護師に伝える。 

○看護師から嘱託医に情報が伝達され、嘱託医の判断が管理栄養士に伝えられる。 

○歯科衛生士が食事介助にも入っているので、その判断に対しては信頼が置かれてい

る。 

２）検査 

○水のみテストや RSST 等の検査を行えればよいが、認知症の方など、検査に当たっ

ての指示が理解できない方もいるので、そのような場合は日常の観察の結果で摂食

嚥下障害があると判断している。 

３）計画作成 

○栄養マネジメント加算の計画とは別に、管理栄養士が計画を立て、月１回のカンフ

ァレンスに持ち寄る。ケアプランに落とし込むことにより、各職種が共通の認識の

もとでケアに当たることができる。 

○カンファレンスに当たっては、それぞれの職種がそれぞれの専門の視点から情報を

持ち寄っている。 

４）継続的なモニタリング 

○ケアの現場には、計画通りのケアが行われているかをチェックする表がある。また、

全職種で、3ヶ月に１回のカンファレンスで検討する。 

○ただし、入所者数は少ないとは言え、歯科衛生士と管理栄養士で全ての入所者の状

況を丁寧にモニタリングするのは難しい。 
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５）その他 

○加算Ⅰについてもチャレンジしてみたいという意向はある。ムセがひどい方につい

ては、しっかりとした検査を行い、適切なケアにつなげたい。 

 

（３）経口移行 

○胃ろうの方は 1 名いる。施設としては 3 名までは受け入れ可能と考えている。楽し

みとしての経口摂取（なめる程度）は可能であろうが、経口移行となると、リスク

が大きく、取り組むことは非常に難しい。 
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３．特別養護老人ホーム 施設 D 

（１）施設概要 

施設区分 特別養護老人ホーム 

ベッド数 63床 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

経口維持加算Ⅱ、栄養マネジメント加算、 

口腔機能維持管理体制加算、療養食加算 

ヒアリング対象 管理栄養士 

 

（２）経口維持 

①経口維持加算を算定することにしたきっかけ 

○近日中に経口維持加算Ⅱを算定できるよう、準備を進めている段階である。 

○開設して 3 年が経って、栄養マネジメントについて施設全体での理解が進んできた

ことから、一歩進める形で、加算の算定に取り組むこととした。その際、協力歯科

医からの助言があったことも大きい。 

○また、取組に向けての検討に当たっては、入所者のご家族全員に、加算の内容を説

明し希望の有無を把握するためのアンケート調査を行った。その結果、半数以上の

方が「必要であれば希望する」という回答であった。特に、加算の対象になると考

えている方については、全員が「希望する」という回答であった。 

 

②経口維持のための取組 

１）スクリーニング 

○経口維持への取組が必要な入所者を選定する際の判断は難しい。食事の際にむせが

ある人でも、嚥下機能によるむせなのか、食べ方・食べさせ方・食べるスピードに

よるものなかを判断していかなければならない。 

２）検査 

○水のみテストは、協力歯科医が往診で来訪する際に行ってもらう予定である。 

３）計画作成 

○栄養マネジメント加算の計画とは別に、管理栄養士が計画を立て、介護職に説明し

ていく予定である。 

○ただし、動き始めることによって、他の職種の方々の興味・関心が高まっていくこ

とを期待している。目に見える効果があると、興味・関心もわきやすいだろう。 

４）その他 

○加算Ⅰについてもチャレンジしてみたいという意向はある。現在は、施設入所者の

平均要介護度は 3.56と重くないが、ゆくゆくは入所者の重度化も進むだろうし、ま

た口腔内の課題について協力歯科医に相談する雰囲気を作っていきたい。 
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（３）経口移行 

○胃ろうの方は２名いる。施設としては 3 名までは受け入れ可能と考えている。これ

まで経口移行まで取り組んだことはないが、取り組むのであれば胃ろうを造設した

時から始めなければならないと考えている。 

 

（４）その他 

○食形態を考えることは多職種で取り組むべきことと考えているが、変更の際の決め

手が・根拠がないことが課題である。「食べることは栄養士」という流れがあるが、

本来であれば、関与している全職種で考えていきたい。 

○特に食形態を上げる際に根拠が欲しい。歯科医師等、違った専門性からのアドバイ

スが得られるとよいし、そうした方が本人や家族の理解も得やすいのではないか。 

○また書類等の更新時期が異なってしまうことも、現場の負担は重くなる。栄養マネ

ジメントの書類、経口維持加算の書類、そしてそれらの元となるケアプランの更新

時期を一致させることができれば、負担も少しは軽減されるのではないか。 
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４．特別養護老人ホーム 天王森の郷 

（１）施設概要 

施設区分 特別養護老人ホーム 

ベッド数 150床 （うち短期入所 16床） 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

栄養マネジメント加算、口腔機能維持管理体制加算、療養食加算 

ヒアリング対象 管理栄養士、看護師 

 

（２）経口維持 

①経口維持加算を算定しようとしているきっかけ 

○経口維持加算Ⅰ・Ⅱを算定するために取りかかり中である。 

○入院されるケースとしては尿路感染か誤嚥性肺炎であることが多く、口腔ケア・経

口維持の取り組みにより誤嚥性肺炎を減らすことができれば、という思いがある。

また、入所者が入院すると胃ろうを造設して戻ってくるケースが数件続いたことが

あり、危機感を感じたことも挙げられる。 

○従来から入所者やご家族の食べたい・食べさせたいという気持ちに応えるため、介

護職が時間をかけ、ひとりひとりにあった食事介助を行っている。専門職による検

査を行い、その結果（助言）をふまえて介助を行えば、十分加算につながる取組が

できていると考えており、職員の努力を評価できるよう加算算定を検討している。 

 

②経口維持のための取組 

１）スクリーニング  

○従来から食事量に変化のみられる入所者、調子の悪い入所者については日々の朝礼

や口腔ケア委員会、食事委員会で報告し、情報共有するようにしている。体調の悪

さや義歯の調整中であることによる一時的な食形態の変更についても、適宜介護職

員が管理栄養士に依頼し、管理栄養士が対応するという流れをとっている。 

○介護職員からの報告は体重や食事量等複数項目あるが、それらをデータとして経時

的に確認できるようにとりまとめており、データをまとめながら変化に気づくこと

もある。 

○むせ、咳込み等、多少でも誤嚥の認められるものは入所者の半数程度いる。心配な

方については、家族への説明・同意を行う対象とすることを考えている。 

２）検査 

○協力歯科医による水飲みテストもしくは VEを実施予定である。どの検査手法を適用

するかは、歯科医の判断にゆだねる。 

○検査の実施にあたっては家族への説明と同意が必要であるため、家族も参加して行

われるサービス担当者会議（半年に１回程度開催）の場での議題とする。 
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○すでに１件、水飲みテストを実施済みであるが、飲込み後数秒してむせる入所者の

特徴を把握することができた（ストローでは飲めるがマグカップからは飲めない等）。

専門職の診断をうけることで、根拠をもち、安心して介助方針を立てられると感じ

ている。 

３）取組内容 

○従来から介護職員が中心となって、経口維持の取組を行っている。 

○介護職員にもスキルの差はあるが、新人にはプリセプター（先輩）がつき、ひとつ

ひとつの技術を段階的にステップアップしていく仕組みをとっているため、一定以

上の水準には揃っていると感じている。 

○月に一度開催している口腔ケア委員会をモニタリングの場にしようと考えている。

委員会の出席者は、ケアマネ、相談員、介護職員、看護師、管理栄養士、デイケア

のスタッフなど、全職種である。 

４）その他  

○経口維持加算を算定するために、従来のケアに加えて専門職による助言にもとづい

た食形態や介助方法の検討ができるので、個々の介護職員による判断の差を小さく

し、統一したケアを提供できるのではないかと期待している。また、専門職に診て

もらえることは、職員の安心につながると期待している。 

○加算算定にあたっての知識や書類の型はインターネットで調べて情報を得た。また

歯科医の経験に習うことも多かった。 

○特に状態の悪い方、食事介助が大変な方には VEを実施し、それほど悪くない方には

水飲みテストで対応する、というように区別をつければ、加算の点数に差があって

も違和感はない。 

 

（３）経口移行 

○胃ろうを造設されている方は現在 11名（うち２名は入所時より経口摂取）を受け入

れている。 

○胃ろうが造設された際に、一時的な手段として造られた場合には、経口移行の可能

性がある。過去に２名、離脱できた方がいる。 

○一方、施設に入所されていた方が途中から胃ろうを造設する場合、脳梗塞やアルツ

ハイマーなど、経口維持が困難であったという背景をもつ場合が大半であるため、

経口移行は難しいのが現状である。 

 

（４）その他 

○加算算定の手順を教えてくれる教材があると嬉しい。 

○施設内の全職種が協力して取組むことが必要不可欠であると感じている。 
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５．特別養護老人ホーム アコモード 

（１）施設概要 

施設区分 特別養護老人ホーム 

ベッド数 110床 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

栄養マネジメント加算、療養食加算 

ヒアリング対象 管理栄養士、看護師、協力歯科医院の歯科衛生士 

 

（２）経口維持 

①経口維持加算を算定したいと考えるきっかけ 

○この数年で胃ろうの方が増えてきており、危機感を感じるようになったことが挙げ

られる。（現在 25名程度） 

○また、胃ろうにしてもよいレベルの入所者であっても、家族の要望によって経口摂

取の維持を求められることが増加している。しかし、家族の要望とはいえ、無理に

経口摂取を継続したために、肺炎を起こし、入院や死亡につながる事例、また胃ろ

うへ移行してしまう事例がある。職員としては、本当に食べさせることが大事なの

か、職業倫理に悩むことが多い。経口維持加算を算定することが目的なのではなく、

経口維持加算を算定できるような取組を行えば、職員への判断材料が提供でき、現

在の負担を少しでも軽減できるのではないかと期待している。 

○経口摂取がうまくできないことによる褥瘡の発生や脱水症状も改善させたいとの希

望もある。 

○以前は誤嚥性肺炎からの体調悪化による入院が年間 30名ほどいた。この入院を減ら

したいという思いもあった。幸い、口腔ケアと体位の管理（ギャッチアップの調整）、

適切な吸引の実施により、今年の誤嚥性肺炎の発生は減少している。 

○提携の歯科医を今年度の 10月に変更し、より口腔ケアに力を入れているクリニック

を選んだ。このことも経口移行に取り組もうと考えるようになったきっかけのひと

つである。 

②経口維持のための取組 

○スクリーニングは管理栄養士、看護師の指示により介護職員が行っている。定めら

れた様式があるわけではないが、特に注意すべきポイント（ムセがないか、食事の

摂取量が低下していないか、体重の変化がないか等）について、専門職から指示を

出し、食事介助を行っている介護職が観察し、変化があれば管理栄養士へ連絡する

こととなっている。 

○水飲みテストを実施するとしたら、医師もしくは歯科医師に依頼することになるだ

ろう。 

③経口維持の取組を可能にする環境 

○施設の主治医には回診時に食事形態について報告を求めるなど、食事に熱心な人で

ある。医師の理解があると取り組みを進めやすいと感じている。 
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○活動の軸となるのは看護師と管理栄養士であり、この２職種の勤務歴が長いために、

お互いを支えながら取組ができていると感じる。介護職員の入れ替わりは多いが、

軸となる２職種の職員が変わらないことが支えになっている。介護職員にも全体と

して、熱意がある施設であると感じている。 

 

（３）経口移行 

①経口移行加算を算定したいと考えるきっかけ 

○まだ経口移行加算は算定していないが、施設入所者の胃ろう造設者のうち、既に４

名ほど経口移行に取り組んでいる事例がある。経口移行加算の算定とリンクして考

えていなかったが、今の取組について書類を整えれば、加算を算定できるのではな

いかと最近考えるようになった。 

 

②経口移行のための取組 

○リスクはあるが、家族との十分な会話を積み重ねることが大事だと感じている。家

族と十分に意思疎通をはかったうえで、取組の対象とするかどうかを決定する。 

○胃ろう造設者のなかでも、造設に至った背景（原因となる疾病や体力）によって、

経口移行の可能性は異なるため、一概に取り組めるとはいえない。25人中３～４人

は取り組み可能と考えている。 

○食形態を専門職で相談しながら変えられるので、病院よりも移行に取り組みやすい

のではないかと思う。 

 

（４）その他 

①経口維持加算・経口移行加算の算定が難しい理由 

○整備すべき書類の量が多く、何をそろえたらよいかよくわからない。 

○管理者からは、加算を取り始めてからも維持できる体制を整備することを指摘され

ている。 

○専門職の人手が足りないと感じている。看護師も管理栄養士も現在の業務で手いっ

ぱいであり、本格的に経口維持の取組を始めるには、今の業務に加えて、中心人物

としての取りまとめを行わなければならず、躊躇してしまう。 

 

②経口維持・経口移行加算についての意見 

○VE を実施する必要はないのではないかと感じている。VE を実施することにより課

題が抽出されても、その結果に対して十分な対応をとれるかは自信がない。家族に

納得してもらうための情報のひとつとしては有用である。 

○平成 17年に栄養マネジメントの加算が新設された際には、施設長を含め、関係職種

が参加できる研修があったように記憶している。勉強できる場があることで知識も

深まり、施設長が理解することで必要性を説明しやすかった。経口維持・移行につ

いても、加算をとるにあたって、準備のためのセミナーがあると嬉しい。介護職員

も取組の意義を理解できれば、モチベーションにつながるのではないか。 
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６．特別養護老人ホーム 施設 B 

（１）施設概要 

施設区分 特別養護老人ホーム 

ベッド数 57床 （うち短期入所７床） 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

栄養マネジメント加算、療養食加算 

ヒアリング対象 管理栄養士 

 

（２）経口維持 

①経口維持加算を算定するきっかけ 

○これから経口維持加算Ⅱを算定したいと考えている。それは、すでに加算の算定要

件をほぼ満たすような取組を行っており、算定できるのではないかと考えているた

めである。 

○今はまだ水飲みテストなどの検査は実施していない。また、施設内には言語聴覚士

がいないため、なかなか算定につなげられずにいる。しかし、系列の病院から、月

に１回言語聴覚士を派遣してもらっており、その言語聴覚士に水飲みテストなどの

検査を実施してもらえば、経口維持加算Ⅱを算定できるのではないかと考えている。 

○系列の病院からの言語聴覚士の派遣は、２年前から行っていた。言語聴覚士の都合

により、一時休止していたが、３ヵ月ほど前から再開した。食事の誤嚥や窒息への

不安を解消するには専門職に診てもらう必要があると考え、言語聴覚士の派遣を依

頼した。 

 

②経口維持のための取組 

１）取組内容  

○今はまだスクリーニングや検査は実施していない。施設内の平均介護度は４前後で

あり、経口維持加算を算定するとしたら、現在ペースト食を摂取している入所者（全

体の２～３割）が対象となるだろうと考えている。 

○栄養マネジメントの計画は作成し、実施している。 

○経口維持につながるような取組は、管理栄養士と看護師で、入所者が食事をしてい

る様子を見ながら、方法を考える。介護士の日誌からも、変化があった場合には報

告されるので、その報告も参考にする。最終的な取組の進め方は月１回のケアカン

ファレンスや言語聴覚士訪問時の会議で、多職種で話し合って決めている。 

○なお、摂食嚥下に不安がある入所者は、月１回の言語聴覚士訪問時に診てもらうよ

うにしている。 

○現在はモニタリングをルールとして定めていないが、日々の変化を確認するよう努

めている。 
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２）困難だと感じている点  

○介護スタッフによって一口量や食べさせ方に違いがあるなどし、個人のスキルによ

るところが大きいと感じている。 

○「誤嚥しても食べさせてほしい」「誤嚥するくらいなら胃ろうにしたい」という家族

の判断は様々であり、一様に対応することは難しい。家族は、医師や言語聴覚士な

どの専門職に説明を聞いたうえで経口維持について判断を下しており、専門職の存

在は大きいと感じている。 

○施設内に言語聴覚士、歯科医、歯科衛生士など、口腔機能に関する専門職がいてく

れればと思うことはある。管理栄養士、看護師だけでは十分に判断できない。 

○歯科医は訪問歯科を週に１回依頼している。口腔内の清掃や義歯の調整などを行っ

ている。加算をとるための連携については、組織の判断が介在するため、進め難い

状況にある。 

 

（３）経口移行 

○経口移行加算を算定する予定はない。 

○胃ろうを造設している高齢者の受け入れは行っており、目安として上限４～５名で

ある。現在３名の入所者が胃ろうを造設しており、来月追加で１名の入所者が造設

する。 

○現在のところ、いずれの入所者のご家族も経口移行は行わないように判断している。

胃ろうを造設するに至った経緯を踏まえると、胃ろうの状態は安定であり、あえて

リスクをとって、経口移行に踏み切ろうとは思えない。 

 

（４）その他 

○経口維持加算Ⅰについては、家族がそこまでの取組を求めていないと感じる。以前、

ある歯科医の研究の一環として、無料で VEを実施できることがあり、家族へ同意を

とろうとしたことがあるが、ほとんどが同意に至らず、VE実施はわずか２名であっ

た。検査実施にかかる費用を自費で支払うとなると、さらに同意にいたるまでのハ

ードルが上がるのではないか。同意しない理由としては、VE実施に対して「苦しそ

う」という印象をもっていることがある。 

○経口維持加算Ⅱについては、算定までのハードルは低いものの、施設の上層部の理

解が得られにくい。監査対応の書類が増え、業務量が増えることを考えると、積極

的には取り組みにくい。加算点数がもう少し高ければ、施設の上司を説得しやすい

のではないかと考える。 
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７．特別養護老人ホーム 太陽の國 

（１）施設概要 

施設区分 特別養護老人ホーム 

ベッド数 150床 （うち短期入所 20床） 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

栄養マネジメント加算、口腔機能維持管理体制加算、 

口腔機能維持管理加算、療養食加算 

ヒアリング対象 施設長、管理栄養士、介護福祉士 

 

（２）経口維持 

①経口維持に取組むきっかけ 

○従来から、飲み込みに不安のある方への口輪筋マッサージやパタカラ体操、口腔ケ

アに取組んできた。 

○新しく嚥下を専門とする看護主任が配属され、従来から訪問を依頼している協力歯

科医との連携も可能なことから、経口維持加算を検討できる環境が整ってきたと考

えている。 

○ショートに ADLの低い方が多く入られた時など、一時的に多忙となり、通常より食

事介助等のケアが手薄となることがある。そのような時に誤嚥性肺炎が起こりやす

いという認識が経験上あり、食事の介助は非常に大事であると考えている。 

 

②経口維持のための情報共有 

○むせや飲み込みの不安に介護職員が気づいた場合には、看護師や管理栄養士に相談

することとしている。介護職内の情報共有としては、月１回のフロアミーティング、

毎日の介護計画の報告会議の場が活用されている。職種間の情報共有としては月１

回のケアプラン会議、栄養ケアやリスクマネジメント等の委員会、連絡ノートの活

用等があり、情報の伝達はスムーズに行えていると感じている。 

○食形態を変更する場合、介護職員から看護師および管理栄養士へ検討依頼が出され、

看護師が判断を行い、管理栄養士に指示を出すという流れをとっている。 

○施設では全 15 種類の委員会を開催しており（栄養に関係のないものも含む）、その

ほとんどに看護職と管理栄養士は出席している。そのため情報の共有は密に行えて

いる。 

 

③医師、歯科医師のかかわり 

○嘱託医は週２回の訪問であるが、通常の体調管理、体調悪化時の診察等が中心とな

っており、摂食嚥下についてまで相談することはあまりない。 

○協力歯科医が義歯の調整や口腔ケアのために訪問した際に、VEを実施したほうが良

い入所者に対して提案いただくことがある。協力歯科医は週に１回の訪問であるが、
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入所者数が多く治療等で時間がかかることもあり、施設側から積極的に相談や指導

を仰ぐことができていないと感じる。もう少し機会を有効に活用していきたい。 

○検査実施のためのご家族への説明・同意取得は相談員が窓口となって行っている。 

 

（３）経口移行 

○現在胃ろうを造設している入所者は８人いる。そのうち２人は一部経口摂取が可能、

１人は退院したばかりで様子見、５人は経口摂取困難である。 

○胃ろうの方に経口摂取を進める場合には、食形態について医師の指示を仰いでいる。 

○過去に１名、食事への意欲がなく胃ろうを造設した方が、好物を食べたことをきっ

かけに経口移行できた例があるが、非常に稀な事例である。 

○一部でも経口摂取を行えるよう支援しているのは、家族の強い希望を実現するため

という点が大きい。 

 

（４）経口維持加算について 

○経口維持加算に取組むとすれば、現在ゼリー状の食形態を提供している 30名程が対

象と想定している。 

○加算をひとつの目標として、施設内で支援ルートの確立や職員の意識向上を達成で

きたらよいと考えている。 

○加算算定を実行に移すには、はじめに一連の流れを整えるまでが大変なのではない

か。対象者をスクリーニングし、関係職との調整をはかり、歯科医に検査を依頼す

るスケジュール調整の必要があるだろう。場合によってはそのための委員会を増や

すことも必要かもしれない。判断を下す看護職員や日々の食事介助を担当する介護

職員などとの協力が不可欠である。 

○栄養マネジメントの書式に経口維持の項目を加えての対応も可能と言われているが、

それぞれの改訂のタイミングが異なってくるので、一枚で運用していくのは難しい

かもしれない。 

○現在、栄養マネジメント加算や療養食加算の書類はすべて管理栄養士１人で作成し

ている。会議等への出席もあるため、時間が足りないと感じている。たとえばカル

テの書き写し、データのピックアップ等、作業の一部を分担できる職員がいれば非

常に支えになるであろう。曖昧なイメージではあるが、支援してほしいのは 0.5人く

らいの作業量と考えている。 

○水飲みテストは介護職が研修に参加し、スキルを習得して実施している。 

○水飲みテストは介護職が行う検査、VEは医師が行う検査ということで、それぞれ意

味合いが異なると思う。水飲みテストは一番入所者の身近にいる介護職が直接様子

を確認するという意味があり、VEは専門的な観点からの検査という点が異なると思

う。 
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８．特別養護老人ホーム 施設 H 

（１）施設概要 

施設区分 特別養護老人ホーム 

ベッド数 88床 （うち短期入所 16床） 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

栄養マネジメント加算、口腔機能維持管理体制加算、 

口腔機能維持管理加算、療養食加算 

ヒアリング対象 施設長（看護師）、管理栄養士 

 

（２）経口維持 

①経口維持に取組むきっかけ 

○ユニットケアであるため、職員が入所者ひとりひとりの特徴に向き合って対応する

という土壌ができている。 

○肺炎を発症し入院してしまうと胃ろうとなって、もしくは食べられなくなって帰っ

てきてしまうということがある。高齢の方は入院という環境変化の影響で、食べら

れなくなるということがあるが、施設に戻ってきた後は、離床を促し、食形態を工

夫することで、再び食べられるように支援しており、職員の取組意識は高い。 

 

②取組の流れ 

○食形態は介護職員同士のユニットミーティング（月１回開催）や日頃のコミュニケ

―ションから、変更が必要であると考えられる際に看護師・管理栄養士に連絡をと

るようにしている。 

○ただし、変更のタイミングや変更の内容について、経験に基づいて行われている側

面が強く、根拠が明確ではないと感じている。 

○療養食・栄養についての疑問は嘱託医に相談するが、咀嚼・嚥下については協力歯

科医に相談することが多い。嘱託医の訪問が週２日の午前中のみであり、他に相談

することもあるため、嚥下についてまで相談するには時間が足りないと感じている。 

 

③その他 

○２年前に施設内で口腔ケアの研修を開催したが、それ以来実施していないため、研

修を受けていない職員も２割程度出てきている。意識やスキルに差があることが懸

念される。 

○ 経口維持に対する家族の反応は様々であり、誤嚥の危険性が高くても食べさせて

あげたい、食べさせてほしいと望む家族もあれば、食事を延命療法の一部と捉え、

無理に食べさせることを拒む家族もいる。個別に説明しながら対応することが求め

られる。 

○経口維持加算を算定するとしたら、対象は 10名程度となるだろう。 
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（３）経口移行 

○胃ろうを選択する条件は数年前と状況が変わってきており、経口摂取を維持するよ

う努力してそれでも無理だった結果として造られることが多いと感じている。その

ため、経口移行に取組める対象者がいないというのが率直な感想である。 

○現在４名の胃ろう造設者を受け入れているが、いずれも経口移行の対象とはならな

い。 

 

（４）経口維持加算について 

○VE/VF といった検査について、以前はそこまでやらなくてもよいのではないかと考

えていたが、最近は実施してもよいのではないかと考えている。その理由として、

入所者の本来の嚥下能力を過小評価し、食形態が落とされすぎているのではないか

との疑問をもったことがあり、検査を行った結果として、食形態や食事介助への根

拠が得られるのであれば望ましいと考えている。 

○施設内の栄養管理を管理栄養士１人で担当しており、経口維持加算も算定するとな

ると、特に書類作成に関する作業量の増加が懸念される。 

○管理栄養士の負担軽減のため、非常勤の栄養士を雇用できるくらい経口維持加算Ⅱ

の点数が高いと取組やすくなる。もしくは、管理栄養士以外の職員が書類を作成し

てもよいというような条件の緩和もアイデアのひとつである。 

○また、決められた書式がないため、監査で指摘されない書類を用意できるか不安が

ある。 
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９．介護老人保健施設 施設 J 

（１）施設概要 

施設区分 介護老人保健施設 

ベッド数 64床 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

経口維持加算Ⅰ、(経口移行加算)、栄養マネジメント加算、 

口腔機能維持管理体制加算、口腔機能維持管理加算、療養食加算 

ヒアリング対象 事務長、管理栄養士 

 

（２）経口維持 

①経口維持加算を算定することにしたきっかけ 

○経口維持について、本人や家族の希望があれば、できるだけ叶えられるように取組

むようにしている。 

○現在経口維持加算Ⅰを２名の方が算定している。加算は２～３年前から取り始めて

いる。 

○経口維持加算と療養食加算の両方の対象となりうる場合、施設長の指示で、経口維

持加算Ⅰを選択している。 

 

②経口維持への取組 

○誤嚥等の恐れがあり、経口摂取の維持が難しくなってきた方で、経口摂取を維持し

たいという本人や家族の希望があった方が対象となる。 

○隣接の病院に１日入院をし、VFの検査を実施する。 

○検査結果から判断された方針について、検査実施医師より指示書が発行される。指

示書には食形態、食事の際の姿勢（角度）、食事介助のしかた等が記載されている。 

○経口維持の取組実施にあたっては、まず経口維持のためのカンファレンスを開催し、

関係職種間での意識合わせと方針の共有を行う。カンファレンスの参加者は全関係

職種（管理栄養士、看護師、理学療法士、作業療法士、ケアマネジャー、介護職員）

である。 

○管理栄養士は食形態を、看護師と介護職員が食事の姿勢や介助方法を担当し、指示

に沿ったケアを提供できるよう検討する。リハビリ職も指示内容を実行できるよう、

訓練メニューを考える。 

○カンファレンスは開始時と開始２週間時の２回を必須の開催としており、それ以降

は必要に応じて開催する。必要に応じて開催する場合には、開催が必要だと判断し

た者がケアマネジャーに開催を依頼し、ケアマネジャーが開催を調整する。これま

では、実際に食事の介助を行う看護師・介護職員からの発案により開催されること

が多かった。なお、状態が安定している場合にはケアプラン会議の場で検討するよ

う、一本化していく。 
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○経口維持の取組開始時に、他の会議とは別にカンファレンスを設ける意義としては、

加算をとり取り組むのだという意識の共有と、安全に経口維持をできるように慎重

を期すという面がある。 

○180日の算定期限にあわせて、再度１日入院による VF検査を実施する。検査の依頼

は管理栄養士からケアマネジャーに連絡をし、ケアマネジャーが予約等スケジュー

ルを調整する。 

○介護職員にとっての食事介助等経口維持の取組は、現場でのスキルやノウハウの共

有によって実施される。特に研修などは開催していない。 

 

③経口維持へ取組んでみての感想 

○加算に取り組むことにより、口から食べることが難しそうな入所者に対しても、食

べ続けてもらうことができていると感じている。 

○これまで、180 日の期限を３回ほど更新している。経口維持の取組は、状態が悪化

することを防ぐための目的であり、支援が必要なくなるほどに回復することは望ま

れないと考えられる。 

○180 日ごとに入院が必要となる検査を行うことは、医師のモニタリングを受けると

いう意味で重要だと考える。医師からの指示が出ているという根拠は、施設の職員

へ大きな安心感を与えている。 

○計画書類は栄養マネジメントの書類に項目を追加して作成している。書類作成の面

倒さは特に感じていない。 

○入所者が療養食加算の対象ともなる場合、算定の単位を鑑みて、経口維持加算Ⅰ、

療養食加算、経口維持加算Ⅱの順で算定を検討するという経営的判断もありうるだ

ろう。 

 

（３）経口移行 

①経口移行加算算定の事例 

○現在胃ろう造設者が７名、胃ろう以外の経管栄養利用者が２名いる。 

○経口移行加算は最近１人、１９日間だけ算定していた。対象となったのは体調不良

により胃ろうを造設したばかりであり、入所前（入院期間中）から経口移行への希

望がある方であった。そのため入所時に既に医師からの指示が出ており、１９日間

の取組により移行に成功した事例である。 

○経口移行に成功した事例への取り組みは、関係職種およびカンファレンスのスケジ

ュール等、経口維持加算に対する流れと同様である。 

 

②経口移行について 

○胃ろう造設者に対して、施設での観察から経口移行が可能ではないかと思われる方

もいる。その場合、相談員から家族へ経口移行の制度や取組を案内するが、家族が

希望しないことが多い。家族の同意なしでは、経口移行には取り組めないのが現状

である。 
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１０．わかくさ竜間リハビリテーション病院 

（１）施設概要 

施設区分 介護療養型医療施設 

ベッド数 82床（他に医療保険病床 418床） 

口腔・栄養に関する 

加算の算定 

経口維持加算Ⅰ・Ⅱ、経口移行加算、栄養マネジメント加算、 

口腔機能維持管理体制加算、療養食加算 

ヒアリング対象 歯科医師、歯科衛生士、事務職員 

 

（２）経口維持 

①経口維持加算を算定することにしたきっかけ 

○加算が創設される前（平成７年）から、経口維持への取り組みは積極的に進めてい

た。 

○加算ができてから、規定に沿った形で取り組むようになり、現在では、療養病床の

位置づけを認知症対応の短期集中の病床としているため、以前ほど積極的に経口維

持の加算はとっていない。リハビリテーション加算をメインでとっている。平成 29

年の介護療養病床閉鎖もしくは転換へ向けて、療養病床のあり方を模索していると

ころである。 

 

②経口維持のための取組 

１）スクリーニング 

○全職種（リハビリ食、看護師、歯科衛生士、MSW、介護職員）がそれぞれに評価用

紙をもっており、その中で各自がスクリーニングを行うこととなっている。 

○月に１回、全員分の評価を持ち寄り、１人あたり 15分間の見直しを行うカンファレ

ンスが開催されている。 

２）検査 

○VE/VF の場合には、主治医であるリハ専門医が指示を出し、歯科医が検査を行う。

以前は歯科医だけでなく、呼吸器の専門医も検査を担当していた。 

○最近では VE/VFのオーダーが出てこなくなった。その理由の一つとして、施設の方

針として、無用な検査をしないと決めていることがある。 

○水飲み検査等の場合には言語聴覚士と歯科衛生士のチームで検査を実施する。それ

では経口維持加算Ⅱしか算定できないが、それならそれでもよいと考えている。 
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３）計画作成 

○栄養マネジメント加算の計画とは別に、管理栄養士が計画を立て、月１回のカンフ

ァレンスに持ち寄る。スクリーニングの結果をもとに栄養リスクの高さに応じて改

変を行うが、栄養に関する状態の変化はリハビリの変化よりも遅いため、月１回の

見直しでも十分であると感じている。なお、咀嚼・嚥下機能の回復状況や、機能低

下の状況に合わせて、食事形態の変更に関しては即時実施している。 

４）継続的なモニタリング 

○全職種で、月１回のカンファレンスで検討する。 

５）その他 

○リハビリテーション病院なので言語聴覚士が多く勤務しており、介護療養型の病棟

に嚥下の知識を持った専門職がいることの強みは感じている。 

○180 日の規定については特に不便さを感じていない。療養病床の入院日数事体が減

少傾向にあるため、180日を迎える前に退院していただくことが多く、関係ない。 

 

（３）経口移行 

○もともと経口移行には取り組んできた経緯がある。患者や家族からの希望があれば

取り組むようにしている。 

○自院で胃ろうを造設する際には、将来的に離脱させることが前提であり、造設後も

経口との併用利用が基本となっている。 

○介護療養病床 82 床のうち、胃ろうのある患者は 25 人程度であり、全国の療養病床

と比較すると少ない方である。25人のほとんどが他院での造設である。 

○介護療養型に入ってくる患者の特徴としては、急性期病床→回復期病床→医療療養

型→介護療養型という流れをとっており、将来的に在宅や老健施設への退院をめざ

している方か、重度認知症により退院が難しい方、医学的管理必要度（酸素吸入、

人工呼吸器装着など）が高く退院が望めない方が挙げられる。医療療養型病床の時

点で胃ろうの離脱に取り組んでおり、そこで成果のなかった患者に対して介護療養

型でできることは限られている。 

○胃ろうと併用で、楽しみとしての経口摂取に取り組むことはもちろん可能である。

しかし、ほぼ各種のアプローチが行われた後なので、完全経口移行となると、非常

に難しい。 
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（４）その他 

①経口維持加算・経口移行加算の算定の難しさ（推測） 

○マンパワーの不足が挙げられるだろう。嚥下についての知識をもったスキルのある

職員としては看護師、言語聴覚士、歯科衛生士が挙げられる。管理栄養士は嚥下に

ついてはそれほど詳しくないはずであるし、各施設１名の配置ではそこまで手が回

らないのではないか。 

○言語聴覚士の需要が高まっているが、養成数が少ないことも課題であろう。 

○老健や特養には専門職を配置すべきである。 

○歯科衛生士にとってのキャリアアップの発想がなく、介護に携わる歯科衛生士人口

が少ないことも課題であろう。多くの歯科衛生士が開業歯科に勤める以外の選択肢

を視野に入れていないと思われるが、もったいないことである。 

○誰が、どこで、何を行えば加算が取れるのかを整理する必要があるのではないか。 

○入所者の病状によるところも大きく、一概に加算をとることはできない。 

 

②経口維持・経口移行についての意見 

○摂食嚥下について熱心に取り組んでいる病院であることは地域によく知られている。

そのため、患者家族が、「食べさせてくれるからこの病院を選んだ」といって連れて

くることが多い。経口維持が難しいとわかっている患者でも、家族を納得させるた

めに、実際に誤嚥していることを見せるため、検査を行うことがある。職業倫理と

して、検査をする必要がない場合にも検査を行う意義に悩むことがある。 

○言語聴覚士と栄養士と歯科衛生士からなる摂食嚥下の問題を取り扱うチーム加算が

あるとよいのではないか。老健では理学療法士・作業療法士が言語聴覚士の代理を

務められるかもしれない。 

○地域（医療圏内）で足りない専門職を派遣できるシステムを構築できないか。たと

えば急性期病床と療養病床、病院と介護施設などで、体制をシェアできるような加

算があれば、さらなる地域包括ケアの推進が可能となるのではないか。 

○地域によっては介護施設から急性期病床へ入院し、そのあとすぐに介護療養型病床

へ転院するケースがあり、十分に嚥下評価などリハ評価とアプローチを行われてい

ない場合、介護療養型医療施設でも、経口移行の可能性はあるのではないか。 
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第４章 

効果的な経口摂取の支援 

に向けた課題 
 

 

 



 

 80 

（第 4章表紙裏） 
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１．経口維持・経口移行への取組が加算算定につながらない要因 

 

実態調査の結果によれば、経口摂取の維持に関する取組を行っていると回答した施設

は全体の約６割（介護老人福祉施設では 51.6％、介護老人保健施設では 65.5％、介護療

養型医療施設では 70.6％）にのぼっていた。しかし、このうち、経口維持加算Ⅰもしく

はⅡを算定している施設は約４割（介護老人福祉施設では 33.8％、介護老人保健施設で

は 55.8％、介護療養型医療施設では 28.5％）にとどまっていた。 

また、経口移行に関する取組を行っていると回答した施設は全体の約４割（介護老人

福祉施設では 32.9％、介護老人保健施設では 47.1％、介護療養型医療施設では 67.3％）

にのぼっていた。しかし、このうち経口移行加算を算定している施設は約３割（介護老

人福祉施設では 21.1％、介護老人保健施設では 49.2％、介護療養型医療施設では 31.3％）

にとどまっていた。 

以下では、このように経口摂取維持のための取組、経口移行のための取組が、必ずし

も加算の算定につながっていない理由を検討することとする。 

 

（１）医療機関との連携の困難 

実態調査において、経口維持加算Ⅱのみを算定している施設の理由としては、造影撮

影又は内視鏡検査を実施することができないことが最も大きい理由であった。また、経

口維持への取組を行っているが、加算を算定していない理由としても、造影撮影又は内

視鏡検査を実施することができないこと、依頼できる関係の専門職がいないことが上位

の理由として挙げられていた。 

医師・歯科医師の診断を受け、指示に基づいて計画を策定することは、経口摂取の維

持をエビデンスにもとづいて実施するためには必要な条件である。しかし、それを可能

にするための医療との連携は、施設の努力だけでは実現しがたい現状があることが推測

される。 

特に介護老人福祉施設では、嘱託医が週１～２日の勤務であることが多く、施設内で

業務を行う際にも摂食・嚥下についてまで相談することはできないほど多忙であること

がヒアリング調査で明らかとなった。嘱託医への相談が困難である場合には、検査の実

施や助言を得るために協力歯科医を頼ることも考えられる。しかし、施設と契約してい

る歯科医が、必ずしも摂食嚥下に対して積極的に取り組んでいるとは限らないことが課

題として浮かび上がった。 
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（２）介護報酬上の課題 

①加算の点数が取組に見合わない 

実態調査において、経口維持加算を算定するうえでの課題について尋ねたところ、算

定の単位数が低いことだと回答した施設が最も多かった。経口維持加算Ⅰのみ、もしく

は経口移行加算についての点数の不満は相対的に低かったため、特に経口維持加算Ⅱの

点数（５単位）に対する不満が大きいものと考えられる。 

取組に対する評価が割に合わなければ、あえて算定へ踏み切るメリットも感じられな

いことから、算定率が上がらないことが推測される。 

 

②療養食加算を算定している 

実態調査において、経口維持加算ⅠおよびⅡを算定していない理由について尋ねたと

ころ、介護療養型医療施設では、療養食加算を算定しているからとの回答が比較的高か

った（26.9％）。 

療養食加算では「食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理」され、「適切な栄

養量及び内容の食事」が提供されていることが求められる加算であり、１日あたり 23単

位が認められている。また、療養食加算を算定する場合には、経口維持加算又は経口移

行加算を算定していいないことが条件である。 

経口維持加算と療養食加算の両方の対象となりうる入所者がいる場合、いずれの加算

を算定すべきかには、医師の判断や経営者の判断により、よりメリットの大きい加算が

選択されるであろう。 

点数だけを比較すると、経口維持加算Ⅰが 28点、経口維持加算Ⅱが５点、療養食加算

が 23点であり、経口維持加算Ⅰが最も高い点数である。しかし、取組にかかる手間を考

慮すると、療養食加算が最も算定しやすくなると考えられる。 

 

（３）書類の作成等事務手続きの煩雑さ 

実態調査において、経口維持への取組を行っているが、加算を算定していない理由と

して、他業務が忙しいと回答する施設が約３割いた。また、自由回答からは、書類の簡

素化を望む記述がみられた。 

これらの結果から、加算算定のために必要な書類作成等の事務業務が負担感をもたら

し、加算算定につながっていないことが推測される。 

実際には、加算の算定に必要な書類について、厚生労働省からの指定の書式は出され

ていないため、複雑な書類が求められているわけではない。しかし、指定の書式がない

ことから、監査対応のために十分な書類の量や項目が不明であり、過剰に備えた結果と

して煩雑にしてしまっていることも推測される。 
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ヒアリング調査においても、監査の際に不備が指摘されることを不安視している声や、

整えるべき書類が実態に則していないと感じられるといった声が聞かれた。一方、加算

を算定していない施設からは栄養マネジメント等既に算定している加算についての書類

作成業務で管理栄養士の手が空いていないといった声が聞かれたが、加算を算定してい

る施設では書類の煩雑さは感じていないという意見もあった。 

これらの結果から、施設規模や加算の対象者数によって、管理栄養士へかかる負荷が

異なることも推測できる。 

 

（４）施設内職員の知識・スキル 

実態調査において、経口維持への取組を行っているが、加算を算定していない理由と

しても、嚥下機能の評価が難しいことがあげられていた。一方、すでに加算を算定して

いる施設であっても、嚥下機能の評価が難しいことを課題だと回答していた。 

これらの結果から推測されることは、管理栄養士による食形態の工夫や看護師・介護

職員による食事介助の工夫が行われていても、それがエビデンスに基づいた支援ではな

く、経験や勘にもとづいた支援であるということである。 

ヒアリング調査の結果からは、加算を取っていない施設であっても、定期的なカンフ

ァレンスや日々のコミュニケーションから、食形態や食事介助の工夫は行われていた。

しかし、それらは現場職員の経験や勘にもとづいた工夫であることが多く、職員も迷い

ながら経口摂取維持のための取組を行っている様子がうかがえた。 

エビデンスに基づいた支援を提供するためには、前述の医療機関との連携がまず大事

であろう。ヒアリング調査においても、加算算定を行っている施設からは、医師・歯科

医師からの指示を受けて計画を立てられることに対して、「安心感がある」、「入所者の状

態をより適切に判断できる」、「精神的に楽になる」といった意見が聞かれた。 

しかし、医師・歯科医師による指示があれば必ずしもすべての不明点が明確になるわ

けではなく、施設内の職員自身が知識をもち、スキルを向上させることも必要であると

考えられる。 

逆に、職員の知識やスキルが十分ではないと考える場合には、取組を行っていても、

加算の算定にはつながらない可能性がある。 
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２．経口維持加算・経口移行加算への提言 

（１）施設外の医療資源との連携を評価する仕組み 

経口維持加算Ⅰを算定するためには造影撮影又は内視鏡検査を実施することが、経口

維持加算Ⅱを算定するためには水飲みテスト、頸部聴診法等を実施することが求められ

ている。 

実態としては、検査を行う職種としては、自施設の医師だけではなく、他施設の医師、

他施設の歯科医師が多く存在することが、実態調査およびヒアリング調査から明らかに

なっている。 

特に介護老人福祉施設では、嘱託医が週１～２日の勤務であることが多く、施設内で

業務を行う際にも摂食・嚥下についてまで相談することはできないほど多忙であること

がヒアリング調査で報告されており、検査の実施や助言を得るために協力歯科医を頼る

様子が伺える。また、口腔機能維持管理体制加算等の算定のために、すでに口腔ケアの

取り組み意欲の高い歯科医師との連携がとれている介護老人福祉施設では、経口維持加

算を算定できている、もしくは算定への意欲が高いようである。 

現行の制度では、検査を依頼する医師や歯科医師との連携が取れなければ、その後の

取組内容に関係なく一律に加算を算定できない制度となっている。逆をいえば、検査さ

え実施できれば、現行の取組内容でも加算の算定が可能となる施設が多くあると考えら

れる。 

検査の実施の有無で、その後の取組内容を一律に評価する現行の仕組みでは、経口維

持、経口移行のための施設内職員の取組を適切に評価できていないことが考えられる。

施設内の取組と医療との連携を分けて評価することもひとつのアイデアではないだろう

か。 

また、施設外の医師や歯科医師との連携についても、加算算定のための検査という一

時点のみではなく、継続して連携をとりながら経口維持に取り組んでいくためには、体

制づくりの面を評価する項目や評価の枠組みを導入する必要があるのではないだろうか。 

 

（２）多職種連携を評価する仕組み 

経口維持・経口移行のための実際の取組（食形態や食事介助の工夫）や、定期的なモ

ニタリングに関与する職種は施設内の管理栄養士、看護職員、介護職員、介護療養型医

療施設では言語聴覚士が中心となっていることが実態調査から明らかになった。 

ヒアリング調査からも、経口維持・移行の取り組みには施設内の全職種が連携してい

ることが語られており、職種内外での情報共有の手段として、各種カンファレンスや連

絡帳などの方法がとられていることが明らかになった。 
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経口維持・経口移行の算定条件には「医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支

援専門員その他の職種の者が共同して」経口維持計画や経口移行計画を策定しているこ

と求められている。しかしながら、定期的なカンファレンスでの情報共有や、報告・指

示の流れについては特に定められておらず、評価されない仕組みとなっている。 

経口維持・経口移行の取組で評価されるべきは、多職種が共同して、入所者の状態変

化を的確にモニタリングしながら、支援を続けることにある。対象者が摂食嚥下障害を

有し、誤嚥が認められる者である以上、毎日、毎食の食事には常にリスクが伴っている。

そのリスクを負いながら、日々食事の介助を行っている職員の取組が評価されれば、よ

り安全に食べられるように職員一人一人のスキルを上げることや、リスクに備えた連携

体制を整えることへのモチベーションにつながるのではないだろうか。 

 

（３）加算の単位数の見直し 

実態調査において、経口維持加算を算定するうえでの課題について尋ねたところ、算

定の単位数が低いことだと回答した施設が最も多かった。算定している加算別に集計し

たところ、特に経口維持加算ⅠとⅡの両方を算定している施設では 54.8％、経口維持加

算Ⅱを算定している施設では 50.7％が、単位数が低いと回答していた。 

これは、経口維持の取組に対する報酬が見合っていないと感じているものと考えられ

る。 

現行の制度では経口維持加算Ⅰは１日 28単位が設定されているが、経口維持加算Ⅱに

は１日５単位しか算定できない。経口維持加算ⅠとⅡの違いは、「著しい摂食機能障害」

を有する入所者か、「摂食障害」を有する入所者かという対象者の状態像の違いに加えて、

「造影撮影又は内視鏡検査」を実施するか「水飲みテスト、頸部聴診法等」で診断する

かという、検査方法の違いも含まれている。 

検査方法の選定は、必ずしも入所者の状態像のみによって定められるものではなく、

検査実施可能な医療機関との連携が取れるか、家族の同意が得られるか、といった外部

要因に決定されるところも大きい。 

結果として、「著しい摂食機能障害」を有する入所者に対して、「水飲みテスト、頸部

聴診法等」でしか診断することができず、経口維持加算Ⅱを算定することになった場合、

施設職員の負担や引き受けるリスクの大きさに対して、報酬の割が合わないということ

が起こりうる。 

経口維持の取組は、誤嚥の恐れがある入所者に対して、施設が負担とリスクを負って

「食べ続けられるように支援する」取組である。取組の難しさを評価し、職員のモチベ

ーションを高められるような評価点数とするべきではないだろうか。 
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（４）加算の対象者の拡充 

実態調査では、経口維持加算Ⅰ及びⅡを算定していない理由として、療養食加算を算

定しているからという回答が１割強あった。このうち、施設種類別にみると、介護療養

型医療施設で最も高く 26.9％が療養食加算を理由にあげていた。自由回答でも、療養食

加算との同時算定を許可してほしいとの記述が多くみられた。 

また、ヒアリング調査でも、加算を検討する際には点数の高い順（経口維持加算Ⅰ、

療養食加算、経口維持加算Ⅱの順）で検討するため、経口維持加算Ⅱの対象となる者が

少なくなる可能性が示唆された。手間とリスクを加味すれば、療養食加算、経口維持加

算Ⅰ、経口維持加算Ⅱの順で検討されるケースもあるのではないかと推測される。 

療養食加算では「食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理」され、「適切な栄

養量及び内容の食事」が提供されていることが求められる加算であり、１日あたり 23単

位が認められている。 

入所者の ADLが落ちている場合、栄養面での管理に加えて、それを食べるための食事

介助等の支援も別途必要となることが推測される。しかし、療養食加算では入所者の栄

養面での管理が評価されているものの、それを摂食する行為については言及されていな

い。療養食加算と経口維持加算の両方の対象者として手厚い支援が提供されることがあ

ってもよいのではないだろうか。 

また、食事の支援という観点では、誤嚥に限らず、摂食機能障害や認知症により、手

厚い食事介助が必要な入所者も存在する。これらの者についても、加算の対象となるよ

うに、制度を見直す必要があるのではないだろうか。 

 

（５）管理栄養士の配置に対する評価の見直し 

現行の制度において、栄養士の人員基準は下記のように定められている。 

 

【栄養士の人員基準】 

介護老人福祉施設 

１名以上（定員 40人以下の場合で、他の社会福祉施設等

の栄養士と連携し入所者の処遇に支障がないときには置

かなくても良い） 

介護老人保健施設 

（基本型） 

入所定員 100 床以上の場合は、常勤１名以上（同一敷地

内の病院等の栄養士がいて栄養指導に支障がない場合は

兼務可） 

介護老人保健施設 

（介護療養型老人保健施設） 
100床以上常勤１（29床以下は、本体施設で可） 

介護療養型医療施設 １以上（100床以上） 
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上記の人員基準以外にも、栄養マネジメント加算を算定するための条件として、常勤

の管理栄養士を１名以上配置していることが定められている。この条件は施設規模によ

らず一律である。 

経口維持・経口移行の取組が多職種で関わる取組である以上、施設内に取組全体を把

握し、とりまとめるリーダーが必要となるであろう。経口維持・経口移行の取組に全体

を通じて関与している職種は管理栄養士・看護職員・病院では言語聴覚士であることが

実態調査から明らかになった。また、多くの施設において、計画の作成は管理栄養士が

中心となって取りまとめていることが、ヒアリング調査から明らかになった。 

多くの施設において管理栄養士は１人しか配置されておらず、１人で栄養マネジメン

ト・療養食の管理も担っている。施設規模の小さな施設、もしくは療養食や経口維持・

経口移行の対象者数が少ない施設においては、管理栄養士１名で対応が可能であると考

えられる。しかし、施設規模が大きくなり、加算の対象者が多い場合には、管理栄養士

の負担は非常に大きくなるであろう。 

アンケート調査の結果では、経口摂取の維持に関する取組を行っている施設における

管理栄養士の人数は、施設規模によって多く配置されていることが示された。 

ヒアリング調査でも、ひとりでは手が回らないとの回答や、非常勤でもよいので栄養

士を雇用できるのであれば加算を検討できるといった声があげられている。 

制度のたてつけとして、たとえば経口維持・経口移行の点数で非常勤の栄養士を雇え

るくらいの点数を設定する、一定規模以上の施設では非常勤の栄養士を雇っている場合

に体制面での加算がとれるようにする（その代わり点数にも差をつける）等の方向性も

必要ではないだろうか。 

 

【経口摂取の維持に関する取組を行っている施設における管理栄養士数（常勤と非常勤の合計）】 

 ｎ 平均（人） 

全体 596 1.3 

50床未満 52 1.2 

50床以上 100床未満 308 1.2 

100床以上 150床未満 206 1.4 

150床以上 30 2.2 
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（６）職員のスキルアップに資する支援 

多職種で連携して取組を行うためには、取組の中心人物だけではなく、入所者に関わ

る全職種が摂食嚥下について理解し、スキルを高める必要がある。 

実態調査でも、職員全体のスキルの向上が課題であるという意見が自由記述にみられ

たほか、ヒアリング調査でも取組課題として挙げられた。 

また、ヒアリング調査では、栄養マネジメント加算の導入時と比較して、経口維持・

経口移行の取組について知識を得られる場が少ないとの意見があった。加算をとってい

る施設では、以前から経口維持・経口移行への取組がなされているためにノウハウが蓄

積されているところであるか、医師・歯科医師からの助言が得られやすい環境にあると

ころ、独自に職員向けの研修を開催したり外部の研修に積極的に参加したりしている施

設であった。 

経口維持の取組をより普及させていくためには、報酬面での制度の整備に加えて、学

びの場や教材を提供することも必要なのではないだろうか。 
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（資料編表紙裏） 
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アンケート調査における自由回答 
 経口維持・経口移行への取組を進めるために必要な条件 

（１）制度面からの支援 
優先入所開始以来、年を追うごとに入所者の重度化が進んでいる中、施設ではできるだけ長く、経口

摂取をして頂きたいと思い、取り組んで（介護して）いますので、長期継続が必要なものには加算の

日数限度を設けないでほしい。 

又、施設内に常駐させることが困難な職種の関わりが必要な要件は無くしてほしい。 

VE/VFを行うことは無理。経口維持Ⅱの加算の点数が低すぎる。180日を超えた場合の要件が現実に即

していない。の改善。 

療養食加算の点数が経口維持（Ⅱ）・移行加算のものより高い為、また、同時算定はできない為、経

口維持加算の算定は多くはならないと思います。（療養加算優先になる）また、VF、VE等を実施でき

る施設も多くないのでは？したがって経口維持加算（Ⅰ）は困難。 

医療機関との連携 

加算算定額のup。維持に関しては書類や 

加算期間180日超えの方のための継続基準が厳しすぎる。特に（Ⅰ）、又は家族があまりこないので

サイン、同意がもらえない。 

・療養食加算の算定とは、切り離す。 

・VE/VF検査実施→施設医師の判断 

嚥下機能の検査がもっと簡単に行えること。日常の、食事時に職員が介助していて、ムセる、つまる

等の症状が出たら経口維持の対象になる方が、現実的であると思う。 

・加算の点数を上げる。（療養食と同時に算定できるようにする。） 

・医師（歯科医師）と管理栄養士の取組を義務づける。具体的な内容を示す（医師とともに施設の食

事形態を検討する。嚥下はこんなものをもちいるなど）。 

・管理栄養士むけの嚥下の研修をし評価できる技能をつけさす。 

書式の簡素化と分かり易い研修の実施 

VE/VFを実施するために費用が高額であり、利用者負担であること、又、実施するには、利用者自身

の身体的負担が大きい。VE/VFを行う場所が少ない。 

加算点が少ないので、もうすこしあげてほしい。 

・各職種の連携・協力体制。 

・家族の方の理解と協力。 

加算を算定しようと思っていても監査での指導どおりに帳票を整備するのはむずかしい。必要帳票類

の簡素化。180日の日程数の制限を無制限にする。療養食加算との同時算定を可能にする。 

経口維持・移行加算を行う上で、水分テスト以外にも評価する指標があるとありがたい。 

STをおけるくらいの加算であれば… 

すべてにおいて加算の単位数が大きければ体制を整えても必ずやるのではないかと思う。 

経口維持は維持するだけでせいいっぱいの方が多く改善することはほとんどないので、180日後のと

りあつかいについて体制を見返してほしい。業務がいたずらに多くなり週２回しかない医師の診断の

時間をとることにもなる。 

ST配置に対する評価の導入。 

加算点数up 

介護報酬が少ない 

180日ルールに関し、医師の理解が乏しい。 

経口維持に関して、180日を超えてからの医師の指示が毎月になり、継続して維持するための業務負

担が増加する。維持ならば180日毎にしてほしい。専門職の業務負担は増えるが、それに見合う単位

数にはなっていない。 

最初の取り組みの時、専門職での取り組みが必要である。手がかかるが、加算が少ない。 

強制力をもった方鉢と予算、あいまいな言い方はやめてほしい。施設は利益を生まなければつぶれま

すから、利益を損なわない法律を。 

経口加算は赤字を生むのではないでしょうか？（全員から加算を取れない場合） 

医師、歯科医師（自施設外）の協力体制（人件費）確保可能な加算点数。 

看・介護職等の確保が可能な人件費分の担保。 
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特養に言語聴覚士（常勤）が必須な存在となれば経口維持・経口移行の取組を検討するようになる。

と思います。また管理栄養士としては、心強い存在ともなります。 

職員・関係スタッフへの教育 

専門スタッフを配置するにあたっての経費等を踏まえ、加算単位を高くして頂きたい。 

経口維持加算Ⅱ算定のために必要な対応方法を具体的にした資料が欲しいです。 

条件の通りに行えば問題ないと思われる。成果や改善はなくても、利用者さまの支援につながると思

う。 

専門職が居なかったり、検査内容が難しかったりと、算定内容が合わない。 

ST、PT、OTの専門職の協力が要る。 

夜間の看護配置も大きく影響すると思う。 

VE/VFは施設が不十分であり、利用者本人も受ける状態ではない（身体的・認知等） 

対象者の意志疎通困難な方に対する同意の仕方、家族の希望など。 

経口維持加算Ⅱに関しては、対象者が多い上に算定単位が低く、療養食加算もとれなくなるので取り

組みにくい。経口維持のための取組は行っているが、算定のための書類作りや家族への説明等の手間

を考えると単位数的に割に合わない。 

療養食加算と同時加算ができないのが大きな問題です。療養食の対応をしている方も口腔ケアの対応

が必要なので、同時加算できるようにして頂きたい。 

療養食加算と経口維持・移行加算の同時算定ができるようにしてほしい。評価の基準・様式例を作り、

明確にして欲しい。 

常勤の医師がおらず、往診の時間も限られている為、経口維持・移行加算がとれるような取組は難し

いが、形態の工夫等行なえる事は行なっていく。 

栄養士会等で意見交換の中で、加算算定期間（180日）が決められている。又は期間をこえた後の継

続基準（医師の判断）が困難である事があげられます。経口維持する事は大切です。ぜひ継続して加

算を付けていただける様にお願いいたします。 

医療行為についての介護職員により出来る行為が整備されたが、研修が進んでないし現場を考えた現

実的なものとなっていない。施設として多くの医療行為をおこなえる職員を育成しなければ受け入れ

できないのが現状。 

・算定するに当たり、モデルになる様な書式があるとわかりやすいと思われる。（栄養ケアマネジメ

ントの様な） 

・検査が家族負担となる。（胃瘻造設後に、病院でそのまま検査を受けてこられる場合は良いが） 

・書類の記入が、ソフト等もないため面倒。算定基準もはっきりしない。 

職員の増員 

行政側の考え方、指導もまちまちで、一貫していない。 

STの常勤 

算定の単価UP 

ケアマネジメント専門の栄養士の採用 

単価が少ないためモチベーションが上げにくい。 

型にはまりすぎているため介護職員のやる気を削る（記録等）。 

医師の支援 

加算単位数を増やして欲しい。（施設全体に取り込もうとする動きが確立できる様に、栄養士の重要

性を認識できる様に） 

言語聴覚士協会のようなものがあり、そこから派遣という形で施設介入ができるシステムはいかがで

しょうか。 

・専門的かつ積極的に評価を担当してくれる機関が少ない様に感じる。  

・情報の提供（病院等）をしてほしい。（パンフレット等 病院一覧など） 

経口維持加算Ⅱで水飲みテストにごえんした方を対象とすると明記されているが、ごえんはしない

が、嚥下障害がある方も対象とできる様にしてほしい。 

・STの配置。 

・経口維持・移行加算の業務量に見合った算定単位数の見直し。 

経口維持加算、摂食障害のとらえ方がむずかしい。 
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現在、経口維持への取り組みが必要な方は、全入所者様の８割近くで、その方々については実際に何

らかの取り組みを行っています。しかしながら、経口維持加算Ⅱをいただいている方はそのうち４名。

食事に介助が必要であったり、食事のたびにムセがあるなどの、誤嚥の危険が著明な方です。なぜ、

経口維持加算Ⅱがそれ以上には進まないのか？… 

・算定用件が水のみテストであること。また、180日越えの方への算定用件は月に１回の水のみテス

ト…であるということがネックになっています。 

・また、当たり前のように経口維持への取り組みは行われてゆくために、ここで新たに「経口維持加

算Ⅱをいただきたいと思います」と家族へ説明することへの困難もあります。 

こちらの介護老人保健施設へ入所されている方の多くは80歳以上です。摂食・嚥下機能は落ちてくる

のは目に見えます。まして、栄養が低下してきた方は顕著です。その方に水のみテストで嚥下を評価

することより、一日でも長く、一口でも多くお食事を召し上がっていただくことに視点をおいて、そ

れに対する報酬を出すことの方が意味あることのように感じます。例えば、施設では常食、その次が

きざみ食…きざみ食は嚥下の低下している方に良くないとわかっていても依然とそうしています。

（当施設もですが、多職種への働きかけが難しく、変われないでいます。）そこのところを報酬とい

う形で働きかけたら…どこの施設もきざみ食ではなくソフト食へ移行してゆくと思います。 

もうひとつ、経口移行加算です。これには点数28点もの加算をつけていただいたにもかかわらず、取

り組みは難航しています。（私としては取り組みたいけれど、取り組めない状況です）やはり、リス

クを考えると胃ろうから食事を提供する無難な策を取ってしまう訳です。人が口から食べること…こ

れは、生命維持のための必要性もですが、それよりも人間の質が違えられてきてしまいます。（施設

では寝たきりの対応になってしまったり、ある代議士さんはエイリアンと…、）嚥下機能が極端に低

下して取った策にもかかわらず……胃ろうは延命処置の筆頭に上げられ、胃ろうを造らない方向に世

の中は動き始めています。胃ろうを造ることが悪いのではなく、胃ろうから経口に戻れない…戻る努

力をしていないことが問題なのだと思います。 

また、胃ろうに至るまでに摂食・嚥下能力を低下させない努力（私たち何人もの利用者さんと向き合

い、どうしたらよいのか方法がわからず、徐々に低下させてしまう事例を多く経験しています）…そ

のために必要なスキルを隅々にまで行き届かせる努力が必要と思います。 

・ご利用する方への制度の確認度 

・ご家族の理解度（必要性を感じていない） 

医師、歯科医師に代わる資格者の創設 

言語聴覚士等を配置することでの加算、書類の簡素化 

検査（VF、VE）をしてというのは、高齢者にはむずかしいものがある。加算（Ⅰ）に関して。 

栄養ケア、経口維持・移行すべてに関して施設内での栄養士配置人員が少なく、かかわれる時間が限

られてしまうため、人員配置（入所者人数に対しての人員配置）を明確にして頂ければ取り組みやす

い。 

多職種からの理解と協力。 

制度面では、中心となって行う管理栄養士の必要性の向上があると、モチベーションも向上し取り組

みが意欲的になるのでは。 

単位数の増 

充分な人員を維持できるような介護報酬 

関連病院との連携 

看護職、介護職の配置人数の見直し 

経口維持の取り組みはしているが、加算を取る条件にあてはまらない人が多くいる。 

初歩的な（これから加算を取り始めるための）研修会を開催して欲しい。 

専門的は歯科医師が身近にいればかなり違うと思う。 

対象者の範囲を広げることが必要であると思います。 

医師、病院との連携（病院に対する加算）。 

人員（介護・看護）の確保（人員基準の見直し）。 

専門職の育成や全体の介護報酬のアップ 

人件費を少しでも削っている為、人員整備が難しい。 

２人、３人分の仕事を１人でこなす事が非常に多い。 

経管栄養の状態で特養に入所してくる方は、ほとんど慢性期の状態にあり、入所後から経口移行を試

みるという状態ではないのでは？と考えています。 
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当施設ではVEを往診で受けられるので、ムセが頻繁に見られ、微熱がある等がみられた時は検査を経

て対応できますが、できない施設の方が多い様です。加算条件から検査を外した方が取組は進むと思

います。 

STだけでの評価、実施に関する加算があればいい。 

経口維持加算Ⅱの継続の場合、毎月のDr.の指示or計画書作成、ご家族に同意を得るのが大変。 

・加算の算定に必要な検査を行っている検査機関の公表をして欲しい。 

・栄養ケアマネジメント、管理栄養士だけでなく、栄養士でも加算を算定できるようにして欲しい。 

常駐の医師や専門職（OT、PT、ST、歯科衛生士など）を福祉施設の必置条件に加えて頂きたい。 

雇用や労働量に見合う点数。 

帳票類の簡素化や検査等の簡素化 

・加算単位のアップ（専門職の配置に必要な単位数） 

・小規模施設に対する優遇措置等 

区の取り組みで、歯科医師、歯科衛生士に来ていただいているが、施設独自で、経費的に歯科医師、

歯科衛生士に来ていただく事がむずかしい。 

・介護報酬を上げる。加算の要件の引き下げ？ 

・介護職を増やす制度 

記録等の業務を軽減すべき。 

当施設は医師が一週間に一度しか来ないため、適確な指示がすぐにもらえない。経口維持に簡単に評

価できる方法、やりかたを知りたい。何を満たすと加算がとれるかわからない。 

算定条件、嚥下機能評価が難しい。 

食事が摂れないと病院で胃ろうになって帰ってきます。病院での経口維持、経口移行への取組を充実

してほしいです。（医師や他の専門職種も充実しているので） 

言語聴覚士、歯科衛生士等、口腔や嚥下の知識に精通した専門職の就職先として、介護施設が選ばれ

るような社会的認知。また、専門職が入ってきて、給与に反映できるような加算単価の設定。 

経口移行・維持だが、嚥下機能が低下している利用者は多数いるが、自分の意志表現ができない、職

員・医師との意志疎通ができない方が多数となる介護施設でVE/VFは実施が難しく、水のみテストも

理解できないため実施が難しい現状なのに、はっきりいって机上の空論をおしつけた結果の空まわり

が今日の現状ではないでしょうか？ 

書類作成の煩雑さに加え、家族来荘が毎月ある利用者が半数にもみたない（来荘の義務がないのに連

携・理解を施設側が求めなければならない）中の連けいは負担が大きく、けれどもリターンが少ない。

意志の疎通が不可能な対象者前程でも介護保健は考えてもらいたい。 

療養食と同時加算を認めて頂きたい。 

まず、経管が必要となった時に、高齢者はチューブがはずせる見込みが極めて少ないこと、どういっ

た死を望んでいるのかを、十分説明・同意を得る必要がある。当然の医療行為のように胃ろうやチュ

ーブをつなぐ医師が今だに存在する。 

多職種が時間をさいて、カンファを開き、書類を作成しても23単位ではやる価値がないように思って

しまいます。誤嚥がないよう食事内容を配慮したり、経管の方でもお楽しみ程度にチョコジャムをな

めたりと、加算を取らなくてもできることはあります。本気で加算を取るなら栄養士１人ではむずか

しいですし、常勤の医師もSTもいない、誰に判断を委ねればいいのでしょうか。 

嚥下機能を評価できる職員の配置を義務にする。（理学療法士、作業療法士等） 

口腔機能加算を取るには、人員、器械が足りません。 

療養食加算をとっている人でも、経口維持加算もとれるようになれば、現場の意識を高められると思

います。（職員への研修（定期的）を義務化してほしいです） 

常勤換算で配置するように法律を決めて欲しい。 

STの雇用促進 

常勤として言語聴覚士が配置できるように 

NS、栄養士、介護福祉士、ヘルパーなど、直接介助に関わる方の食事摂取、介助方法（食事の）につ

いて、勉強する（資格取得にあたって）質量が少なく思います。 

カリキュラムの時点で、経口摂取の大切さ、危険性、安全な摂取の手法をしっかり学べる時間があれ

ば、食に対する意識や、職種間でのモチベーションも向上するのでは？と思います。 

単位数のアップ 
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言語聴覚士の配置を義務づける。 

他職種が参加することで算定できる加算条件にすると、他職種の意識も変わると思う。 

経口維持について多くの職種に周知されていない。 

・療養食加算と重複出来ない事。 

・誤嚥性肺炎などのリスクが大きい、経口維持管理業務の分量、とろみ剤などのコストなどの割りに

算定単位が低すぎると思います。 

もう少し明確な算定条件 

ソフト食やペースト食の加工に対する（調理部門の人件費、食材費等）評価についての加算があれば、

栄養科としてはより取組やすい。費用の解決になる。 

・算定単位数の見直し 

・専門職（管理栄養士）の質の向上（例えば、資格・専門性のある講習会への参加）と、それに見合

う算定単位の検討。 

・特殊な検査（ex.VE・VF）の見直しと、現実に実施可能な算定条件であること。 

パンフレット等の情報が欲しい（特に算定条件と対象者条件）。 

経口維持５点は少なすぎ？ チームでのモチベーションが上がらず…。 

評価というか、価値はその程度なのか？ 

算定の単位数をもっとあげて欲しい。特に経口維持加算Ⅱはもっとあげても良いと感じます。ⅠもⅡ

もケアの仕方、かかわりは同じなのに、単位数の違いは大きいと思います。 

加算の単位数のアップ 

経口の加算もそうであるが、取り組んで成果・結果が出た時に、プラスの算定とかしていただけたら、

取組やすくなるのでは？ 

病院で検査を行なったり、医師の立ち合いのもとだと、常勤でない医師の場合はむずかしい事から加

算は算定しないという流れになる。加算を算定できないのならば取り組む必要性はないといううごき

になる。算定したとしても単位数が少ないため他職種で取り組んだ時の労力と見合わないと感じる。

…つまり単位数が増えると良いのではないか思われる。 

口腔ケアへの理解が他職種に拡がること（会議で話しますが、兼務にゆとりがなく全く取り組めない

とのこと） 

嚥下機能の評価ができること。 

入所者の多くは80・90代が多く、胃ろう造設者も同じである。胃ろう造設者が経口摂取に移行するこ

とはまれにあるが、高齢な方は、全身の状態が落ちてきているので、また胃ろうに戻るケースが多い。

誤嚥性肺炎で状態悪化の危険もあるため、慎重にならざるをえない。 

特養では施設にDr.がいない（常勤でない）所が多く、サインをもらうのが大変。また、低栄養指標

になるアルブミンの測定が年１回の健診でしか行なわれないのも定期的な評価がされずらい。 

経口維持（Ⅰ）や経口移行加算に必要なVFやVEの検査は必要に感じない利用者が多く、加算が取りず

らい。 

経口維持（Ⅱ）では加算の点数が低い。 

看取りが出来る制度体制。当施設では看取りをしていないため、最終的には病院に行かれ点滴や胃瘻

造設となると考えています。（加算は取っていませんが、当施設では可能な限り経口維持に努めてい

ます。） 

・特別な管理というあいまいな表現の為、算定用件を満たしているのか不安である 

・帳票類が多く、書類に不備が生じないか懸念される（栄養ケアマネジメントの帳票類と一体化でき

れば良い） 

経口維持のため、他施設の歯科医師・歯科衛生師の定期的な指導や、嚥下機能が低下した方にゼリー

食の提供等行っているが、連携医療機関にVF・VEがないため（Ⅰ）はとれず、（Ⅱ）をとるにしても

業務が増えるのに単位数が少なすぎるので算定には至らない。 

栄養ケアと施設ケアプランの統一が必要ではないか。二重になっている部分あり。経口移行等の加算

については、ST等が必要であるが、加算では人件費が難しいのではないか。 

・加算単位の増 

・算定要件の緩和 

・訪問診療（嚥下評価）が手軽に行える体制・制度 

・メインで対応する職種の制度面からの人員配置基準の構築 

療養食とは別算定してもらいたい。 
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・簡易的に記入できるフォーマットを提供してほしい。 

・プロセスの事例等、情報がほしい。 

・言語聴覚士は配置を必須にしてほしい。（現在在籍している方が２月半ばで退職し、その後どのよ

うに進めていいか悩んでいる） 

・算定の単位数が上がれば補食等の費用に当てられるのですが。 

VE・VFをしてくれる病院が必要。 

できれば、入所時だけでなく、評価出来るシステムがあればよいと思う。 

1.造影撮影（造影剤使用撮影）又は内視鏡検査（喉頭ファイバースコピー）が、いろいろな面で難し

い。 

2.直営で、栄養マネジメント加算、療養食加算等を１人でこなしているため、書類の不備で減算なっ

てしまうと、施設に迷惑がかかってしまう点を改善できればよいと。 

算定単位数の見直し 

加算を算定するうえで、必要書類が多いため事務処理に時間がかかる。 

栄養士、管理栄養士の人数を１人から２人へ。 

STを必須にしてほしい。 

経口維持・経口移行に関しては、もっと取り組みやすくしてほしいと思います。（算定条件が厳しい） 

看護師や介護士なども取り組める様な制度（専門職がいなくても、取り組める様な制度） 

取組に関しての具体例を（実際に取組んでいる栄養士から）研修会開催してほしい。法律を読んでも、

具体化されておらず、すすめ方がわからないのが現状のため、行わないことが多いと思う。 

経口移行に関しては、ST等の配置が行なわれる条件等、専門職の関与が位置づけられると、安全に導

入できるのでは。（反面、STいないと導入できない現状あり） 

又、手間がかかるわりには加算は少ないため、導入しない施設が多いのでは。 

STの配置の働きかけ 

・算定単位数の増加 

・評価や記録に関しての書式が見本として存在すると取り組み易くなるのでは。 

取組自体は各施設は行っているはずです。しかし、加算要件や書類等が細かすぎるように感じます。 

・VE/VFを実施できない。 

誤嚥の危険高いのに、水のみテストなど評価できない。 

技術的な手法の普及を進める必要がある。また必要な人材の養成も同時に進め、取り組むための費用

的な裏付けも必要である。 

経口移行を行う前に、PEGの取り扱いに対する難しさを感じています。法的に看護師が行わなければ

いけない状況が多く、介護施設での人員配置や取り組みが難しい状況にあると考えています。 

医師の理解、協力体制が取れないと、なかなか進まないため、どうにかして欲しい。 

専門職に見てもらい評価できる制度 

ソフト食を取り組むための加算制度 

きちんとした指針がなく、あいまいな部分が多い為、取組んでも算定は難しいため、なかなか取組ま

でいかないので、指針が必要だと思います。 

摂食機能評価の簡便化 

加算算定期間180日を超えた場合の基準の見直し 

口から食べ続けるため、補食などを使用したいが高価な物が多く、家族様や施設負担ではなく、特別

食加算のような加算をつけてほしい。 

職員の確保が必須。それには、加算点数面での検討も必要。 

介護人員を確保できる制度（安定した収入） 

労力と報酬上の評価をもっと検討してほしい。 

・各加算を看護職員に理解してもらう講習会を開催してほしい。 

・PT、ST、OTなど特養に配置義務のない職種のかかわり方の表現を考えてほしい。 

・機能訓練士は看護職員ではなく、PT、ST、OTをあてるよう制度を変えてほしい。 

検査等の加算条件の緩和 

書類ばかり増えるので、なかなか継続できない事があります。 

歯科医師やSTと地域で連携する事ができたらいいなと思います。 

管理栄養士も地域で連携とっていきたいです（在宅へ向けて）。 
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透視下においての嚥下状態の確認等、必要要件は不要と思う。本人がいかに経口で摂取出来るかが一

番重要な事と考える。その人の生活の質の問題と思う。その事に対して加算は不要。 

・入居者さまに関しては、歯科衛生師を雇えるだけの加算点数にしてもらいたい。 

・ショートステイをロングでされている方について、口腔機能の維持をすすめる加算がないので、入

居者さんと同じケアを受けられない現状がある。 

言語聴覚士等を雇用するにあたっての補助金制度。 

施設入所者が、医療と連携してVFやVEの検査が気楽に受けられる制度作り。（例えば、検査料は無料

になる、介護保険から出してもらえるなど） 

家族に負担のない形で取り組めるように。（金銭的負担なし） 

報酬単価の引き上げ、医療系専門職を充足させるに必要な水準へ。 

療養食加算との併用ができる。 

口腔加算の点数を高くする。 

療養食加算と経口維持がどちらかしかとれないのは、モチベーションが低くなる原因のひとつです。

しかも経口Ⅱは、労力のわりに点数が低いこと。 

問いにおいて回答したように、専門職との連携が困難。医療と福祉の連携システムを進化させる必要

があると考える。 

嚥下機能の評価に対する条件が厳しく現実的でないと感じる。 

言語聴覚士や管理栄養士の配置基準を〇〇対１等はっきり定め、取組やすい環境を作ってほしい。 

経口維持加算Ⅱについて、算定単位数を上げて欲しいです。（ソフト食への取り組みや、トロミの調

整などにかかるコストパフォーマンスと合っていないと感じる） 

計画の見直し期間について（栄養ケアマネジメント）→ケアプランと連動させていけるよう３ヵ月で

はなく６ヵ月の見直しがよい。 

経口維持加算（Ⅰ）は、造影撮影又は内視鏡検査をしなければならないので算定は困難。 

経口維持加算（Ⅱ）は、単位数が低いため、療養食加算を優先しているのが現状。 

条件が緩和され、単位数が高くなれば算定する施設は増えると思います。 

経口摂取が維持できるよう、言語聴覚士、看護師、介護士らと共に取組は行っています。 

家族の理解が得にくく、検査ができない。 

利用者の負担が大きい。 

医療費の支援 

管理栄養士の配置基準を明確にする（複合施設の管理栄養士） 

経口維持加算に関しては、日頃から向上・維持に向けて努力して取り組んでいます。しかしそれを加

算を取る為に、さまざまな検査・計画・定期的な同意と説明等を記録として残していく業務が多いと

思われます。算定単位数も業務量に対して低いのではないかと思われます。 

・医師の指示があれば、家族の承諾は必要ないのではないか？（療養食と同様に） 

・手続、対応に関する労力の割には、加算点数が少ない。 

経口維持の導入をする際、手本とする資料などが少なく苦労した。 

手順書となる物がもっと出回ると良いと思う。 

算定基準で著しい摂食機能障害を有しとあるが、どの程度か判断しにくい。 

制度について相談できる所がない。相談してもあいまいな答えしか返ってこないので、取組が不安。

もっと制度に対しての支援が必要だと思う。 

点数の評価が低いので検討を。 

点数的にみると取組む価値が低い。 

VE/VFがスムーズに出来る環境（費用面） 

経口維持の算定条件が複雑である。知りあいの施設は算定していたが、基準を満たしていないという

事で監査時に指摘され、全額返金となった。そのようなリスクを負うのは大変なので、取り組みに消

極的になってしまう。 

モニタリング、アセスメントの書式が煩雑となってしまっているため、もっと簡素化できるとよい。 

VE/VFを介護施設で行うのは困難。 

・180日間の算定期間の見直し 

・算定点数の見直し 

・評価期間の穏和（維持期である方の評価２週おきは、手間である。手間の割に算定点数が低い） 

・療養食加算とのダブル算定ができるようになると良い。 
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検査費用の自己負担がなくなれば助かります。 

報酬アップ。 

制度の認知度を広めること。 

VE/VFを実施することの支援 

加算が低すぎる。 

わかりやすい制度、単位の引き上げ 

・単位が低い。 

・書類が多い。 

・歯科医師、歯科衛生士がいない。 

加算をとることは大変というイメージが定着してしまっていると思う。私自身もそう思っていたが、

昨年、加算申請している栄養士と知り合い、歯科医師とも出合ったことにより、８月から開始したば

かりである。監査をまだ受けていないため現状の対応でよいかはわかりませんが…。 

・専門職のアドバイスが必須 

・算定単位数を上げる 

経口維持加算、取組む手間はかかるが、点数は低い。 

多職種での取り組みなので算定の単位数は多い程よい。 

※特別養護老人ホームにおける経口維持・移行は、取組は出来ても、加算になって来ると書類作成等

にかかれる時間や手間を考えるとむずかしい。しかしながら利用者の事を考えると最大限のサービス

は欠かせない。加算をしないで行なう方が、全スタッフが伸び伸び出来るように思う。当施設におい

ても平成18年１月～実際取り組み、加算請求を３ヶ月（当時は３ヶ月だったような気がします）して

いたが、中止しました。（加算のみ） 

近隣の医療機関との連携（検査など） 

経口維持加算Ⅰについて 

造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められるもの→特別養護老人ホームでは、それらの検査をす

る事がなかなか難しい為、加算をとる施設が少ないのだと思います。 

経口移行に関してはスタッフ、設備の整った病院等で集中的に行なうべきではないのか。リスクに対

する備えのない中で取り組もうとは思わない。またご家族もリスクを負うことをきらう。延命を望ん

で胃ろうにしているので、病院でもしないことを特養ではさらさらやる気は無い。 

180日以降、２週間の医師の指示、スパンが短い。もう少し長くなったら良いのにと思う。 

経口維持加算Ⅰと経口移行加算について→経口摂取の可能性があり加算をとろうとした時、VFやVE

の検査をすることが要件となっている。施設において他医療機関に受診することは、利用者の体調な

どを考えると、受診に出向くことは大きなリスクとなっていると思います。 

経口維持：内容的にはルーティンの範疇だが、報酬額にはもっと加算してもよいと感じる。 

10点～でそれによっては書式、書類は新たにPlan Do Seeできるものが新設されてもよい。 

経口移行：算定される人が些少である為、より高い報酬額上のせは可能ではないかと感じる。 

施設の全体規模でバックアップ、取り込みが必要な加算の為、大きな額は必要である。50点over。 

管理栄養士が必要というハードルが高い。医師の協力が難しい。ケアプランの一部分として作成して

もよいと認められると良い。又、マンパワーがより求められるため、介護報酬を現状より厚くした中

で必須項目とする等。 

・栄養ケアマネジメント…ご家族からの返答後の算定は１回目のみとし、以降は随時継続として欲し

い（返答が非常に遅いご家族がおられるため）。 

・経口維持・経口移行…栄養補助食品の別途費用請求の認可。 

歯科医と配置医との関係性の構築や、協働する体制作りの負担が大きい。 

計画作成等に時間がとられるが単位が低い。 

比較的実施しやすい維持加算（Ⅱ）で５単位である。 

・ビデオレントゲン造影検査、内視鏡検査の半義務化（経口維持加算（Ⅰ）） 

・水飲みテストなどの実践的講習会の開催（経口維持加算（Ⅱ）） 

・基準の明確化、Ⅰの著しい摂食機能障害…。どの程度？ 

特別な管理とは具体的に？解りづらい。 

・180日を超えた時の２週間毎は厳しい。特にⅡは点数低く継続する必要性が感じられない。 

経口維持に関しては、嚥下機能が低下して長い期間トロミやゼリーを使用するのに、180日という制

限があるため、加算の継続の作業をしないといけなくなり、業務上難しい部分があります。 
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経口維持、経口移行に取り組んでいても、造影検査などの実施がむずかしいため加算は取りにくい。 

喀痰吸収のように、現場としてもっと動きやすい制度をとり入れて欲しい。 

加算を算定するのに必要な書類作成に手間がかかり、面倒である。 

加算（口腔機能）があれば必要な物品等に経費をかける事ができる。 

言語聴覚士が常時いて、歯科衛生士・歯科医師との連携でできる加算なので、専門職がそろっていな

い施設ではむずかしいと思います。 

専門職がいない。 

取り組みの内容がシンプルでわかりやすい事。 

検討会議・書類作成など業務が煩雑となってしまう。栄養ケアマネジメントの中でも安全に召し上が

っていただくよう多職種協同で取り組んでいるため、書類作成や会議の数を省略できるよう図ってい

ただきたい。 

・わかりやすい算定方法の提示、モニタリングのやり方をおしえてほしい。 

・加算算定に必要な書類の種類および書式をおしえてほしい。 

算定できるための条件（VF検査など）が難しく、費用も個人負担なので難しい。加算単位数がもっと

高くなれば、施設側の意欲も上ると思う。 

・専門職の人がいること。 

・医師も経口摂取に対しての取り組みに力を入れていること。 

経口維持・経口移行加算の点数を上げてほしい。手間に見合わない。 

※病院ではない為、施設と医師の連携が必要。 

医師の方にも、高齢者施設を理解していただく取りくみが必要。 

とにかく加算単価が低い。 

経口摂取に関する積極的な取組があるということが広く認知されておらず、胃ろう造設している家族

からも経口摂取に戻したいという希望が声をしてあがっていないのが現状である。 

平成12年、介護保険制度施行、現在第５期となり、当初と比べると施設に求められることが増えたの

と反比例して報酬が減少しており、各々のことに対する取り組みベクトルが多様化しているにもかか

わらず対応が厳しくなっているように思われます。国も現在、社会保障と税の一体改革の中で社会保

障に関する国民会議で議論をしています。厳しい財政事情とは思いますが、施設が安心して取り組め

るような環境整備を節にお願いをする次第でございます。 

加算を算定するに値する制度。管理栄養士の２人以上の体制で取り組めると、その他の加算等につい

ても手が回るようになると思います。（特に給食直営の施設は、まだ給食業務が主体です。） 

決して簡単に取り組める内容ではなく、条件が整わないと難しい。また、取り組みに対しての報酬単

価が低い。体制を整えるための単価設定をお願いしたい。 

加算の為の必要書類が記載事項が多く、算定が困難と感じてしまう。 

書類の簡素化ができると、現在の取り組み内容でも十分加算が取れるのですが…。 

嚥下困難食（ミキサー、ソフト、栄養補助食品）そのものに対して、特別食として加算が欲しい。 

取り組みを行うに値する加算体制 

算定条件がよくわからない。広報等が不足。わかりやすいパンフ等が目につかない。 

利用者が安全に食事をされることが最優先である為、VE/VFのない状況下で取組をすすめるにはリス

クが高い。 

経口維持・経口移行に関する研修の実施 

VE/VFを実施する事が難しい為 

加算要件の緩和 

マニュアルの整備 

現在、当院では介護療養病棟１病棟と他の病棟が４病棟有り、介護病棟を担当する管理栄養士が他の

病棟をすべて担当しています。介護病棟における栄養マネジメント業務は業務量も多く、又、作成し

なければならない書類も多いという実態です。できれば介護病棟には専任の管理栄養士を配置する

等、制度面からの支援が必要かと思います。 

人件コストがかかるため、費用対効果があり、かつ制度の加算がそれに見合うとありがたい。取組と

しては少しづつやる方向には向いている。（経口維持・移行） 

加算算定のために必要な検査を受けるために、通院援助に看護師や介護士をさくことはできない。検

査に代替される診断書等、算定要件の緩和がなければ難しい。 
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加算算定期間の見直し。 

入所者数に対する管理栄養士・栄養士の必要数。 

点数の見直し。VF等の設置医療機関の増大と協力体制の見直し。言語聴覚士の配置の見直し。 

書類が多すぎる。加算に対して行政の見方が取らせない様にといった感じがありありと実感できる。 

経口維持Ⅰに対して、VFの必要な検査基準（検査の必要な間隔）を明記してほしい。 

利用者参加型の施設ケアを目指して取り組んでおります。施設利用可能基準を、要介護４・５と定め

て、認知症患者と共に考えた施設整備もトイレに戸口が無ければプライバシーの配慮不十分、言葉で

理解出来ない認知症の方が黙視によって自力排泄行為ができている環境も時により指導をうけるこ

とがあります。 

補助金事業には、申請・許可を受け、完成時には審査を受けており、現在の環境にも慣れ生活してい

る環境を変更することに不自然さを感じます。地域性・個々の意向・好みも千差万別、何事も幅のあ

る制度であることを願っております。特養の基本方針は居宅における生活の復帰がいつか住む家・入

居施設になりましたが、自施設はうまく施設を利用して、家庭復帰を願いながらのサポートは、24

年度８ヶ月の介護認定で、要介護４・５が持病の癌をもちながら、２・３に改善、経管栄養だけで、

５から４への軽減、経管者を機械浴から、本人が喜ぶからと小浴で一人ゆっくりと湯船につかってい

る、利用者を職員は満足として、20名の利用者が要介護認定で軽減されている状況に喜ばしい反面、

納得できない認定調査の在り方、プロ意識で取組んでいる状況に、資格を有しない、研修を終えた調

査員の調査に言葉が通じない現況に制度の在り方の改善が感じられます。 

経口で食べることの学習（意義を知る） 

老健は、受診が施設での負担となっており、誤嚥のリスクも高いPEGの利用者様に、施設が負担して

VFを実施するのは難しい。受診だけでも利用者様負担となれば…。 

・算定の単位数の増加 

・書類の簡素化 

・管理栄養士100床－１以上を、50床－１以上へ増加 

すべてが記録保存であるから、もっと効率のよい記録保存できるシステム開発をしてもらいたい。 

問９に書かせて頂きましたが、嚥下障害の方は長期的な支援が必要と考えます。そのため、算定期間

180日は短いと思います。同様、医師の指示の１ヶ月も短いと思います。 

経口維持を行うため、食事の形態や種類等の工夫を行い、一様に取り組みを実施しているが、嚥下の

評価や計画作成等、事務作業が煩雑であるため、取組を行うには、このような負担を軽減する事が必

要であると感じる。 

算定のための業務に対して単位数が低いので、もっとアップする必要がある。 

嚥下機能評価を実施するのが難しい。→スムーズな病院の利用（金銭面など） 

加算をするための算定基準が不明確なため（「誤嚥が認められる」の記載があるため）、摂食機能障

害の利用者は多数いるが、算定できない。また、意志疎通が困難でも経口摂取をしている場合、同意

を得る時の「利用者」と限定されると著明も、もらえない。 

管理栄養士も、嚥下機能やその他の勉強が出来て、訓練を実行できる認定証を出して欲しいです。 

実施・成果に対する報酬の評価up 

専門職（言語療法士）の配置 

他職種やご家族様の理解とリスク面 

算定条件を満たす為の労力と加算点数のバランスの見直し 

評価や記録、サービスの実施、テストなど、多くの人手や時間を要するサービスである。それに対し

ての報酬単価はもっと高くてもよいのではないかと感じる。 

福祉施設においては、嚥下機能の評価を行うのに困難を伴うため、専門職の養成と加算のアップ。 

・施設に対するDrの理解と協力体制（認知度不足） 

・看護師の配置基準 

・口腔機能維持管理加算が、算定できる要件としてきびしい 

・歯科衛生士のあり方 

施設でのST・DHの必須配置 

算定の単位数が低い。人員確保が困難、マンパワー不足。 

必要な様式の原本などがあるとやりやすくなると思う。 

多職種での取り組みをしていかないとなると、現在の点数では少なく、STや歯科衛生士をやとえない。 
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評価や検査に関わる手間や時間（→関わる専門職の必要性）、要求されている書類・記録に対して、

報酬が低く感じます。 

また、180日という日数管理は非常に複雑で、６ヶ月という月数管理にしてほしい。 

経口摂取は単に食事だけの問題ではなく、日常の全身の運動（リハビリ）に大きく左右されます。介

護職員が日々の介護に追われ、利用者の生活リハビリが充分に行なえる状況ではなく、機能訓練師も

充分な配置（加算）があるわけではありません。まずは歩ける利用者を増やす事が重要と考えます。 

経口維持をする為の食事作りにも手間と時間と道具が必要ですが、食事形態に対する加算もなく、充

分な道具もそろえられません。 

歯科衛生士が配置できるだけの加算 

療養食加算と同時に算定することができず、現状では療養食以外の人しかスクリーニング・検査を行

っていません。しかも、労力のわりに算定の単位数が低く、今後は算定を中止しようかとの話も出て

います。 

経口移行する為のスタッフの確保、移行するタイミング、リスクが高く難しいと感じます。 

・算定の単位数がもっと高くなってほしい 

・VE/VFを実施する施設が多くなってほしい 

嚥下障害のある利用者が、食べやすい食事内容を検討していく上で、療養食加算等に比べ、算定単位

数が低く感じる。 

VE/VF実施する医療機関が少ない。 

療養食加算と経口維持加算の目的は別ものだと考えるが、どちらかを選択しなければならないのは、

おかしいと思う。 

算定の単位数をあげる。 

180日を超えてから、継続する場合の基準の緩和。 

栄養ケアマネジメントの必要書類を減らす。 

VF/VE検査にかかる費用の支援 

内視鏡を行うとなると、病院も限られており、通院の手間を考えるとその時間をとることができず、

割に合わない。 

VF検査実施が難しい為、経口維持加算（Ⅱ）の点数を引き上げて欲しい。 

職種間でのモチベーションの高さが異なるため、加算の点数が高くなったら他職種の協力が得られや

すくなることも考えられる。 

栄養マネジメントの更新が３ヶ月であるが、特養は状態が大きく変わることが少なく、基本的にはケ

アプランと同様、６ヶ月更新にしてほしい。（変化があった際は随時更新するが。） 

経口維持・移行に関しての取り組みはよいが、条件と加算が見合っていないので、職種や人数が限ら

れている特養では困難。 

とろみ剤の使用、調理の手間、介護職員の見守り等、業務の量を考えると、報酬が少ないと思う。今

後、経口維持移行の利用者が増えていくと思われ、報酬金額の見直しが必要であると思う。 

現在困っていないので、別にありません。 

経口維持・経口移行へ進む為には、Ｄｒのサイン、ST・NC・栄養士の連携が必要な為、もっと点数を

上げて欲しい。 

・VE/VFでの評価をして下さる医療機関がありません。医療側の診療報酬が少ないことも原因のひと

つかもしれません。 

・VE/VFで評価をして頂くと28点、水飲みテストだと5点、提供するケアは同じなので、ケアではなく

手続きに加算がついていると思います。ケアに加算をつけてほしい。また、小さな町のため、近隣で

受け入れて下さる医療機関があったとしても、片道１時間程度かかり、利用者の体力的な問題もでて

きます。地域的なことも視野に入れて頂きたいと思います。 

年に一度、歯科検診を実施（利用者） 

高齢者の安全を考え、１番力を入れているのが「きざみのレベル」である。食事内容の工夫やきざみ

の工夫に加算を認めて欲しい。ムース食なども加算認めて欲しい。 

・経口維持～移行についてマニュアルを作成し、評価しやすい体制を作ること。 

・中心となる人（職種）を挙げること。 

VE/VFの保険適応 
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栄養ケアマネジメントと経口維持の取り組みは、一体化すべきであると思うので、個別に様式を増や

す（労働時間が増える）無駄をなくすこと、管理栄養士のスキルアップと様式の見直しが絶対条件と

考える。 

取組はできても、加算を算定するには条件が厳しくクリア困難。 

医師の継続指示の代替になるものが欲しい。（週２回しか来所されない。抜けてしまうことが多い） 

加算条件を簡単にする。 

栄養ケアマネジメントの見直しが３ヶ月となっており、施設サービス計画のケアプランは６ヶ月と期

間が異なっているため、統一が困難。一本化し明確なものにできたらと思う。 

単位数を増やしてほしい。(看取りについても） 

経口へ移行するに当たり、メニュー面の対応も嗜好や状態により同一のメニューとは限らず、個別対

応の必要性があり、かなりの労力が必要となっています。移行食（ソフト食やブレンダー食）に対し

ての加算などもあれば良いと思います。時間や手間のかかる割に加算がとても低く、療養食加算と変

わらないのはどうかと考えます。モニタリングの入力作業等も時間がかかり、栄養士１人では困難。 

業務が多く、一人では取組が難しいです。算定単位を高くして頂くことで、人員増加につながれば可

能です。 

①せめて歯科衛生士を置くように義務づける。 

②大変大切な事であるが、書類が沢山あり、算定の単位が低すぎる。 

③VE/VFがスムーズに検査できる様にする。 

書類の簡素化 

・書式の明確化 

・算定単位数の増加 

言語聴覚士による指導において、不安なく経口へと進めていきたい。 

栄養ケアマネジメントの実施は、管理栄養士１名を専属として欲しい。 

対象者に対しての介入時間考慮すると、点数は低い。（→一方、点数をあげると利用者負担を考え、

積極的な説明が難しい） 

・専門職の配置 

・医師、その他専門職による口腔、栄養に関する理解 

経口維持加算に関しては、５単位／日は低過ぎます。私共の施設では、食前の口腔ケアから姿勢修正、

食事形態の検討はもちろん、１人の利用者さんに40～50分かけていることも日常的にあります。維持

加算が手厚くなれば、利用者さんのQOL upニ繋がります。 

嚥下困難の為ソフト食を提供している方には、加算を認めるような取組をしていただきたいと思いま

す。 

VE/VFを行う事が難しい。 

180日を経過しても、必要な方がたくさんいる。（入院されて１度中止になっても）継続して取組が

できるような体制にしてほしい。 

療養食加算と同時算定が可能なら、もっと取組が進むのではないかと思う。 

人員配置（各職種の増員、歯科衛生士の配置） 

・業務の繁雑さの割には、加算の単位が低い。 

・初回180日過ぎたあとの１ヶ月毎の医師への確認が繁雑。（記録も含めて） 

経口移行も一度だけでなく、何度もトライできる（算定が）と良いのになぁと思います。 

もう少し明確な、取り組みに必要な制度・内容・期間の（見直しやサイン等）表現があればと思う。 

栄養（食事）部門は委託なので、どこまで求めたらいいのか、介入してもらえるのか不明。 

他職種間の連携と実行力（特養は医療面が老健程じゅうぶんではないため） 

特養での言語聴覚士の採用 

・参考マニュアル 

・まずは健康状態が良くなくてはならないので、アルブミン値と共に体重も増やせるような体制がほ

しい。（現在、車イス移乗など介護的な問題で、体重増加に消極的になりがちな傾向にある） 

職員の配置に、歯科医師はいるが歯科衛生士がいないため、加算がとりにくい。 

加算単位増額 

栄養マネジメント加算について、加算要件等が厳しい割には単位は低すぎると感じる。 

栄養スクリーニングや栄養計画書の作成時に、必要性を感じ、他職種へ連絡することが多い。 

栄養ケアマネジメントのさらなる進展が必要と思われる。 
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多くの人（スタッフ）が経口維持の為に取り組んでいるが、その労力に比し、報酬が少なすぎる。 

・経口維持Ⅰについては、VE/VF以外の評価を条件にしてほしい（条件の緩和）。 

・経口維持Ⅱは算定単位が低い。単位に対し評価や事務処理が負担。 

・療養食加算と同時に加算を取らせてほしい。 

わかりやすいマニュアルがあると良いと思います。 

・最終的には、医師や歯科医師の許可がないとすすめられないが、専門医が近くにいない。 

・すすめるためには、食事介助や評価、書類の作製等にマンパワーが必要なので、それに見合った加

算。 

書類整備 

加算単位を高くする。 

単位数が高ければ職員のモチベーションも高くなり、取組めると思う。 

言語聴覚士の配置 

施設入所されている方のVE・VFを実施することは困難である。 

算定要件に加味されている為、加算できない。 

洗面・手洗いの改善や設置に援助があると嬉しい。 

私たち特別養護老人ホームでは利用金額が手一杯の方が多く、加算を取る事で、ご利用者の日々の生

活の圧迫になりかねない為、加算をとることに迷いがあります。また、ご高齢の為、ご本人様がのぞ

まない、ご家族がのぞまない事が多いです。“もう年だから”、“やりたくない”と言われると、な

かなか説得できないのが課題です。 

嚥下機能の評価出来る人の定期的な訪問のもとで、取り組みが出来ることになれば、多くの施設で行

われると思います。又、ST養成校（PT、OTも同様）が各都道府県に増えていくことが望まれます。 

経口維持・移行への加算よりも、低栄養状態改善に対する加算を創設してほしい。（あと１品提供や

栄養補助食品代に使える） 

療養食加算と経口維持加算が同時に算定できない。 

算定条件が厳しい。 

180日間という期間をはずす。（特養では、180日で改善は無い。食べられなくなるまで、永久的に経

口維持の援助は続く） 

職員の配置基準を増やす。実際に介護施設で働く専門職の人数を増やす。算定条件を緩和し、人材不

足の現場でも算定しやすくする。 

算定がとりやすい制度としてほしい。 

90～100歳前後の方のリスク判断がむずかしい。 

臨床心理士さんの協力が得られると有難いです。 

施設内でできる機能評価の提案や算定要件の緩和等を検討してほしい。 

また、算定時の評価のための様式なども案として示してほしい。 

算定の単位数のアップ。 

・言語聴覚士の配置 

・歯科医師による健診 

  ↓ 

必須条件とする。 

専門的な人材の育成が必要 

医師の理解、算定条件の周知（関連職種、医事課） 

摂食・嚥下認定看護師を増やす。 

歯科治療、歯周病対策、口腔ケア 

経口維持・経口移行に対しての詳細な点数フォローがほしい。取り組みには根気を持って継続的かか

わりが必要であるが、食事面で手がかかってしまう割に食事面での点数フォローがないので、質的ア

ップに取り組めない又は持ち出しが多い。（通常の方よりコスト高となる） 

算定条件を満たす為に書類が増えてしまうので、ケアプラン等現行の書類ですむようにしてほしい。 

介護・看護・栄養の連携が必要で、なおかつ家族の理解と協力が必要で、他業務もあり、取り組みを

進める業に比べ単位数が低い事や、嚥下機能の評価が難かしい事、嚥下状態が悪い方についての取り

組みでリスクを伴う事により取り組みが進まない。 
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VE/VFでなくとも、水飲みテストでさえできない環境で、特養の人員配置基準では今後も取得は厳し

いのではと思う。栄養マネジメント加算は取得しているが、VE/VF、水飲みテスト等の検査、評価の

項目がネックになっていると感じる。 

基準の緩和、報酬単価の検討 

加算算定のための必要書類の簡素化、他の加算とのだぶりがないこと。 

以前は経口維持加算や経口移行加算の取り組みをしていたが、制度面（180日越え等）で取りにくく

中止している。尚、日常のケアにおいては、経口維持や経口移行の内容を含んだ支援をしている。 

・書類の簡易化 

・加算単位の増加 

VE/VFを実施するには受診が必要であるが、他業務があり、そこまでの時間を確保する事が困難であ

る。 

経口維持加算Ⅰ…VF・VEを実施しなくても、他の評価でも算定可能になるようにして頂きたいです。

病院併設などの老健でないと、実質的に難しいです。 

経口維持加算Ⅱ…書類・評価などやるべきことは多い割に算定単位が低いです。せめて使用している

とろみ剤がまかなえる程度の単位数にして頂きたいです。 

専門職配置への加算 

算定条件や算定数について見直してほしい。QOLを満たす為には最期まで口からおいしく食べる為の

支援は必須であるが、算定数が低い為、他部署に協力を求めにくい。管理栄養士の業務が多忙になっ

ている。 

医師はいるが、診療所なのでVE/VF等の機械が無い。又、大きい病院（VE/VFができる）に行くには１

時間程かかり、利用者さんの体調等を考慮するとむずかしい。 

VE/VFの実施要件の緩和 

摂食等に関する研修。知識の統一化。 

費用面について 

食の嗜好が進む中で、食費に限界があります。口から飲みこんでもらわなければ栄養になりません。

そのために、施設では負担できない分、ご家族様に協力してもらう必要があります。しかしそれも無

理だと、提供する物に限界がきて低栄養になることも考えられます。 

言語聴覚士を施設に配置できる環境が必要。 

算定開始から180日しか加算取れないのは、どうか？ 

栄養とネーミングが付いていると軽く扱われる。機能訓練の一環としても取上げるような制度にして

ほしい。 

療養食加算と経口維持加算は目的が別なので、両方同時に算定可能にして欲しい。 

施設では、VFやVEの検査は病院受診をしないと無理ですが、利用者への負担や職員の体制等で困難で

す。水飲みテスト等にしても、医師や専門職の指導が得られなければ、やはり困難です。たとえ実施

したとしても、その後必要な書類を作成するには作業量が多く、人員を増やせる程の収入には結びつ

きません。書類の簡素化や加算点数のアップが必要だと思います。 

加算点数の引き上げ。 

STがいない場合、誰が摂食・嚥下機能を評価するのかが問題です。摂食・嚥下について系統だてて学

ぶ場所がない。栄養士がこうした加算を算定することになっているが、栄養士会が主導して学びの場

を与えてくれるわけでもない。日本摂食・嚥下リハビリテーション学会で認定士になる道もあるが、

最低３年以上学んで経験を積むことが必要で、さらにe-ラーニング中心で試験もあり、ハードルが高

い。また、栄養士が常勤１人の為、時間がない。 

（経口維持加算について） 

加算をとるために、VFの使用は、病院へ行かなくてはならないのは大変である。水飲みテストは、テ

ストといえど、危険であることが事前にわかっている事なので、ためすことはできない。 

・医師の指示や書類作成が検査と一体化して簡便な事。 

・労力に見合った加算であること。 

特養は医療との連携難しく、又、専門職も限られているため、気持ちがあっても家族へ説明、納得し

て頂くのは困難。又、検査のために通院をするのは家族も喜ばれない。 

経口維持加算が180日を超えた場合、２週間毎の医師の指示は難しい。 
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算定期間を180日と決めず、生きているかぎり算定可能にしてほしい。特養では完了ということは考

えにくく、状態が良くなったり悪くなったり、また医療機関への入院もあるため、期間を区切られる

と算定は難かしい。 

加算に関する分り易い研修会の開催（監査をクリアする為の最低必須事項の解説。理想論に終始しな

い内容でお願いしたい。） 

経口維持加算Ⅱの算定の単位を増やしてほしいです。 

・水飲みテストの誤嚥リスクを考えると、利用者様の身体負担になる。 

・書類などの作業量に対する単位数の低さ。VF検査の施設負担。 

算定条件が複雑で、記録に残すものが多すぎるので簡素化できないか？ 

加算点を高くしてもらいたい。 

加算点数をあげる。 

経口維持加算の点数が低い。（多職種での取組である以上、見合った評価を希望する） 

算定加算up 

管理栄養士の配置人数が不足している。 

算定の単位数をupすれば、随分と進むのではないでしょうか。 

ただし、その場合は、例えばVF/VEをしている施設は加算がつくとかの質の確保があると良いと思い

ます。 

条件が厳しく、算定がしにくいと思う。 

・栄養士だけではなくSTなど専門職の連携が不可欠と考えます。そのためにも加算の報酬などの改善

が必要と思います。（専門職をしっかりと雇用できるように） 

・研修の地方開催 

マネジメント加算で必要な書類が多すぎ。アセスメント・モニタリング時期の頻度も高リスク１回／

２週間、中リスク１回／１ヵ月と多いので、利用者さんを見るよりも書類整理で業務が進まない。も

う少し頻度は少なくて良いと思う。 

経口維持加算Ⅰについては、特養においてはVFの設備等なく、また専門の職員もいないのでむずかし

い。Ⅱについては単位数が少ない。加算をとるためには書類の整備等が大変である。 

経口移行加算・維持加算を算定するにあたり、必要に帳票、どこまでととのえておくべきかわかりに

くく、多くのものをそろえておくために帳票作成に時間がかかるため、多くを算定しづらいので、帳

票の必要充分な書式の例があると助かります。 

180日の制限、療養食加算との同時算定 

新しく加算を取る準備・内容項目の記載を理解するのが難しい。やってみて初めて分かる事が多々あ

ります。もう少し算定条件の内容が分かりやすい物であればいいと業務をやっていて思います。 

VE・VFを使って嚥下評価してくれる流れ、どうしても受診には人手が不足してしまい、継続的な評価

が出来ない。 

過去に移行を行なったが、記録、Dr.指示等、とても大変でした。 

特養でも可能な検査・評価法への検討 

算定の単位数のアップ 

胃ろう造設者が現在いないので何ともいえませんが、制度的には本人や家族のためにはよいと思う。

ただし多職種の協力と理解が必要であり、経口移行加算自体をしらない人も多いと思う。 

リスクの割に加算が低い→加算のアップ 

専門職に報酬が支払える程度の介護報酬にならないと、施設で経口への取組が一般的になるのは難し

い。 

現状の管理栄養士の配置基準は１施設に１名以上配置となっているが、定員60名でも100名でも１名

であれば仕事の負担は大きく異なり、介護度の高い人が増えてくれば、その事務量も大きな負担とな

っている。より細やかに対応するには、今の基準では不十分だと思われる。 

経口維持や経口移行への取り組みは行っているが、加算をとるためにかかる労力に比べ、算定でとれ

る単位数にギャップを感じる。そのため、対象者が少人数の場合、体制を整えるための労費を考える

と、なかなか算定までに至らない。もう少し取り組みを積極的にできるような配慮が必要と感じる。 

専門職の指導や体制づくりが必要であるが、加算点数が低いため見合わない。 

経口移行加算を行った例が一件あり、胃ろうから全面経口摂取へと約一年かけ移行した。 

加算の算定は180日となっているが、実際はもっと長期間の取組になった。 

算定の期間を180日以降も長くできるよう条件を検討していただきたい。 
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経口移行加算について、お一人につき一入所一回までの算定と規定されていますが、一度中止しても、

状態により再度経口摂取できる場合もありますので、「一回までの算定」というのをなくせば、もっ

と取組が進むのではと思います。 

摂食・嚥下機能分野の専門医師の配置 

スクリーニングや検査、カンファレンス、書類の整備等、煩雑な作業の割に算定の単位数が少ない。 

特養入居者において、VE/VFを定期的に実施するのは困難だと感じる。 

・取り組みをするのに、経口移行や維持を開始する時の判断をするのに言語聴覚士にみてもらったり、

病院などで検査をしてもらうのが個人負担になっているので、家族には負担があるのではと思いま

す。 

・加算がはじまっても180日以内の期間に限るものとすれば、越えない人ばかりではないと思われる

ので、もう少し長い期間が必要と思います。 

条件整備（書類整備も含め）が多く、具体的にどこまで対応すれば加算が算定可能か不明確。 

・多職が関り、要する時間も少なくない。その反面、単位数が低すぎると感じる（特に経口維持Ⅱ）。

割に合わないと感じる施設も多いと思う。 

・栄養ケアに含まれており、他職種の関心が薄い。 

単位数が低い（特に経口維持加算Ⅱ）、算定期間の延長 

加算継続時における医師の指示を１ヵ月毎に変更 

経口移行加算を算定終了後、期間が空いても再度算定可能へ 

・制度を進めるために必要な条件を満たせられるようにするための支援や専門職の必置、研修会を開

催して頂きたい。（知識の共有やすべての職員のモチベーション向上のために） 

・加算の算定が出来やすい環境づくり、ネットワークづくり 

施設なので、なかなかVF・VE検査は実施できず、算定しにくい。 

経口移行加算にも（Ⅰ）、（Ⅱ）とあればよいと思う。 

・定期的な研修（栄養士だけでなく多職種を対象）を義務づけてはどうか。 

書面での通達のみでは浸透しにくい現状がある。 

・維持加算については取組を検討したいが、対象者が１割にも満たない少人数であったりすると、特

養において医師、歯科医師に評価・指示を依頼するには５単位／日の加算のためにご足労頂きにくい。 

嚥下機能評価（嚥下内視鏡、嚥下造影検査）において、協力していただける医療機関の確保。 

管理栄養士配置の人数が１名では、業務がありすぎておいつかない。書類的な事務が多すぎる。入所

者とふれ合う時間が年々へっていく。 

VE/VF（詳細な検査）は特別養護老人ホームではできない。 

単位数が低い。（経口維持） 

加算の点数がかなり低いように思います。 

特に経口に関しては、作業の手間がかかっている割に低すぎます。 

加算の見直し。 

・療養食加算との同時算定可能になるといい。 

・180日後業務の簡素化 

書類の簡略化、加算等の条件の緩和を望みます。書類の多さにご家族も対応しきれないでいます。 

歯科医師の協力があってできています。 

でも、どの歯科医師もできるわけではないので大変です。 

専門職の設置。 

施設ごとに制度を見直してほしい。（老健や特養など） 

言語聴覚士等の専門職が配置できるような介護報酬体系を整備すべきである。 

書類の簡素化が必要。 

・加算条件がきびしく、医療を併設していない施設は、対応する人員も必要だし 

・協力してくれる機能の整った病院がみつからない。 

専門職を採用できるだけの取組に対する報酬のアップが必要。 

算定にあたる条件・評価が困難である。 

もっと条件的に簡素化していかないと加算を取る条件に適合しない。 

明確な判定基準の周知 

算定加算の増加改正 

研修の開催。 
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経口維持加算について、どのような食事を提供していると算定できるのか、具体的になるので（きざ

み、ミキサーはじめ、ソフト食での提供が望ましいと遠回しの表現）栄養士には分かるが他の職種の

理解が得られません。ソフト食の提供が困難な場合、また固形物でムセなく、水分のみムセる方に対

して、とろみ剤では算定不可な面が少し気になるところです。 

特養には医師、歯科医師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等は常勤していないので、経口維持

の取り組みを行なっていくことは難しいように思う。 

・加算の単位類を上げる。 

・治療食加算のように摂食訓練食として算定できるようにする。（ミキサー食やソフト食、アップ食

を） 

生命にかかわる事であり、慎重に（消極的に）なってしまいます。経口維持することさえ毎食相当な

努力（知識・技術・時間etc.）が必要な方が増えています。もっと評価されても良いと思います。 

VF等の検査が出来ない為、判断が難しいことと、歯科医師には定期的に回診に来て頂いているが、歯

科衛生士がいない為、月１回以上の指導はうけられない。職員によるスクリーニングについても、充

分に理解した上で行われていないこと等。 

経口維持に関しては、180日超過してからの条件が少し厳しいかと思います。摂取に関してとても難

しいかたが多い中で、継続の条件の巾を広げてほしいです。 

施設（老健）入所中は検査を行うことが難しい。入所中、病院受診し検査を行った場合、保険請求で

きる範囲、施設負担額がどのくらいになるのか不明で、取り組みが難しい。 

言語聴覚士の配置が可能となる様、行政からの支援が必要と考える。 

経口維持や経口移行をとりくむにあたって、リハスタッフ、特にSTの人員が必置ではないのが、とて

もむずかしいと思う。食事の形態などの調整は管理栄養士が行いますが、訓練などはやはりSTにして

もらいたい。また、水飲み検査で維持２が算定できますが、あきらかに水では誤嚥するので、検査さ

えできなければ、いくらトロミ食などの対応を行っても、維持２の算定ができないのは、とても残念

です。 

・歯科衛生士、栄養士の配置を見直していただきたい。 

・STを配置する。 

現在、食事が摂れなくなり、胃ろうになるご入居者様が増え、経口移行へ取り組めない現状がありま

す。専門職の配置を義務づける必要があるのではないでしょうか。 

セミナーや研修会の開催をしてほしい。 

・加算があることで取り組みに対してモチベーションがあがる。 

・加算の期間をもう少し伸ばすことができたら、取り組みやすくなる。 

医療との連携が図りやすい制度の構築。 

経口移行に対しての判断基準が難しく、近くに専門的な病院のない地域では、移行にあたり不安が残

ってしまう。 

経口維持加算Ⅱを算定したいが、療養食加算をされている利用者なので同時加算が出来ない、ので同

時算定されると良いなと思う。 

①加算の内容から考えてのことだとは思うが、療養食加算と同時に加算をすることは出来ない。これ

が最大のⅡの加算が進まない理由。当施設でも対象者は、〇〇人居ても療養食の加算が５倍以上高い

ため、こちらは優先することになる。よく意味を理解していただき、改善の働きかけをして下さい!! 

②栄養ケア計画書にプランを入れることは取り組みが進む条件だが、看護職やリハビリ職への係わり

をもう少し明確に制度上、明記する。 

③加算取得のための帳票類の書式を配布する。 

VEやVF実施時の料金補助。 

言語聴覚士の配置に対する加算。 

専門職の不足 

歯科医師・歯科衛生士の確保 

経口維持加算Ⅰを算定するためにはVE/VFの実施が必要で、利用者の体への負担が大きく、経費と人

手も多くかかります。 

経口摂取維持への取り組みをするための手段の実際は加算ⅠでもⅡでも同様です。加算Ⅰの条件の変

更と加算Ⅱの点数を上げていただけると取り組む施設も増えていくと思います。 

・取組の為の指導や勉強会の実施。 

・関係施設、病院との横の連携づくりの支援。 
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制度的に求められる書類の簡素化、書式雛型の提示を求めます。 

加算料がもう少し上がる。 

取組に見合う加算の評価。 

歯科医師の協力 

平成17年～平成20年まで経口維持Ⅱを取得していた。定期的な評価として看護師が水のみテスト等を

担当していたが、実施できず。実施指導で、しっかり指摘され改善するよう指導有り。又、180日以

上算定するにあたり、嚥下をよくする為のリハビリの取り組みがプランにないなど厳しい指導があっ

た。上司に報告すると、５／日単位は、そんなに重要な加算か？労力の割には安い！といわれた。経

営者からみても、現場の労力考えても安いと思う。 

近隣に依頼できる病院（専門職）ができる。 

経口維持加算の対象者となる方が180日で嚥下機能が改善するとは思えず、その後、取り組みを行う

場合に２週間毎に水のみテストを実施することは困難。 

・施設として取り組まないとできないので、施設長及び他職種（特に看護・介護・給食委託業者）に

も呼びかけてほしい。 

・加算がもらえるが、必要な書類や、やり方がわかりにくいので、わかりやすくしてほしい。 

書類を簡素化し、算定点数があがればよいと思います。 

経口摂取を継続するために、姿勢や食事内容（個別）、介助等、書類も含めたくさんしないといけな

いが点数が低い。180日超えの概ね１ヶ月の検査は利用者の負担を考えると短かすぎる。３ヶ月程度

でも良いのではないか。 

嚥下障害があり、加算のために検査をするのは矛盾を感じている。特にVE/VFをしなければ加算対象

にならないのは、本人にとって負担でしかないと考えています。 

算定条件をわかりやすくしてほしい。（具体例） 

算定要件を単純にし、又、点数を上げる。 

算定要件（テスト・検査・対象者のレベル（基準）等）及び実施記録等、記載書類の定形化。 

職員の安定した確保 

言語療法士等の嚥下機能評価する人材がいない。 

多職種が経口維持、経口移行へ取り組むために知識を高める研修等を行う。 

歯科医の受診 

ご利用者様とじっくりと向きあえる時間が少ない。人員配置の改善。 

経口維持、特にⅡについては１日５単位。トロミ剤だけでも１日の食事で多い方で40g強。現在使用

中のトロミ剤は１g 2.8円。単純計算でも１日トロミ剤のみで￥113使用している。その他、食事中

の座位保持、形態とさまざまなケアの統一を図っており、やはり算定単位が低いのではないかと考え

ます。 

VE/VF検査費用の負担 

取組が大変（多くの職種との連携が必要）にも関わらず、単位数が少ない。 

・胃ろう造設のマイナス面よりも、プラス面をもっと制度化すること。 

・経口移行算定条件の緩和、加算点数を増やすこと。 

・算定期間の延長（施設入所されている方は短期間での改善は難しく、維持していくことが難しいケ

ースが多い） 

・他業務の簡略化（単位数に対して必要とされる書類が煩雑である。推奨される形式を呈示してほし

い） 

VE/VF検査などができる病院・施設が近郊になく、咀しゃく、嚥下状態の詳細確認そのものが困難。 

STの定期的な診察がえられること。（訪問してくれること） 

一度算定期間が切れたら、どんなに取組をしても再算定できないのは何故か？が、気になります。 

経口維持加算の算定に必要な書類を簡素化できたら良い。 

ケアプランやそれぞれの加算算定をするにあたり、必要な書類が似たような内容で重複してあった

り、きめこまかな記録がないと実施していないとみなされるので、書類に追われずにすむ方法がある

とよい。 

専門職の配置が必要と考える。 

医師が常勤でない為、算定期間180日を超えた場合、継続して算定する事が困難である。継続的に２

週間ごとの指示を受けるのは難しい。 

経口維持加算算定に伴う必要書類の参考書式が提示されると取り組みやすいです。 
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実際に取組んでいるが、帳票類が多く算定迄は至ってない。（帳票類の簡素化） 

・特別養護老人ホームにおいて、VF・VE、水飲みテスト含めて専門職（医師、言語療法士）の常勤配

置されておらず、外部の専門職との連携、加算の為に受診する事が難しい 

・報酬においても対象者のみの点数である為に報酬単価として、事務的な部分や受診等含めて採算性

が取れない 

・加算として請求した際に加算を満たすだけの事務処理を行う事が困難である 

 

また、経管栄養、吸引等の手技について、法的位置づけがなされた事から手技が可能な介護職の確保

が困難な状況になりつつある為に、胃瘻、吸引含めてリスクの高い利用者の受け入れ、入所の継続が

今後困難になる 

「食べる」という事は生活する上で一番大切な事だと考えるので、Dr.だけでなくNSや介護、栄養士

でも必要と認めた時は算定できると良いかとも思います（ある程度の基準を設けて）。人手と時間が

必要な為、もう少し高い点数を。 

特養では常勤の医師、言語聴覚士等が必要とされていない為、経口維持・経口移行の取組をしていく

のは難しい。 

算定単位数を上げるとともに、それに関わる直接のとりくみ以外の算定する為に必要な業務をなるべ

く減らす。 

経口維持加算等に関する算定条件の緩和 

VE/VFの検査および各種テストの実施は、認知症高齢者に対し負担も大きく、またその評価が難しい。

日々の日常的に自然と取り組んでいる姿勢が評価されれば良いと思う。 

・嚥下機能の評価が難しい。 

・書類上の基準が難しく、作成する為の手間がかかる。 

他業務が忙しいため、少しでも業務の負担軽くなると、他の栄養関連の取り組みができると思います。 

・180日の制限の緩和 

・摂取嚥下評価の体制化 

・療養食加算と経口維持・移行加算の同時算定 

算定の単位数の増加 

たん吸引研修の簡素化 

経口維持や口腔・摂食への取りくみの評価がもっと高くてよいと思う。 

常食化への取りくみへの評価 

経口維持・移行の取り組みは、多職種の関わりと連携が不可欠のため、H24.4月の改正で関連職種が

明記されたが、リハビリ職（PT・OT）の関わり、歯科衛生士の関わりも必要と思う。H24.4改正の「そ

の他の職種…」を医療職と具体的に明記し、加算の算定も多職種の関わる複合加算などの制度ができ

ると、より良いサービスが行えると思う。 

特養に言語聴覚士をおくことで安心して経口維持・経口移行が出来る。また、VF、VEの検査が特養で

は簡単にうけることが出来ないので、受けられる環境が必要。 

・算定要件の緩和 

・専門職の配置 

・経口維持加算（Ⅱ）については１日５単位と少なく、算定する際の業務量と比較するとモチベーシ

ョンが上がらない。 

・(Ⅰ)に関しては検査の規模が大きく、利用者の負担も大きい。 

全体的な加算点数のアップ、専門職配置加算等の設置。 

専門職の確保 

歯科医他、協力してくださる方々が協力しやすい制度づくりをお願いします。 

・歯科医師、せめて歯科衛生士を非常勤でもいいので必置にする。 

・加算の単位をもう少し大きくする。利益性がないと管理者が動いてくれない。 

・単位数の増加 

・必ずVF検査が必要なのか。 

・経管栄養の対象となった利用者様の専門機関による定期的な嚥下評価を義務化して、経口移行を行

う取り組みが必要ではないか。（特に特養において） 

経口維持や経口移行への仕組みをもっとシンプルにしてほしいと思います。（180日の期間や毎月の

Dr.の指示、家族の同意（これは仕方ないと思う））などやりにくさを感じる。また対応が遅れる。 
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STなどの専門職の配置ができる体制を作っていただきたい。 

経口移行については、命と直結する問題であり、不安が大きい。 

医師・歯科医師等のつながりがない状況である（医師会等と連携が取れるような場があれば良いと思

われる）。 

経口維持Ⅱは、調理の工夫によって加算が算定されることをもっと理解できると良いと思います。 

書類などの決った書式があると取り組みやすい。 

180日以降の医師の指示書も２週ごとだったり１週ごとだったり、手間がかかる。わかりづらい。 

算定の基準もわかりづらい。 

現在対象者がいないが、制度上算定となると、非常勤の医師、他の歯科医師に併せて栄養士、看護師

が共同して取組めるかが疑問である。加えて180日ルールがあり、算定上厳しい制度であると考える。 

・専門職の配置が望まれる。 

・看護師・栄養士だけでは取組に限度があり、職員の意識向上も難しい。 

・専門職（看護師・栄養士以外の）の配置基準や予算があればと思う。 

・算定要件が制度改定を重ねるごとに複雑になる。 

・医療との連携もスムーズに行かない。 

・通常業務が激務の中、算定単位と仕事量アップを天秤にかけると取組出来ない（勿論入所者にはし

てあげたい気持ちは一杯です）。 

歯科衛生士、STなどを雇用すると加算がとれる制度にする。 

経口維持加算Ⅱの点数をもう少しあげた方が良いと思います。 

STが配置できるような加算体制の整備。 

医師の配置 

加算単位の向上 

特養でもリハビリテーションが行えるよう、専門職の雇用を促進できるように支援してほしい。 

・経口維持加算Ⅱの加算点数をもっとあげていただきたい（ゼリー剤費用分にも足りない。） 

・継続した対応をしなければ誤嚥をおこしかねない方々ばかり。180日を超えた場合の２週ごとの確

認は業務の負担になるばかりです。改善してほしい。 

算定後180日経過後も、継続した取り組みを必要とする方に対して、サービスを提供しやすいよう条

件の緩和。 

療養食加算と経口維持・移行加算が同時算定できるようになると（制度面）、経口維持・移行加算の

取組が強化されると毎日思っています。 

定期的な研修会等 

180日を超えた時の継続基準の見直しをして欲しい。 

現在は、経口維持加算の取組の流れが出来ている為、あまり苦に感じることはありませんが、やはり

算定の単位数が低いことは、算定を開始する時に、取り組みを行っていても、手間等を考慮すると、

算定することを悩んだ事もありました。 

・経口維持加算（Ⅱ）については、嚥下機能の評価はできるが単位数が少ない。もう少し単位数の見

直しなどがあれば取り組みたいと思う。 

・180日という期間制限を緩和してほしい。 

歯科衛生士を確保したいが、加算単位が低く赤字が考えられる。 

算定単位数が少ない。 

・加算なので条件が厳しいのは当然だとは思うが、維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）の単位数の差が大きい。（特

養ではVF/VE検査の実施は難しいことが大きい） 

・特養でもST配置の条件を作って欲しい。（嚥下の専門家の必要性は感じることが多い） 

胃瘻から経口摂取へ取り組む際に、１日に１食は摂取可能だが３食は無理な場合が多く、算定できな

い。 

又、なるべく経口摂取を続ける事を目的に、１時間以上かけて介助するが（吸引などを行いながら）、

評価・算定ができない。 

・加算による施設収入の増加（現行では少ないと思われる）。 

・加算手続に伴う事務処理等が多い割に収益が少ない。 

継続した評価を行う為の専門職の配置が必要 

・経口維持や経口移行への仕組みをもっとシンプルにしてはと思います。180日の期間、Dr.の指示、

家族への同意（これは仕方ないと思うが）などやりにくさを感じる印象を与え、対応が遅れる。 
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・N's、ST等の専従者が必要!?では… 

算定単位数を増やす。 

算定単位数のup 

併設病院からの理解が得られず、180日以降の算定継続が非常に困難である。 

また、経口維持加算Ⅱの単位数があまりに低すぎると思います。 

進めるには、STが一番いいと思うので採用したいが、PT、OTと同じような給与水準で考えると、経口

関係の加算では割に合わない。点数が低い。 

実施のリスク、評価、テスト、検査、書類等々必要で、現状での算定は困難。５単位であれば算定し

ないで、今できる取組で続けたい。 

経口維持加算Ⅰの造影撮影、内視鏡検査を行うには病院などの設備の整ったところでなくては無理で

あり、施設での加算はⅡに限られてくるのでは。病院より施設に来られる際、経口維持のためのゾル・

ゲル剤使用者があるが、あらかじめ造影撮影、内視鏡検査を必ず行ってもらい、医師指示書があれば

経口維持加算Ⅰを引き続き施設でも取れるような制度になっているとよい。 

・VE・VF等、もう少し手軽に実施できるような医療制度との連携体制を作ってほしい。 

・毎日の食事の中で明らかに嚥下機能の低下がはっきりしている人に対してのテストは不用。 

経口移行加算・経口維持加算（Ⅰ）についての基準が厳しいため、継続的な実施が難しい。 

利用者が安全に経口摂取ができ、それがいつまでもできるように日々取り組んでいますが、誤嚥防止

用のトロミ剤等の経費が月に８～９万円かかっているにも関わらず、加算がないので、制度面からの

支援があればと思います。 

加算の単位数が低く、内容に見あっていない。 

経口移行・維持加算の研修会などを開いて欲しい。→（は、お金がかかるので行わない、との施政方

針あり）のため、積極的に取り組めない。 

患者や家族に、喪失した機能を取り戻せる可能性があることを医療関係者や地域密着型栄養サポート

チーム等を作り働きかけてほしい。 

職員配置の強化。 

職員配置の強化。 

当施設利用者で経口維持Ⅱの加算対象の方は多く、実際対応中の方もいますが、１日に５単位しかと

れず、書類作成等の業務量と比較して負担が大きい為、現在は加算をとっていません。 

書類面での簡素化が計れれば利用者と関わる時間がより多く取れる。 

VE検査を気軽に受けられる体制（保健所等で簡単に受けられるようになる等）。経口維持が出来る為

には…といった家族向けのパンフレット作成。 

経口移行Ⅰの算定加算をあげて欲しいです。 

専門職の配置 

・嚥下機能検査、判断が随時できる体制 

・経口維持の必要性を家族周知及び利用者への結びつき、強化 

都会では各職種がそろうため問題ないのかもしれないが、地方では必ずその職種がいる訳ではないの

で、代用的な資格制度が必要と思う。施設の経営の点からも、STの配置基準を設けるより、やる気が

ある、すでに勤務している者に託しても良いのではないかと思う。（１人職場のため、新卒者では教

える者もなく、力量不足です） 

VE/VF検査の必須が難しい。（加算以上にお金がかかる） 

経口維持加算Ⅱは点数がひくすぎて、実施にならない。（５点で、書類作成がふえて、業務がさらに

忙しくなるのなら、加算をとらず、ちがった形で実施をした方がよい） 

療養食加算を算定していると経口維持が算定できないところ。どちらも特別な栄養管理が必要。どち

らも算定できるのであれば、より適切な管理ができるのではないか、と思います。経営面からすると

単位数でどちらにするか決めるのが正直なところ。 

経口維持加算Ⅰに関しては、近くにVFが検査できる病院があり、すぐに行ける環境にないと難しいと

思います。180日間は入院中に検査したら加算がとれますが、それ以降の継続が難しいです。 

STの必置義務または体制加算があると、もっと細かな個々人に合ったケアが可能になると思う。口腔

に関する専門家が必要。 

経口摂取できるように専門職員や介護職員（パートも含め）研修を積極的に行ってほしいです。 

実施するにあたり、VE・VF検査が容易に行える連携先の確保。 
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経口維持加算実施のため、準備段階からマネジメントに至るまで労力がかかるが、５単位と少ないの

でもう少し点数を上げていただき、さらに取り組みを進めていきたい。 

言語聴覚士の配置の義務化及び、それに対する加算（補助支援）。 

施設基準、人員配置の緩和 

書類整備の方法 

加算：評価に対して加算費 

特別養護老人ホームへのリハビリスタッフの配置→口腔に限らずリハビリ希望ある方多い。 

算定条件の簡易化 

高齢者にとって算定期間（原則180日）というのは短いと感じます。介護保険下では当院のように医

師、言語聴覚士が揃っている施設ばかりではない為、モニタリングやスクリーニング等の様式（例）

等があれば、より取り組みが拡がっていくように思います。 

専門的な検査がどのくらいの頻度で必要なのか、本人の希望と家族の希望を理解し整合性をとってい

く事。 

他業務の効率化をはかり、栄養ケアマネジメントに専念できる時間をもっとふやす必要性がある。管

理栄養士の配置を複数にしてほしい。 

口腔機能維持を目的とした介入に対しても算定できるのであれば、もっと取組が進むと思う。当施設

は重度の（寝たきり状態＋経管栄養）方が多い。 

栄養ケアマネジメント専任の管理栄養士を配置する規定が必要と感じます。 

歯科医師の制度の熟知 

口腔機能維持管理加算をいただく上での指示書がスムーズにいただける仕組み作り、指示書の様式の

案 

ST必置用件。 

加算が少ない。実際には取り組んでいるが、条件に添った事ができていないため算定できていない。 

・経口維持に関しては算定対象者の明確な基準がないため、対象となるかの判断が難しい。 

・また様式も定まっていないため、加算にあたり不満がないかが不安である。また簡潔に記載出来る

書式があると実施しやすい。 

VF/VEを行える施設への連携を支援する制度 

・言語聴覚士の配置を検討できる人件費換算の単位数 

・医療機関併設でない施設でのVE・VF検査実施加算 

・適当でない取組への減算 

・維持加算（Ⅰ）VE・VFの条件緩和、保険料負担の改正 

・経口移行加算（180日以降の見直し内容について）、２週間毎に見直す点について、もう少し長期

間に設定希望 

・書類の簡素化 

・誤嚥の機能のみではなく、摂食機能障害や認知症による摂食障害も含めてほしい。 

算定の単位数の引き上げ。 

VE/VFを取り扱っている医師（歯科）、病院の普及 

療養食加算とは重複して算定できないため、取り組みを実際に行っていても算定できていないケース

が割とある。 

人材確保と知識の共通理解をする為の研修 

カンファレンスをするための時間や人材の確保が難しい。特に小規模の施設では、ぎりぎりの人数で

業務を行っているので、小さい施設での予算が問題である。 

療養食加算と両方可能にして欲しい。 

STの設置義務 

加算のための書類物を整備する。 

算定単位数が低い。 

施設では検査ができない。 

言語聴覚士、歯科衛生士etc. 専門職がいると良いと感じる。 

施設に配置必須となれば良い。 

・栄養士１人あたりの栄養ケアマネジメントの人数制限が50人に１人あて位になるとよい。 

・言語聴覚士の配置。 
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スクリーニングや検査、毎日の観察経過などの業務が多いが、算定の単位数が低く、経口維持Ⅱなど

はなかなか進んでいかない。 

介護職員が少なくなっており、栄養士の介護現場への協力も多くなっています。業務におわれ、新た

なことに挑戦しにくくなっているのが現状です。 

口から食べることを意識し、支援するための栄養ケアマネジメントになるとよい。 

言語聴覚士など、専門職の協力が得られる連携体制があるとよい。 

栄養士・看護師の配置数が少ないと考えます。 

特養では、経口摂取ができなくなる方の傾向として、「看取りのステージに入った」「嚥下困難が重

症化して経口摂取を続ける事ができなくなった」→重症化になるまで、毎日の関わりが経口維持の為

の取組です（180日を越える）。 

経口摂取維持のケアを続ける方には「180日」「２週間毎」を無くして加算をつけてほしい。 

施設への働きかけ。 

経口移行加算を算定しにくいのは、本人の意欲にあわせて移行となると長期間になる。期間が決めら

れていると算定しにくい。 

加算のための手続き、書類（評価含）の業務量に対して、加算額は低いように思います。STなど専門

の人がつけられる程の収入面での支援はして頂くとよいと思います。 

算定基準の緩和 

VE/VFをする為に他科受診の必要性があり又、協力してくださる病院が遠方で、入所者の体調面及び

施設負担の費用等が制度で緩和されてくれたらと思います。 

入所者に負担をかけないスクリーニングテスト。 

経口維持加算Ⅰが、VE/VFを実施することができないため、算定できない。施設では、経口維持加算

Ⅰの対象者であるが、それなりの対応をしているが、経口維持加算Ⅱの算定である。 

経口維持・移行の期限（180日間）という数字はどこから出てきたのか…不思議です。特に経口維持

は一生涯のもののように感じますが…。 

書類の簡素化（加算条件等） 

介護報酬 

・特別な食事形態に対する加算。 

・個人対応食に対する加算。 

経口維持加算Ⅱは必要最低限そろえておかないといけない書類が多いわりに点数が低いので、なかな

か継続していくのが難しいと思う。もう少し点数が高くなると取りやすくなると思う。 

・必要書類の簡素化 

・算定単位数アップ 

VE/VFを行うことによる本人の負担を考えてしまう。 

→算定はしていないが、取り組んでいる。 

・STの配置を施設基準としていただきたい。 

・脳外科等の医師の配属、又はコンサルタント受けられる環境 

・保険点数面における評価を支援していただきたい。 

・必要な書類の様式例を示していただきたい。 

・180日を超えた場合、介護保険課に問い合わせたところ、１回／月のVE/VFが必要とのことで、それ

は御利用者様の身体的負担が大きすぎると思われる。もう少し取り組みやすい制度にしていただきた

い。 

・嚥下困難者にはトロミをつける。またソフト食を導入している。 

・調理上、時間、手間がかかるが、加算単位が少なすぎる。 

療養食対象者でも、加算の対象としてほしい。 

・書類整備で手一杯になりがちであり、実際のケアでの評価が低いため、算定しやすいようにして頂

きたい。 

・経口維持等にて一人ひとりに合わせたソフト食の導入 

特養ですと、職員か機能訓練指導員しかおりません。できればOTの方がいらっしゃると、もっとスム

ーズに取組ができるのではないかと思います。 

経口維持加算の点数が少ない。施設からも点数に見合った労力がないので、やらなくてもいいと言わ

れたことがあります。かえって、書類のミスで減算になったりしたら大変なので。 



 

 114 

口腔機能維持管理を加算する際の検査・テストは、利用者様への負担が不安で、できない。日々の生

活の中で、「あれ？この人、飲みこめる？」というシーンを見つけ、今は、より食事らしいものを提

供できるよう、職員が一丸となっている。どうしても、テストは必要でしょうか？ 

・栄養状態や嚥下機能など、各評価の簡略化。 

・取組むための作業において、省力化をはかることができるシステムづくり（例：必要帳票を減らす

など） 

・高齢者施設における常勤栄養士の配置基準の見直し（一人では業務が多すぎやりきれない） 

経口維持・経口移行の書式を簡素化していただきたい。 

加算を取る為の指導が出来てないと思います。 

取る為の必要な書類やしくみなど、もっとしっかり作っていただきたいです。 

専門職の配置 

指標（指針）に記入されている文章が理解しにくいため、具体的に書いていただくとありがたいです。 

経口維持Ⅱは、加算がもう少し高い事を希望します。 

受診が必要となると人員、費用の面で難かしい。 

特別な栄養管理を行うのに必要な費用の給付。 

トロミ剤、ゲル化剤、ゼリー形態の補助食品等。 

手軽に検査が受けられる体制（歯科医師などが往診で内視鏡で判定する） 

歯科医師や歯科衛生士が訪問できる時間が限られ、介護職員への指導等の必要な時間の確保が難し

い。また、口腔ケアマネジメント計画作成等、事務的にも煩雑で対応が難しい。口腔ケア（３回／日）

の実践だけでも、ケア人員数とケア時間が足りない現状。 

行う為には、制度を必ず行わなければならない事と位置づけした方が良いと思います。加算の有無に

関わらず。 

行える様な職員を制度で決めてしまう等。（人数（職員の）や医師の設置義務等） 

VE/VF実施できる連携先が必要。 

研修等の実施。（加算を取る為の内容と実技） 

水飲みテストが必要の為、それを行ってもらえる機関がない。 

経口維持加算は２種類の加算コードがあり、ひとつはビデオレントゲン造影または内視鏡検査により

認められた方に対しての取組で原則180日間、28単位が算定単位となっている。もうひとつは、水の

みテスト等で確認した方を対象に算定単位５単位である。検査後の対応が両者まったく同じであって

も検査方法で算定単位が違っている。 

加算は、対応の方法や手間を基準に考えていただき検討していただきたい。 

計画書作成は栄養士のみの業務になっているので、職種による作業の分担が制度上で定められると、

多職種協同で取り組みやすくなると思う。又、点数の見直し、老健への言語聴覚士の常勤化がすすむ

と取り組みやすくなると思う。 

算定単位数の引き上げ 

条件内容の緩和 

施設全体が加算をとれるレベルに達していない。 

書類が多く大変であるため、簡素化して欲しい。 

食べる、かむ、のみこむことが「最後まで口から食べて」ということの理解と複数の（VF、VE）検査

が継続して取くんでいけないことへの弊害。医師が感心ない人もいる。すぐ胃ろう造設へと移行した

がるのも特徴かと思う。 

・書類が繁雑な為、加算をとるにいたらない。 

・スタッフが足りない。 

地域によっては看護師・介護職を雇用するのが難しいです。特に資格保有者であれば尚更です。しか

し、胃ろうはどの病院でも行い、退院させ、施設に入れるか在宅復帰させようとします。その中間施

設をもっと明確にすべきではないでしょうか？ 

危険に関する対策等、人員確保など（最低人員数など） 

経口維持加算Ⅰ、算定の条件が少し大変かと思います。VE・VFは必要な事であり、適切な食事の提供

の上では欠かせない事ではありますが、医療との十分な連携が必要となるため、双方に負担がかかっ

てしまう事も一つの要因ではないでしょうか。 

現在110人の栄養ケアマネジメントを１人で行っている状態です。管理栄養士１人に対して何人かの

目安を出してもらえると、もっと充実したマネジメントができると思います。 
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加算の条件をわかりやすくしてほしい。 

算定要件にもっと幅（具体的な）があるといいのでしょうか。食事は摂れなくても、補助飲料のみで

日常を送っていらっしゃる方が数名おられます。 

はずかしながら特養での経口移行には積極的でない気がします。 

多職種の連携 

経口維持を算定するための条件、誤嚥が認められるとありますが、VFなどから誤嚥のリスクが高いと

判定された時は算定できないのですか？ 

言語聴覚士や看護師などによる嚥下訓練の加算があるとよいと思います。 

取組を進めるためには加算が少ないと思います。各職種が多忙な中で実施するためには、専従のキー

パーソンが必要。（ST、NS、管理栄養士でしょうか） 

VE、VF検査が受けられるネットワーク。神経難病の方が自費というのも納得がいきません。 

加算をとる条件がむずかし過ぎる。 

書式（フォーマット）の整備 

病院・保健所などに気軽に相談できる部署があればよいと思う。 

第１に栄養士を管理栄養士にしなければならない。専門職がそろっていないです。 

特養では、医師が常駐しておらず、VE/VFなどの検査もむずかしく、STなどもいない為、嚥下状態の

評価がむずかしいと感じています。 

経口維持、移行についての取組が、もっと明確に手順等示されると、もっと進めやすいと思う。 

病院医師による安全保障、リスクが大きい事への対処方法の提示 

加算単位を増やしてほしい。人員の確保（人件費）、スタッフのモチベーションに大きく左右する。

栄養マネは合理化して当然…その上で基本報酬をup↑へ。 

H17年10月頃、一度経口移行で加算をとっていたが、なかなか嚥下造影に行くことができず、しだい

に中止となっていってしまった。 

経口維持加算の180日ルールは必要なのか?! 

単位が低い。 

口腔機能維持について、取組む時点で嚥下機能が低下している方がほとんどのため、180日の期限と

いうのは短かすぎ、向上する方少ない。超えた場合、医師による継続必要とみとめられれば（２Wご

とにDr.の指示必要）とあるが、なかなかむづかしい。 

経口維持・移行加算と療養食加算は同時に算定できないことが、取り組みにくくさせているように思

えます。 

もっとモチベーションの上がる報酬にしてもらえると良い。 

医師の指示が要るので医師業務をへらしてほしい。 

VEをしてくれる、例え別の歯科に委託していたとしても、その窓口が必要。 

加算の評価を高く。 

嚥下機能の評価等が難しいので、研修等を開いてほしい。 

水飲みテストでムセると誤嚥性肺炎になるのでは？という思いがある。聞きとり等でムセることがわ

かれば、もしくはHPなどからとろみ付の食事を出していれば、とろみをつけることはできる。 

VE・VFのできる医師。 

加算コストが低い 

介護職員（介護福祉士、看護師）の配置基準が３：１、管理栄養士１名の人員配置では、加算の単位

数が低い件、提出する書類が多すぎる。３ヶ月毎の見直しに要する事務的処理時間が多く、対応に困

難を期している。 

必要書類の明示（統一的なものがあると、できやすいのではないか） 

加算の金額が増えれば、他の施設も積極的に行うと思う。 

VF、VEの検査は大変である。 

特養ホームでも、必ず口腔機能維持するための専門職をおかなければならないというきまりを入れて

頂かないと、なかなか進まないと思います。（言語聴覚士、歯科衛生士など） 

個別サービス実施に当っては、身体、精神、性格、生活環境、経済状況までも関わる広い視点から取

り組む必要があると思います。多職種間、ご本人、ご家族との連携を取るための時間も午後が多いわ

りに加算点数が低いことが不満です。 

介護報酬での評価が高くなれば 
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取組を実施した記録（書類）等の簡素化 

180日経過後の見直しのサイクルの検討をお願いしたい 

必要な書類がもう少し簡略化されれば他の取り組みも行い易いのではないかと思います。 

病状の悪化による中止後に、再取組が出来る方への再算定の検討 

医師が、積極的に本人の意向に耳を傾けること。 

いつでも相談ができる機関がある事（専門的、できれば公的に考えてほしい） 

経口からの食事を維持するために、病院で確認しなければならない検査の手間があり、もっと簡便に

判断できる方法があるとよいと思う。 

なぜ必要か？ 必要な知識を身に付けていく。 

・経口移行加算と療養食加算の同時算定が可能になればよい。（経口維持加算） 

・あるいは摂食嚥下障害へ対応した食事への加算があればよい。 

・高齢者を対象としているため、嚥下状態“明らかに改善できた”ということは180日間では結果が

出にくい。 

・療養食加算との同時算定可能へ。 

対象者に対し、維持・移行が可能か否かを明確に判断出来る者を資格制度を用いて明らかにし、判断

する為の設備（機器）が高価であれば貸し出す（地域で共有する）事が出来ると良い。 

算定の単位数が低い（算定基準の割には） 

経口摂取の重要性は十分理解できるが、生命に関わるリスクも高い為、国からの保障面についても具

体的に打ち出してもらいたい。 

医療職（医師・看護師など）の人員配置基準の見直し及び、算定要件・書類などの検討。 

算定加算を上げてほしい。 

算定金額の増。 

算定単位が少ない。 

加算（Ⅱ）の方がとりやすいのは分かるが、水飲みテスト等評価が難しい。 

分かりずらい。→後に監査などで指摘を受けたりするのではないかと不安。 

加算点数のUP 

算定用件の緩和 

特養では、高齢者となっていき経口摂取が厳しくなって胃ろうになる方が殆どであり、そこから経口

に戻ることはかなり難しい。経口維持は算定したいが、単位数が低く、１ヵ月毎の同意・医師のサイ

ンなどが取り組みにくい。 

利用者の重度化がすすみ、嚥下テストでの判定が難しい。 

経口維持加算の点数が少な過ぎる。 

算定の単位数up 

必要書類の簡素化（全国統一のベース書式があればよい） 

協力医療機関と連携を図れるようにしてほしい。 

胃ろう造設とその後のVF検査や専門職との連携（アフタサポートの様なもの）を必ず同時に（造設を

行った病院で）行う制度などがあると、安心して取り組める気がする。 

加算よりも、介護報酬に内包して減算の方がいい。 

QOLの低下が進み、一人一人に関わる時間が多くなり、なかなか適切な支援が出来にくくなっている。

介護職員の増加、賃金の問題等が大きく関っていると思われる。 

維持加算Ⅱの５単位は、業務に対して低い数字であると感じる。 

Ⅰ、Ⅱでとり組みの内容にどれほどの差があるのかはわかりませんが、個別でのマッサージ、体操等

は、やはりやらないと成果につながらない事が多く、つながらなければ５単位と言えど、ご家族に負

担いただく事に申し訳なさを強く感じる。 

重複しますが、加算でご家族様より別料金をいただくとなると、それなりのバフォーマンスや成果を

出す事が必要と考えます。訓練により機能向上する可能性が少しでも考えられるなら、ⅠとかⅡとか

こだわっていられない。専門職として、できる事はやりたいと考えます。ただやはり制限がないとは

言えないのが現実です。 

単位数があがるとご家族様の負担もあがる事になるので、複雑な心境も反面ないとは言えません→せ

めてⅡがもう少し単位数上がってくれるとありがたいとも考えます。 
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対象者がわかりにくい。経口移行・維持の取り組みはチームで連携して行っているが、加算をとって

良い人が明確に理解できていない為、又、算定単位も低いので加算をとらず行っている。移行時は、

ST（言語聴覚士）がゼリーから徐々に移行しており、当院ではミキサー食が提供（１日１回）できた

所から加算をとっている。どこからとって良いか等、わかりにくい。 

・算定単位をあげる。 

・専門職をおいた場合、配置加算をつける。 

・加算単位数が手間がかかる割に少ない。 

・経口維持・移行ともに180日を超えた際の算定に関し、評価、同書等の手間がかかりすぎる。現状1

ヵ月→3ヶ月程にできないか。 

・算定単位数の増額 

・事務の簡素化 

算定の単位数を上げること！！また、栄養ケアマネジメント又はケアプランのモニタリングに含めて

も良くなる事。医者の指示による期間の見直し（継続の場合）。療養食の算定を行っていても算定が

出来る様にすること。 

サービスに対して加算を増やす。 

栄養ケアマネジメントのように必須になると取り入れやすい。どれくらいの施設が取り組んでいるか

公表して頂けると助かります。 

・STが常勤でなくてもかまわないが、いること。 

・VE/VFが実施できること。 

評価者多忙で嚥下への専門性を高める介護・看護職の研修やモチベーションを高める為のバイタリテ

ィがない。嚥下困難者への積極的取り組みに危険を伴い、時間もかかる為、加算費に割が合わない。 

経口維持加算のほとんどがⅡとなっている。必要とする書類等大変だが、単位数が低い。又、トロミ

剤、ゼラチンなど、施設が用意する為、これらの金額の方が高くなっている。 

経口維持加算Ⅰを算定する為に、VE、VFが必要。 

・安易な胃瘻造設をしない。←食べない＝胃瘻←すぐに胃瘻になってしまう。 

・たとえ胃瘻造設したとしても経口摂取できずQOLが低いままなら、胃瘻の中止も視野に入れるべき。 

経口維持は対象者の判定の区別がつけにくく、分かりにくい。 

加算対象の拡大（水分にトロミ付けが必要、という程度の方は多いが、その程度の障害は対象になら

ないと聞いている…。）又は、加算点数アップ、専門職種の確保。 

経口維持するためには日々機能が低下しケアも大変になっていきます。180日以内の算定ではなく、

経口摂取を行っている間、算定が出来る様になるとありがたいです。 

嚥下パスの取り入れ。 

・算定単位数の増加 

・専門職種の必置義務の制度化 

・算定条件の簡素化 

・関係書式の簡素化 

・経口摂取支援実施の経済効果等の検証 

点数のアップ 

・療養食加算は別に算定出来る様にして欲しい。VE等できない所は支援したくても出来ない人が多い

です。 

・記録の方法等、きちんとした凡例を出して欲しい。どの様に記録をすればよいのか本当に迷います。 

・あまり煩雑な記録が必要だと広がらないと思います。 

算定要件のハードルが高い。スタッフの判断である程度出来ると良いし、もっと取り組めると思う。 

職員の増員と技能の習得 

経口維持・経口移行加算において、医師の指示を概ね2週間毎に受けるものとすることとなっており、

常勤医師のいない特養では厳しい。また、STもいないので水のみテストやVE、VFを実施するにも難し

く、嚥下機能評価を的確に出来ない。 

・具体的に何をすべきか不明な点が多く、わかりにくい。 

・VE/VFをしたから、どう対応するべきか医師からの指示や協力がない。 

・加算が高い 

・書面や条件が簡素化される 
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経口維持算定について、VE/VFを行う家族への同意がとれない。家族の多くは医療的な事を望まず、

現状でいいとの思いが強いです。病院での検査は費用がかかること、また、加療に切りかわる思いが

強いのだと思います。例えば、栄養士や看護士に数時間の講習認定を実施し、認定後のNsや栄養士算

定が可能など、一定の基準が欲しいです。独学だけでは安全性レベルに不安が残ります。又、期間限

定であることが取り組みにくい要因にもなっています。 

専従の医師の普及率の低い特養への対応の検討（実施をしても、医師の理解や業務量増加に伴い継続

的評価・指示得られず、加算請求しても返還を生じてしまう）。 

言語聴覚士の配置があると専門職が増えて助かる。しかし、機能訓練の為の配置となると意味合いが

変わるので、言語聴覚士の配置を検討し、医師指示からのワンクッションの書類的なものをやって頂

く制度になったら、加算取りやすくなる気がするが。 

・VE/VFを十分にして頂く、頼む事が出来る病院の整備をお願いしたい（VFが本当は希望ですが…）。 

・水のみテストも算定しない理由のひとつです。 

歯科衛生士、歯科医が常勤ではなく、訪問も容易でない。 

医療保険と介護保険の同時利用が出来ない事。他機関で歯科往診を依頼している関係上算定出来ない

と思っている。 

 

（２）施設内で整備すべき条件 
色々と手を尽くしても、経口摂取が不可能となった時の最後の選択としての胃瘻が基本であると思い

ますので、経口移行への取組が出来る人はごく少数であると考えます。高齢者であれば尚更です。施

設内の整備条件で変わるものではないと思います。 

施設では嚥下食がない為、病院では嚥下食を食べていたが、施設では対応出来ないケースがある。 

カンファレンス等の定期的開催を行い、他部署との情報交換、今以上の連携・協力が必要だが、業務

的に現実困難な状況がある。 

嚥下・評価を確実に行える人材の育成。また必要性をスタッフが自覚できるような指導。 

関係職種間の連携 

多職種協働 

記録の仕方がもっと簡単になればよいと思う。 

医師との連携（嚥下チームを作る） 

嚥下機能の評価ができる体制をととのえること。造影検査ができる病院との連携など。 

多職種が協力し合える環境の整備 

組織作り、実施基準のマニュアル化、職員の知識のレベルアップ 

・嚥下機能評価・嚥下訓練の技術の習得 

・専門職の確保 

VE・VFがとれるような環境 

歯科衛生士の配置義務 

施設情報をオンラインにより共有化すること。 

他職種との更なる連携 

管理栄養士による計画策定する時間。歯科医師や医師が共同してもらえる体制。 

職員全員のスキルアップが必要 

管理栄養士の教育、医療機関でのVFの導入。 

多職種協同のチーム作り 

職員の配置。人員の確保。 

医療との連携、迅速に医師に連絡できる体制。 

他の書類作りが手間 

180日を超えてからの算定基準がそのままであれば専門職の人員は業務量を考えると増やさないとで

きないが、この加算だけでは人件費は捻出できず。 

・利用者・家族のニーズ（本当の意味で。） 

・スタッフの理解（介護に追われる日々では「追加の仕事」をやってもうまくいくわけがありません。

まずは介護現場の見直しを!! 

・職員の教育体制の整備。 

・質の高い支援・提供に見合った給与体制、人員設定の確立（制度面が整わないと困難） 
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血液検査が年に２回しかなく、栄養評価がしにくい。 

低栄養者に補助食品を提供したいと思うが、施設の決まりで自己負担のため、家族様に断られると提

供できない。 

専門職の配置 

職員・関係スタッフへの教育 

スタッフの知識向上。 

嚥下食の提供（状態に応じた形態が提供できる体制作り） 

施設内にSTの配置を整備すべき。 

各職種、他業務に忙しく、取り組みにくいところがあるように思われる。取り組むためのチーム（要

員）の決定が、必要と思われる。 

・専門職がほしい（ex.そしゃく、嚥下機能を評価できるDr.） 

・専門職が専門の業務ができる（STはPT業務をやっている） 

専門職の配置。 

嚥下機能のテストが行える医療機関との連携。 

１人の管理栄養士では業務量も多く、こまめに対応することはむずかしい。委託の給食会社の対応が

できない場合もある（朝食等）。 

経口移行に取りくむ体制、人員確保など。 

仕事量に対して加算が少ない。 

研修（実技を含め）を整備して欲しい。 

・経口維持加算のⅠについては協力していただける医師が必要であり、VF・VEの検査を受けられる環

境も必要となる。 

・経口維持加算Ⅱについてのガイドライン等の取り組みにともなう指針やエビデンスをしめしていた

だかなければ、リスクがともなうため難しい所もある。 

取組としては、胃瘻造設者で、飲み込みが問題ないと判断した方には、昼、おやつ等に経口摂取をす

すめている。多職種での検討も行えている。長く経口摂取できる方もいれば、途中で熱発、嚥下状態

の悪化により中止することも多い。高齢な方が多いので難しい。 

多職種連携体制 

専門的知識を持った職種を増やす。 

栄養士の配置人数を増やす。 

経口維持・経口移行の取りくみは施設としてやった方がよいと思う。が、小規模の特養なので必要最

低限の人員しかおらず、その業務に主としてかかわる職員がいない。介護員確保が優先され、それ以

外の職種の確保という考えは、コスト面から考えても現在の当施設ではとり入れてもらえないだろ

う。 

加算用件があいまいでわかりにくく、そのわりに点数が少ない。 

リスク管理、家族への説明をきちんとしていくことが必要。 

VF等の検査ができる病院などとの連携システムの構築 

・多職種協働の摂食・嚥下チームの立ち上げ。 

・水飲みテスト等の摂食・嚥下についての職員研修。 

経管から経口への家族からの希望はなく、医師も常勤でないため、なかなか取組むにはリスクが多い。 

経管になっている方で「食べたい」との希望や意志そつうのできる方は今までいなかった。本人が言

葉で意志を表現できれば経口への移行は可能だと思われますが…。 

専門職を含む体制作り（人員の確保・能力など） 

取組ができる体制づくりが必要だが、各々の業務で精一杯で、時間を取るのが難しい。すでにムース

食（ゼリー食）を提供し、嚥下障害のある利用者に対しては安全な食事が確立されているが、加算を

取るまでにはいたっていない。 

歯科医師の協力を得て、今後取り組んでいく予定です。 

言語聴覚士の確保 

医師、歯科医師との密接な関係、家族の理解、援助 

看護職、介護職の増員 

職員の歩並みがそろわない（職種により意見が違うので、調整する人が必要）。 

看護師が協力的でないのでへこたれてしまう。 

職員研修の充実、人材育成できる体制に。 
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スクーリング→検査→決定ができる専門職や機関があれば加算とれるが、実際胃ろうから経口移行し

た方もいるし、入所時に早い段階で経口しその後安定している方も何人かいる（胃ろう造設のまま使

用していない） 

入所者が急性疾患で入院した際、経管栄養を勧められるケースは多いのですが、家族の希望、施設の

「経管栄養の方を増やしたくない」という思いから、医師と相談し、入所者は、栄養改善のため経管

栄養を行うが、退院時に管を抜去し、施設で経口摂取を試みていく‥という方針で施設に受け入れる

ケースがあり、ほとんどのケースで成功しています。最近のケースで、「退院し施設で看取る」方針

の方が、今では食事を自力摂取しています。 

見識者からはきわめて危険な取組と指摘を受けるかと思いますが、嚥下評価などは日々の忙しさの中

で、面倒くささのため、看護・介護職員の長年の経験・技術のみで経口維持に取り組んでいます。 

検査で診断された飲み込み状態に合わせた食事を提供できる能力が必要です。 

職員への取り組みの理由、必要性などを勉強する時間がない。そのような機会をもうけにくい。 

経口維持加算適用のメリットを施設全体で周知する機会があればいい。 

各職種のスキルアップ、施設内での勉強会の開催 

確実に指導できる職員の養成。 

昼食時に時間は取れても朝食時の職員数や夕食時及びその後の業務（夜勤）を考えると時間を掛けて

の栄養摂取には難がある。食事の早出し対応はしているがそれでも限界がある。 

歯科医師、衛生士、ST等人件費を出せれる状態にない。（介護報酬面） 

・口腔ケアに対する職員教育（研修、勉強会等） 

・利用者、家族に対する口腔機能維持に対する理解等 

経口摂取を維持することは、現場の介護職員、看護職員の業務は年々増している。もう少し、取り組

んでいる施設には、介護職員の配置など適正なものにしてほしい。 

・人員確保 

・レベルアップ（介護力） 

取組内容について、全ての職員が理解をし、同じ方向を向いていかなければ進まない。他業務におわ

れている多職種にどう協力してもらえるかが課題。 

専門職の常駐が必要と思われるので、その法の整備をしてほしいです。 

関係職種の採用及び委託の場合の契約が必要になる。 

介護職の知識レベルのばらつきを是正する。看護職も過去の職歴(診療科目)によって、知識や実務能

力に差があるため、口腔・嚥下に対する研修の必要性。 

・加算取組に対する積極的な姿勢づくりをしていくこと。 

・利用者視線で必要なケアが加算につながるのであれば、それはそれで良い。 

 

業務全体の見直し。 

言語聴覚士が非常勤で人手が足りない。 

上記と同様に、嚥下機能を評価できる職員を配置する。 

・歯科医の雇用、歯科衛生士の雇用 

・寝たきりの方の造影剤撮影の為のベット、椅子 

職員の教育・研修が必要と思います。 

職務の兼務を無くす。 

STの充実・栄養経口等の学習の強化 

看護師の勤務体制が日勤（9:00～18:00）のみで、夜間及び早朝不在になる為、医療的な管理できる

よう、早出、遅出出勤体制を整備する。 

言語聴覚士の必須配置 

VF、VEを実施することができない。水のみテストで判断することが難しい場合もある。 

・専門職の配置（言語聴覚士など） 

特別養護老人ホームにはSTがいない事が多く、介護職員が勉強し、少しずつ進めている。数名の方は

経口摂取となったが、専門的な知識を持った介護職員に資格等を与えれば、もっと経口摂取者は増え

ると思う。 

・言語聴覚士の配置 

・VE/VF実施しやすい環境（受診のしやすさ、家族の同意等） 
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適切な評価を行える、取組を行えるための業務時間の確保と、それに見合った人の配置。300人まで

１人の管理栄養士で可能な配置規定では、中心に進めていくキーパーソンにはなりたくてもなり得な

い。実際、80人（特養）／通所25人／サテライト特養20人／短期入所生活介護14人を１人で兼務して

いて、栄養ケアマネジメントと献立作成業務で精一杯である。 

ビデオレントゲン造影か内視鏡検査による評価が、病院ではない為、難しいと思われる。 

一度、流れを作ってしまえば良いが、きっかけが無く加算をとっていない。 

・各専門職のレベルアップ 

・多職種・他医療機関の協力体制の確立 

専門職の確保。専門性を高めることにより、利用者へのサービス向上が図られる。 

経口摂食のためのチーム作り 

勉強会の実施 

院内での情報の共有化 

VE/VFの検査が施設でできれば、嚥下評価しやすい。 

専門職種の常勤 

看護師の仕事が増えてくるので、理解してもらい、やる気が出るようなシステムにしていかなければ

いけない(給与up等)。 

嚥下機能を評価できる専門職種の常駐が必要。 

利用者本人のみならず、介護側や施設側へのメリットも把握しなければ、取り組むまでいかないと思

われる。 

嘱託医が村の診療所の派遣医なので１～２年で交代してしまう。 

引継ぎが難しい。 

・介護職員の教育 

・人員、他業務の安定 

・委託給食会社の対応能力 

・ご家族の面会、理解と同意 

医師やSTが常時いる施設では取りやすいと思う。 

STがいない施設では計画の策定を誰がするのかが問題になる。 

書式の作成、専門職（OT・PT・ST） 

関係職種の配置が必須条件と考えられる。 

人員不足の解消、意識変革（下記の胃瘻者に関して「経口摂取の回数を増やせるのではないか？」と

介護職に提案したところ「また食事が摂れなくなるだろうし、それでは胃瘻を造設した意味がない」

と言われた。経管栄養は安定的に栄養が摂取されるので良いと思われている。） 

・関係職種への理解、周知 

・医師、歯科医師ともに嘱託になる為、連携の難しさ 

・経口摂取する事の重要性についての意識改革 

・口腔機能に関しての知識・技術の習得 

・人員配置 

・設備 

・制度の理解 

歯科衛生士 or STの職員の配置基準があれば進むと思いますが…。 

・食事形態をもう少し充実させ、経口維持訓練を食事で直接的に行えるとよい。 

・多職種の連携が足りないため、経口維持・経口維持対策の委員会やチームを作成したい。 

STによるリハビリ。 

職員にもっと研修し、理解を得る。 

1.嘱託医との連携の充実。週２回苑に来るが、わずかな時間しかいないので難しい。 

嚥下食ならびに経口移行食（導入期）の整備 

とろみ剤、栄養素強化食品の併用検討 

専門職としての時間調整が困難。 

STがいないので、他施設でも連携がとれると良い。 

言語聴覚士や歯科衛生士などの専門職がいないため、嚥下機能の評価・リハビリをどの様にしていく

のか？といった問題があります。 

管理栄養士だけでなく、他職種との連携を取る必要もあると思います。 
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施設内で整備すべき条件等、これも、結局どうしたらよいのか学ぶ場がない。 

他（多）職種間の連携は良いが、180日を過ぎてから、２週間に１回の確認や評価を行う際、それぞ

れの職種もマネジメントを日々行なっているため、集まっての評価・意見交換等、工夫が必要。実際、

時間が足りない。 

ST、OTの派遣又は配置は不可欠 

医療摂食嚥下に関する多職種の連携 

・関係職種間でのモチベーションを高める活動が必要。 

・摂食嚥下や栄養に関する啓発活動の量・質を共に増やし、継続する必要がある。 

中心となってすすめていく為には、ST等ある程度専従できる人が必要である。また、評価をしてくれ

る専門のDr.がいる事（他施設への受診は大変である）。 

人材の確保・育成が必要である。 

看護スタッフの人員整備が必要と考えますが、介護施設を選んで頂く看護師が少ない状況にありま

す。また、転職され易い状況で、安定しないスタッフの中で責任をもってこうした取り組みを行うこ

とが出来にくい状況です。 

専門職の配置義務 

医師、歯科医師がいつでも検査してくれる状態にある事、VE/VFが実施できる設備がある事、言語聴

覚士がいて嚥下訓練、評価ができる事が理想です。 

摂食嚥下の研修 

事故回避 

調理員の増員。嚥下食の段階を複数作れる体制でないと、適切な食事形態の提供が難しい。 

他業務におわれているため、職員の確保が必要。 

他職種との連係、家族の理解、人手 

言語聴覚士の増員 

嚥下を評価できる専門職の体制整備 

機能訓練士のモチベーション向上等、機能訓練士の質の向上を期待する。 

看護職員、介護職員、ケアマネジャーに各加算の意義を理解してもらう。 

以前は当施設にSTがいたため、そちらの職種を中心に実施していたことがありました。その体制があ

り、現在STがいないため、どの職種もどのようにとりくんでいったらよいか、マニュアルがつくれて

いないのがあると思います。あと、評価もやはりむずかしく、すすんでいないのが実情です。やはり、

まず、どのようにとりくんでいったらよいかを決めないと前にすすまないと思います。 

医療機関との連携を密にし、体制を整える 

検査データが入所から更新されないので、栄養指標が少ない。 

・経口維持加算については、評価をするフォーマットがあると行いやすい。 

・新しい加算をとることによって生まれる利益を職員に還元してもらえると、職員のモチベーション

も上がって加算をとれると思う。 

研修会の定期的な実施。 

口腔ケアの徹底の後すすめていくため、段階的な取組が必要である。 

栄養マネジメントと経口維持の計画書など一元化してほしい。（書類の整備） 

180日超後の、Dr.指示を受ける以外の用件が分かりにくい。 

例：評価はどのくらいの頻度で行うか？ 180→180→でずっと請求できるのか？ 

STの配置等、評価判定が確実にできる職種をおく。 

VE・VFなど施設内では対応できず、わざわざ受診をしなければならない。また家族がそこまでしても

口から食べることを望んでいないことが多い（高齢な方も多い）。逆に誤嚥性肺炎等のリスクを回避

したいと話す方もいらっしゃいます。 

NSTチームの立ち上げ、医療系専門職の配置、他職種の連携。 

加算やその取り組みの意義についての共通認識をもつ。 

入院中に経口摂取の可否をしっかり評価すべき事。入院中胃ろうで老健入所してから経口摂取を希望

（再開希望）されてもリスク高すぎる。 

STの配置、リハ（OT、PT）は短期集中、認リハ件数を上げるため、こちらまで手が回りません。 

・多職種の学習と理解 

・重要性に関する認識 
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嚥下訓練へのリスクを考えるあまり、積極的に取組み出来ない現状である為、専門職を配置し、医師

も積極性を持つ意識改革が必要。 

施設に管理栄養士が１名の配置で100人の入所者を見ているのです。業務が多く経口移行・維持につ

いては管理栄養士が行く事となります。あと１名栄養士がいればできるのですが、困難です。 

専門職（OT）の必要性の検討 

医師、看護師、介護士、相談員、家族、管理栄養士などで常に意見交換し、アプローチ出来る環境 

言語聴覚士の配置 

VF、VE装置 

管理栄養士のみでなく、NS・ST・CW等、多職種から対象者をあげ、計画・実施していくシステムをも

っと作っていく必要があると思われます。 

言語聴覚士が在籍しているとすすめやすい。 

各職種が嚥下について話し合える場所・時間が必要。 

どの職種も業務が多し。 

算定にはVE、VFなどが必要だが、整備されている施設は少ないので、そもそも算定できないでいる。 

設備や体制をしっかり整える必要がある。 

管理栄養士の確保、医師の協力。 

多職種間での認識（勉強会等） 

依頼できる専門スタッフ、PT・STの雇用 

栄養士だけが行うのは不可能。（たいてい１人なので） 

他職種が、なぜやらなければいけないのか等、理解が必要。 

施設長はじめ、全体で取り組む姿勢が必要。 

多職種の連携 

関係職種間のモチベーション向上（算定点数が低いので、努力してもその点数なのであれば、算定し

なくても良いのでは…という意見が多い） 

・STの雇用、歯科医師からの適切な助言が必要。 

・管理栄養士の増員。１施設１人では難しい。 

・各異業種の連携の強化 

・研修、勉強会への取り組み強化 

研修等を通して職員に必要性を承知させていく。 

専門職の配置（ST） 

施設で検査ができるようになること。 

研修を行う。 

常勤医師の配置 

・協力病院にVF等の嚥下状態の判定ができる設備 

・VEができる嚥下に詳しい訪問歯科医による往診 

・STの常駐、もしくは、すぐにかけつけてくれるような体勢 

・介護職の意識と理解、嚥下診断に基づいたケアがしっかりできる技術の向上 

看護体制が2.5人であり、医師も週１回の回診のみのため、嚥下機能の評価が難しい。系列の病院で

対応している。 

監査で指摘を受けない資料について、もっと情報があるとよいと思います。 

みなさん、大変と思っていると思います。 

マンパワー（スタッフ）が充実していないと意味のある加算の算定につながらないと思う。 

厨房調理設備の整備 

言語聴覚士の採用をお願いしたい。 

・研修への参加 

・定期的なモニタリングのためのカンファレンスの開催 

専門スキルを持った職員、設備、医療体制のバックアップ 

経口摂取への取り組む中でのリスクマネジメントなど、現場スタッフのスキルに巾があると慎重にな

ってしまう。 

嚥下評価ができる専門職が常駐していること。 

嚥下・摂食に関して、研修などが定期的に行われ、介護職員すべてが知識を備えていること。 
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経口維持加算Ⅱの算定要件である水のみテスト等の検査でも加算がとれるようになれば、取り組みも

拡がると思います。 

Dr.の常駐しない施設でも可能な検査・技法が使えればと思います。 

VF、VEはゴールドスタンダードである。これは外せないのだが、後方病院でも置いていない所は多い

為、なおさらハードルは高い。簡易テストでどこまで判別できるのか不安な時がある。よって検査方

法がある一定のレベルであり、施設調達が可能な物が望まれる。 

・人員確保 

・言語聴覚士や歯科医師、OT、PTの専門的指導や助言が受けられる体勢作り。 

ケアプランの中での位置づけを強化する事。調理員や栄養士、その他の職種との協働を施設の中の仕

組みとして組み込んでいく事。 

現在の協力体制を維持すること。 

経口維持・経口移行等、経口から摂取出来る事の重要性を認識する意識改革。 

専門職の配置（中心でできる人物）および施設全体の理解。 

他職種の理解と解りやすい作業の流れ（評価方法やカルテへの記入） 

人員確保と職員間のモチベーションの統一。 

多職種間の協力・連携は絶対必要。 

専門職の協力・指導・アドバイス等（医師・歯科医師・言語聴覚士・歯科衛生士等） 

検査・評価ができる体制にない。 

・加算算定を行うより、自己負担で利用者様に実費相当徴収した方がよいという声もある。 

・嚥下評価ができるスタッフの教育・配置が必要。 

・摂食・嚥下の専門的スタッフをおく。もしくは判断、診断のできるDr.がいてほしい。 

・加算算定における知識を各職種勉強する。 

連携する歯科医師と密にやりとりできる環境整備。 

専門職を配置。 

研修などを行ない、看護・介護職員等の質を向上させる。 

単価によって看護師の増員を行いたい。 

STの職員配置をできればしていきたいとは思っているが、リハビリ病院に重きが置かれ、老健にまで

STがまわってこない。PT・OTが嚥下訓練をやっても限界がある。 

STを配置出来るような補助があると、これらの取り組みがしやすいと思います。 

明確に統一された基準と記入用紙。他職種との連携できる体制作り。利用者様の誤嚥の危険をふまえ

て、取り組むべき利点等の把握。 

他職種からの理解・協力 

病院では通常STまたはDr.が評価に入ると思うが、施設ではそのような人員確保は難しい。 

連携する医療機関もしくはDr.にメリットがないと進まない。 

人的余裕が必要である。 

せっかく算定届を出していても、実績が発生しない状況であり、担当職員の業務体制を整備する必要

があるが、現在の職員不足等から改善していかなければ厳しいのではと思われる。 

言語聴覚士に判断していただかないと、経口摂取が可能かどうかの判断がよく分からない。栄養士や

看護師も判断できるぐらいの能力があったらなと感じる。 

胃ろうを受け入れるために、看護師及び介護士の定着が第一だと考えます。職員の入れ替わりで、対

応できない。 

算定条件がめんどうな割には加算が低いので取り組みをやめた等の反応が事務側から出たので、条件

の緩和等が必要なのでは？ 

歯科医、耳鼻咽喉科医と密に連携を図り、VE/VFによる評価が可能な環境が必要。 

医療職の協力 

制度の理解が関係職種内でされていない事。 

この件については、現在、話し合いを持つ等、進めています。 

人員の確保 

言語聴覚士などの専門職がいないので、判断に不十分な点がある可能性がある。 

施設内で行うレベルの研修や勉強会では、専門知識として足りないと感じる。人の命にかかわる重要

な取り組みであり、無資格で入ってくる介護士も多く食事介助に携わるため、職員の定着と、介護士

の知識レベルの底上げは必須である。 
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歯科医、歯科衛生士との連携 

職員間で、経口移行に関して意識の差がある。また、業務の中で行っていくことも困難。管理栄養士

１人に対して、業務が多く、業務の見直しを行っていかなければならない。 

施設内体制の整備 

嚥下リハビリなどの専門職と、病院並の吸引器などの医療機具。嚥下造影検査などもできると良い。 

自施設の取組は、施設サービス計画を各職種で検討、計画はご家族に同意を得たうえで、介護職が主

体に、看護師・歯科衛生士がサポートしながら、利用者自身の協力いただくために、経管者すべての

方に離床して生活することを基本に、リハビリは既往症や病気を配慮して、150名中平均110名が参加、

その他、音楽療法を取入れた、余暇活動等を専従職員を配置して、一日ベッドで過すことはありませ

ん。離床により、座位を食事の採れる姿勢に改善しながら、歯科衛生士の指導で咀嚼力改善に努め、

経口者と一緒のテーブルについて、お箸も用意します。目をつぶっている日々から、料理に関心を示

すようになり、好物は口の中に唾液みられるようになって、食べる意志を確認して食べていただく。 

自施設前の診断書で肺炎のみの病名であれば、家族の了承が得られれば、改善は可能だと考えて実施

しております。栄養摂取量が基準に満たない場合は、経管栄養で補足します。自施設の食事形態は、

常食と粥食のみで、食事中に困難な場合は、すり鉢、料理ハサミ等で改善、料理の出来上がり時間に

配慮、充実した献立・料理で美味しい食事を心掛けることが、管理栄養士の責務として取り組んでお

ります。 

アンケートに添えない回答で申し訳ありません。美味しい食事は、誤飲の改善に繋がり、自施設での

肺炎の発症はほとんどありません。 

実施体系の構築 

言語聴覚士がおらず、経口摂取が可能かどうかの判断が難しい。 

やはり管栄の常勤１名では、栄養マネ・フードマネで手いっぱいの所があります。リハ関係の協力が

必要。でも現状リハの協力も…。 

具体的な取組の事例等により、各施設が取り組みの際参考にできる資料等があれば、取り組みの推進

が図れると感じる。 

誤嚥の可能性があるということの職員・家族・本人の理解 

専門職の育成と雇用 

・VE/VFを実施する体制を整えない。 

・水のみテストを実施する体制を作れない。 

ST等の配置とVFが可能な設備 

専門職（言語療法士）の配置 

知識をもった職員を育てる。 

評価機器の充実とスタッフの知識及び協力 

経鼻管栄養施行人員が多く、主治医の胃ろうへの移行及び経口への取組がない為に、足踏み状態にあ

る。 

関連職種のマンパワーの充実 

リスクが伴うサービスであると思う。利用者の状態変化を即座に捉えて、柔軟に対応できる体制整備

が必要。 

介護スタッフの増強と質的向上。 

施設にSTの出入りがない為（現在PT、OTのみ）、専門的な訓練ができない。 

・看護師・介護職の教育 

・施設長の理解 

・歯科医・歯科衛生士の確保 

ST・DHの配置又はVE/VFを行える環境の整備 

嚥下状態を判断する専門職が必要。 

利用者認知もあるため、簡易検査（水飲みテスト）への指示が入らない方が多い。 

専門職のVF検査を望む。 

専門職種をそろえる。 

・必要性や効果について、スタッフの意識を高めていくことが大切 

・専門職の配置と時間の確保 

・医師・歯科医師との連携（コミュニケーション） 

嚥下機能評価が行なえる歯科医（摂食嚥下リハビリテーション科）との連携 
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歯科衛生士の配置 

加算の有無にかかわらず、全員にスクリーニング・検査が行えるよう、看護師・介護士に協力しても

らい取組んでいきたい。 

VE、VFを行う医療機関と連携がとれてない為。 

・経口移行食（段階食） 

・関係職の連けい 

歯科との協力体制整備と、介護職の口腔ケア知識の拡大が必要。 

嚥下機能の評価のため、Drとの関わりと協力体制を充実させないと、なかなか進まないのが現状です。 

嚥下・咀しゃくの状態を確認する。 

STの指導を受けてから訓練する。 

移行時、吸引器の設置。 

VE/VFでの診断後の対応を中心となってすすめていくキーパーソンの育成。 

栄養士が、入所者・デイケア合わせて１名というのは少ないのではないか。（書類が滞りがちになっ

ているため） 

多職種の連携 

言語聴覚士等、協力できる職種が不在のため、嚥下評価に詳しい人員の整備がされると取り組みやす

い。 

他職種での取り組みを行っていくこと。 

職員の人員確保、職員教育 

経口維持・移行に関する取組はリスクも伴うので、体制や人員確保が必要。 

専門職（嚥下に関する）が不在なので、職員の知識やスキルアップが必要。 

加算にあたっての細かい条件がない為、判断しにくい所があります。例として、超刻み食（みじん切

り）の方は手がかかるが、加算の対象となるのか？（当施設では、ミキサー食・流動食＋とろみ剤を

使用している方を加算対象としています） 

現在困っていないので、別にありません。 

他職種の連携が必要だと思います。 

もう少し点数が増えたら、積極的に取り組むかもしれません。 

歯科医師の条件や、VE/VFは実施するのが難しいので、緩和して欲しい。 

チームを組んで評価・訓練・ケアを行う体制作り。 

・職員の知識習得 

・算定への流れの理解 

自施設のST 

管理栄養士の仕事を理解し、集中して取り組みができる環境が必要。 

専門職、関係職スタッフの補充。 

研修会などによる知識・モチベーションの向上。 

嚥下訓練を充実させる為の勉強会。 

定期的な歯科医の訪問。 

取組を進めるには、栄養士だけでなく看護士や介護士の協力が不可欠だが、現在の業務の中に組み込

むすき間がない。対象となる入所者が多く、どの程度まで絞り込んでよいのか。取組の必要性は強く

感じている。 

管理職種と関連職種の理解 

再度新設出来れば、管理栄養士の配置加算等にて、まずは十分な人員配置がなければ入所者全員分の

マネジメントを適正に実施するのは困難。また各職種の方も多忙で、栄養士主体のケアカンファレン

スの時間が十分にとれないので、各部署での担当者がいればと考えている。 

管理栄養士の確保 

VF・VE検査が困難 

・職員の知識向上 

・評価体制の整備 
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歯科の先生の中にも経口移行に進められる先生がおられ、ゆっくり少量のミキサー食が食べられるよ

うになりました。 

口からの量を多くしたいが、看護師・介護士は責任がもてないと言って前に進まない。歯科の先生の

中にも、口からの進めを実践できる先生ばかりでない。たまたま入所者のかかりつけの先生が、その

口から食べること勉強されていて、こられた時に食べることを進めているのを、ケアマネ、看護師な

どにみてもらい、マッサージなど見てもらうが、実践に行かず。私自身を仕事が多く、毎日見にいく

ことも難かしい。 

ただ、今も少量の物を口から食べていただいています。左麻痺あり、舌・口びるなどうまく動きづら

い。嚥下反射促通手技など自分からおこなうなど、本人もやる気がある状態です。 

ただ、責任をもってはいますが、担当の先生がいない、確認が取れないなど、何かがおきても責任が

持てないと、かかわりづらいのです。 

・STが施設におらず、計画を進めづらい。 

・嚥下機能を評価するための機器がない。（嚥下造影検査etc.） 

管理栄養士を常勤２名にする（現在１名）。又は、調理員の中で主任体制を取り組み、勤務表や業務

割等を行って欲しい。 

・医師の理解 

・リスクに対する対策 

・対応する職員数（日常介護行う介護職員、経過観察できる介護職員数の不足） 

・VE、VF検査のできる環境 

今後ソフト食に変更される方には説明をし、加算を了承していただくようにしていかないとならない

と思います。 

ソフト食、ゼリー食のような嚥下困難食の確立 

定期的な勉強会。口腔ケアする職員や取り組む側が、なぜ必要なのかをきちんと理解しないと、形だ

けになってしまう。家族にも一緒に参加してもらい、協力を得る。 

職員の増員 

・制度の周知（職員が入れ替わる時など） 

・経口移行の期待のある患者の定期的なスクリーニングを他職種でする。 

・電子カルテやネットが身近な環境がほしい。 

・職員の配置 

・介護スタッフ（看護スタッフも）、口腔、栄養マネジメントについて、研修などでスキルアップす

る。 

・人員体制の整備（看護職、歯科衛生士など） 

・研修の強化 

日々の業務多忙により、なかなか経口維持・移行に時間をさくことが難しい。 

・嚥下状態に合わせた食形態の種類を増やす必要がある。 

・算定以上に経費がかかる。専門スタッフを配置することは難しく人手不足。 

モニタリング等、加算対象者が少ない為、算定・実施までの流れが全スタッフに浸透しにくい。 

嚥下機能を安定にかつ正しく評価できる設備や人員の配置 

水飲みテスト、どのようにしたら良いか、どれが正しいか、はっきりわかるものがほしいです。また、

書類が統一してあると良いです。 

・VE/VF検査を実施してくれるような病院との連携方法の確立。 

・看護師・管理栄養士の意欲と専門知識習得。 

施設に言語聴覚士や、嚥下機能を理解した看護師等の専門職もおらず、きちんと嚥下機能を評価でき

る人がいない。 

多くの職種の関わりが必要であり、人員もいる。３対１では、難しいのではないでしょうか。 

ST配置 

VE/VFの整備 

常勤のSTがほしい。 

経口維持・経口移行への委員会等を発足し、しかと段階を踏んで進められる様マニュアル化する。 

食形態の見直し 

洗面・手洗いが車イスの人も行いやすい物に換えてほしい。業務の動線が改善される。 

STや歯科衛生士を配置する。 
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職種間の連携と関心感。 

施設では水のみテスト位しかできず難しい。 

造影検査は、施設では無理。 

書類を少なくする。職員数、特に看護師や歯科衛生士等の医療系専門職の配置数を増やす。 

家族や本人の希望を尊重する。 

栄養よりも、食事を口にしていただくことが必要だと思います。 

本人の意志疎通できない時の対応。 

施設内でのマニュアル作成及び体制の整備 

栄養マネジメントの様な書式で、たたき台があるとよい。 

・ソフト食の提供を可能とする。 

・口腔ケアのスキルアップ。 

・利用者の経口維持・経口移行における調査 

・プロジェクトチームを作ることによる取組の推進 

医師の理解・指示 

VF・VE 

水のみテスト等の判断基準 

STのみでは難しく、看護・介護スタッフの協力 

嚥下食の充実（調理スタッフ（人員・知識・技術・コスト足りず）） 

身近に適確に判定・評価できる専門スタッフが在中し、認識の底上げが必要か。スタッフの一人一人

が理解度が相違してしまう。 

・算定単位数増。 

・多職種の共通理解、協働出来る体制、変則勤務体制での情報の共有。 

・嚥下機能評価が適切に行える事。 

・言語聴覚士等不在 

・受け入れ体制 

専門職の導入。 

知識や技術不足の為、リスクの高いことをさけて安全な方へと選択してしまいます。そこにサポート

するシステムがあればと思います。 

栄養スクリーニングを主に行う栄養士に負担がかかりすぎると感じる。 

・医療機関との連携体制の確保 

・看護師の人材確保 

日々の細かな関わりと伝達 

情報収集 

施設と病院の併設の為、何かあれば病院に依頼しているのが現状、なかなかそこまでの取組に力を入

れることができていないです。専門的な職員が必要になってくる為。 

専門職種の確保。各専門職が複数名ずつ施設に在籍し、チームがつくれること。 

・管理栄養士の確保 

・医療機関との連携強化 

専門職の配置が難しい。 

独立型介護老人保健施設の為、VEとVFを自施設にて行うことができないため、経口維持加算（Ⅰ）が

とりにくく感じている。 

STや歯科衛生士の人員配置 

歯科医師、歯科衛生士等、依頼できる関係の専門職との協力関係の構築が必要。 

他職種での共通認識 

全施設内職員が、口腔ケアの必要性、嚥下食の理解ができることから始めることで、経口維持加算の

みならず、施設内のモチベーションも上ってくることにつながると思っている。 

スクリーニングや評価方法に精通する人材を育成するか、関係機関との連けいが必要と思うが、なか

なか難しい。 

当施設は医師を委託している為、なかなか日々相談ができず、また、特別養護老人ホームの為、血液

検査も何か体調などに支障がない限りしない状況の為、本来の栄養状態の把握が難しいです。 

チームで動くことができる様な周知の方法が必要 

加算が取れる方法（かみくだいた説明とか方法・様式の作成） 
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嗜好を考えて個人の尊重で対応するには、後にレストラン（食形態すべてに対応可能）のような形を

取らないと難しいと考えます。したがって、給食委託するのであれば、それぐらいの技術と費用がか

かることを念頭において対応してくれる会社が必要になります。管理栄養士が１名ほどしかおけない

ことも１つの問題です。（施設に余裕がないため、人件費で） 

・関係職種含む施設全体の、とりくもう!!という姿勢 

・経口維持期に提供するえんげ食を作れる体勢 

取り組みには危険が多いため、嚥下に関する専門職の配置は必須。 

NSの関心がうすく協力を得られず、Dr.まで話が上がらない。又、Dr.も食事等への関心は低い。許可

が出ても水分を１～２口止まりで、食事まで進展することがほとんどない。 

・施設長を中心に、全職種で必要性を共通認識とすること。 

・実施する為の要件について、関連職種に役割分担（担当性）をし、書類の様式等整備すること。 

・提携病院や医師へ協力の要請をする。 

・モデルケースを決め、シュミレーションしてみる。 

栄養士中心に経口維持、口腔ケアを行っていますが、他の職種は「時間がない」との理由で、なかな

か協力を得られないのが現状です。タイムスタディーの見直し（介護士・看護師）、意識を変えてい

くことが必要に思われます。 

厨房は業者に依託しておりますが、食事内容・形態など個々に希望どおり対応してくれますので、取

り組む事ができております。 

外部から協力機関としてSTさんが評価しに来て下さることはあるが、常に居る環境だと助かると感じ

ている。 

スタッフへの教育。専門スタッフの充実（ST）。 

経口移行にしても、可能性についての判断できるスタッフは、それなりの経験と知識が必要である。

また、施設にはPT・OT・STはいない。 

・医師の全面的な支援。 

・施設にVE/VFができる医師が居る事。 

ゆっくり取組める人材の確保。職員の理解等。 

研修を通じた職員のモチベーションの向上（成功例等によるもの） 

経口摂取可能かどうか、見極めできる人材の確保が必要。 

加算の目的・方法等の知識の職員間での共有。 

NS・Dr.が多忙のため、テストにかける時間がない。 

STに積極的に関わってもらい、病棟スタッフ、Dr.と常にコンタクトをとっていく連携が必要。 

支援（看護不足） 

教育の充実 

造影検査やエンゲ機能評価を担う専門職がいないので、取り組む（算定要件を満たす）決断できない。 

経口維持加算は家族・本人の継続的な意向が重要であり、検査回数が多くなると家族の負担も多くな

るので、施設全体での理解と協力も不可欠である。 

まずは関連職種全体の摂食嚥下に対する理解の向上ではないでしょうか。 

・検査機関と連携でとりにくいと思う。 

・専門職員の配置がない。 

介護職のスキルアップ 

取り組む中心となる専門職の配置がなく弊害となっている。誰が中心となって行なうのか。各職種と

も従来の業務等で忙しい。取組むメリットは沢山あると思われる。実際職員もそういう視点に立って

介護しており、口腔ケアも実施はしている。 

・VE・ＶＦの設備がなく、受診が難しい。できれば日常の食事に近い条件でいつものものをいつもの

介助者が介助しながら評価できることが望ましいので、せめてVEが整備できたらと考える。 

・経口維持Ⅱを算定するにあたり、水のみテストは実施者により判断がわかれることもあり、算定し

づらい。算定したいができていないケースがある。 

専門職員の配置 

各部署への理解度（加算算定条件の内容） 

専門職との連携強化 

歯科衛生士・管理栄養士の増員、歯科衛生士の常勤体制。 
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・摂食・嚥下についての知識の習得 

・地域の関係病院とのネットワークの強化 

歯科医or衛生士の指導・協力、職員のレベルアップ 

嚥下機能評価など、どのレベルまで行えばよいのかなどいろいろと疑問である。 

算定方法や算定をする際の栄養ケアマネジメントなどの記入（記録）など不明瞭な点が多い。 

専門職の常勤が必要。また介護・看護への研修も必要に感じる。 

職員の意識の改善がなくては、現状を打破することは不可能かと思われます。誤嚥や窒息を考えた時、

それ以上の対応ができる職員が少ないため、料理等を工夫し出来る限りの安全を考えた摂取（食）に

なると思います。（毎日事故がないよう配慮してケアしております） 

施設内で、対象者が出現した場合の手順を浸透させる。 

専門職の中には、加算＝家族の負担増加と考える者もいる為、正当な評価であるとの認識に改められ

るよう教育を行う。 

制度についての理解とその趣旨に賛同し協力してくれる医療機関を見つけ、施設としてその受け入れ

体制を整えることが必要と考える。 

咀嚼・嚥下障害者に対する取り組みの充実 

他職種の取り組みの必要性と制度に対する理解が必要。 

多職種連携は不可欠であると実感している。 

経口維持については、胃ろう造設を希望される方、されない方のある中で、評価の時期、タイミング

が難しく、認知症の高齢者には、検査自体も困難となる場合が多い。本人、家族の意向について、日

頃より職員と意志疎通が図れる場を作っていくことが大切であると考える。 

・造影検査、内視鏡検査の設備 

・言語聴覚士の配置（テストを行えるスタッフ） 

PT、STがいない施設のため、専門職の意見を聞くことができず、嚥下機能の評価や取組内容の決定が

難しい。 

取り組みをするためには、言語聴覚士が常勤でいることにより、その利用者様の状態を把握しすすめ

る度合いが決められるように思うが、いないと判断しにくいと思います。また、他職種協働ですすめ

るには人員が必要と思われます。 

書類整備等、簡単にしてもらいたい。 

・職種間のモチベーションの差を少なくする。 

・歯科、ST等との適切な連携を図る。 

VFまたはVFの導入 

加算について関係職種の理解や連携 

利用者や家族の理解や協力 

・施設内研修の開催 

・加算の算定が出来やすい環境づくり、ネットワークづくり 

嚥下機能評価が出来れば、施設長はじめ職員の理解と本人・家族に同意を得ること。 

他職種の責任者のみ、経口維持や経口移行の内容を理解しているが、施設の職員全員が理解すべきと

思う。 

施設内の専門職が必要（看護師のみでは実施不可） 

介護士、看護師の人数も必要 

VE/VFの連携の整備（Dr.、機器、職員） 

施設が生活の場なら多くの方々が外部からかかわれるような体制がとれればと思います。いろいろと

制約があるし、何もかも施設側の職員で対応するとなると無理が生じています。場所もない。 

ST等、関係の専門職がいる。または相談できる。 

ソフト食、ムース食等、嚥下機能が低下した方にも提供できる食事。 

人員の確保 

役割を明確にすること（マニュアル化） 

専門職の必置（看護師は胃ろう等の業務でとても対応できる状況にない。） 

専門的に関われる人材の補充とサポートできる人員の確保。 

専門職の採用。 

摂食機能障害の利用者に対しての施設職員の意識改革。 

口腔衛生士、歯科医師等の職員の確保。 
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職員への情報提供と知識と連動される人員確保 

常勤の専門職の配置 

VE・VFのための通院に常時職員が付き添えない。 

職員への研修（重要性、効果についての理解） 

モチベーションの維持 

栄養ケアマネジメントとケアプランのリンクや個別機能訓練など含めた方策が必要。すべてが別々の

機能をもち、目的がそれぞれ違うので、１つにまとめられるものがあると良い。 

STの配置を義務化。 

医師を中心とした多職種で利用者様の嚥下レベルや適切な食事形態、介助方法などを常に話しあって

すすめられる体制整備が必要。 

担当職員の経口移行に関する認識を深める為の研修会への参加や、経口維持、経口移行の重要性を知

る為の全職員を対象とした勉強会がまず必要だと思います。 

VEを行って経口維持計画を立てていますが、VEをする時に鼻からファイバーを入れることに抵抗があ

る方が何人もいらっしゃいますので、その方の嚥下機能の維持・回復が遅れてしまうことが心配です。 

VEに対しての説明の工夫をもう少し考えていきたいと思っております。 

医療現場と同等のNSTをもって取り組む必要があると感じている。（施設に於いてはあまり積極的で

ないので） 

Dr.は常勤でないのでなかなかすすまないのが現状。 

ビデオレントゲン造影又は、内視鏡検査による摂食機能障害の検査は困難。 

水飲みテストは、医師協力要請により可能。 

職員配置を厚くする必要があり、現行ではむづかしい。 

嚥下リハの協力をST以外でも行っていければいいと思っている。 

日頃の食事摂取状況の確認と専門職との連携。 

管理栄養士の雇用確保。 

他部署間の連携や、経口移行への理解や取り組む姿勢が一連となることで取り組みやすくなると考え

ます。 

多職種の連携強化。 

職員のレベル向上 

専門職からの助言を得ることができない 

・看護職・介護職の口腔ケア・嚥下等の知識の普及（学習会・研修等） 

・人員の整備（人員不足） 

誤嚥させないためのケアは多職種でかかわらないと難しいので連携作りをする。 

経口摂取で食べつづけていただくことに力を入れる。 

・加算内容、算定に関する内容周知。 

・明確な役割分担。 

・充分な状況伝達と情報交換。 

・意欲、熱意、情熱、目的意識。 

・意義の理解。 

・介護業界への社会・国の適正評価、現場理解。 

加算算定要件の関係職種間での勉強会 

どうしても医療的な部分が大きい為、まず医師や看護師が積極的に取り組む姿勢が必要であり、また

連携の医院とのこまめな連絡体制を整える必要がある（VE/VF等が必要な為）。 

検査のできる医療機関との連携。 

対応するための知識や人員の確保。 

・利用者個々に合った椅子や机の提供（姿勢） 

・厨房から提供する食事（形態）の見直し。（軟菜提供等）（刻み食５mm、２mm刻みの見直し） 

・水分強化 

・アセスメントの実施 

・全職種がかかわる加算なので、各部の所属長が加算を取得する認識をもつ事が必要。定期的な評価

が「忙しいから」を理由にしてほしくない。実施してるか確認も大変なのです。 

・カンファレンスで、しっかり話し合いができるような準備が必要。 
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・人員の増員 

・施設内研修 

特に経口維持の面で食事介助に十分な時間が確保できていない為、シフトの勤務時間を食事時間に合

わせる等の工夫が必要。又、１人１人の摂取状況に応じた食事用具も必要。 

経口維持加算Ⅰは造影レントゲンでの診断の手段や、経口維持加算Ⅱは２週間に１度の割合で医師か

らの指示書の確保が必要など、自施設の医師が在駐していない為、時間がかかりすすめにくい。 

STがいること 

対象者を把握することができる専門職種の配置。 

・取組の流れ、道すじを明確にしたシステム作りが必要だと思います。（多職種協力と言っても誰が

どこまでやるのか、やって良いのかわからない） 

・職員それぞれ多忙であり、栄養士も忙し過ぎるので優先順位が低くなってしまう。 

・医師との連携のしかた 

・看護や介護の協力体制 

・給食委託業者との連携のしかた 

看護師・管理栄養士以外の言語聴覚士など、嚥下テストなど行なえる職種が施設に常時いないと検査

やモニタリングが出来ないので、取組は進まないと思います。 

身体介護が必要な入居者が多い為、日常の業務だけで精一杯なかんじがします。 

たくさんの職員が関わるので、統一できるように研修や申し送りをすること、日常のささいな変化に

気づくこと。 

VEを訪問でしてもらえる歯科さんはまだまだ少ないと思います。 

サービス担当者会議等で検討し、実施している。慢然的に加算算定するのではなく、改善しているケ

ースもあるので、多職種連携は不可欠と考えます。 

・STの雇用 

・嚥下評価出来る機器等の導入 

嘱託医の理解と積極的な介入が望ましい。 

看護職員のリーダーシップ。 

対象者の嚥下機能評価、及びスクリーニングテスト等～実施継続（実施内容）までの取組意向の充実

性。 

・職員の意識改革 

・職員の安定した確保 

問題発生時のシステム構築 

職員の充実 

・嚥下を確認する検査等が必要と思います。 

・食事形態の種類が少ないのでもっと増やすべきだと思います。 

・評価のための勉強会 

・キーパーソンの育成 

全職員が理解して取りくむことができる時間の確保が必要。 

また、１人１人の知識を深める必要がある。 

経口移行していく基準・マニュアルの作成 

管理栄養士１名体制で入所者すべてに対する栄養ケアマネジメントを実施。その他に給食管理業務も

行っており、業務内容が忙しいのが現状であり、経口維持・移行への取組を充実させるには、業務内

容の見直しも必要かと考える。 

Dr.、病院との協力体制 

STが施設にいれば、より安全、スムーズに取り組みを行うことができると思う。 

・VF/VEなど、積極的に利用できること。 

・経口移行に対して、医師が家族に対して積極的に説明すること。 

施設に歯科医師や言語聴覚士がいない。 

経口摂取に関する専門知識がほしい。 

嚥下評価が難しく、役割分担していても片寄りが出来てしまう。 

マニュアル作成などが必要と考える。 

経口移行加算には造影撮影や内視鏡検査での確認が必要となっているが、その対応をしてくれる医療

機関がまだまだ少なく、加えて医師が常勤していない福祉施設では取り組みが困難な状況である。 



 

 133 

嚥下機能を適確に見定める専門職が必要と思う。 

①様々な加算を少ない労力で記録する方法。 

②職員に周知し、実行できる担当者をきちんと決めること。 

評価のための設備の整備 理由（検査受診の際に家族・利用者への負担が大きい） 

管理栄養士だけではなかなか取組むのが難しく、NS、STなど他職種にもその必要性を周知・理解して

もらう事が必要と感じています。 

VF検査できる医療機関が近くになく、１泊２日の入院での検査となり、負担が増える（ご利用者）。 

専門職を交えて可能な限りの経口摂取が行えるような取り組みは行っているが、主たる役割を果たす

介護職のモチベーションとその他職種とのモチベーション違いが顕著にあり、技術、知識、体制とし

て加算として実施するには不十分と言わざる得ない状況にある。 

また、医療ケア(胃瘻、吸引)の実施出来る職員の維持、確保が必要 

施設では食事を食べていただかないと長く入所する事が困難になります。入所者の方が「おいしい」

とほほえまれる事はとてもはげみになります。人手も時間もかかる事なので、いかにそれを確保する

か。 

職員の知識・技術・意識の向上 

多職種協働に理解がある上で、やはりリーダーシップとなる職種・担当者が必要。（日常的に取り組

んでいる事柄を加算に結び付ける役割） 

・言語聴覚士等の専門職の指導がほしい。 

・施設内の体制の整備が必要。 

専門職で連携を取り合い行えるとよい。 

・言語聴覚士の配置 

・摂食・嚥下機能評価（VF・VEによる評価） 

管理栄養士の地位向上のための研修 

専門職の配置。 

嚥下機能についての研修 

嚥下に関する専門医との連携体制 

現在、訪問歯科診療を実施し、口腔ケアに取り組んでいるが、歯科医師を嘱託として配置したい。 

要件を満たす関係の専門職の配置と検査ができる部屋や機械等の設置 

病院との連携。（現状VF、VEをうけていないので、どのレベルの食品が適しているのか判断が困難で

ある。） 

専門職を雇い入れるための支援措置等が必要 

職員の確保 

・経口維持加算算定マニュアル、検査方法 

・取組に対する職員の意識統一 

経口移行に関しては、嚥下機能が改善されていると共に、御本人の経口摂取の意欲と意志が大きく関

わってくると思います。 

STが少ないのでかかわることのできる患者様が限られている。 

経口摂取へ移行することは食を通じADLの改善やQOLの向上に理想的であると認識しているが、同時に

リスクを冒すことになることもあるため、介護・看護・栄養士が二の足をふまずチャレンジを提案で

きるシステムを確立する。 

言語聴覚士や歯科衛生士の配置。専門職による、研修による介護職員への取組意識の向上。 

関係職種間での共通認識 

嚥下機能の評価ができる専門職の指導があると安心して取組めると思う。 

栄養ケアマネジメントを稼動することが課題である。 

職員の士気、向上心が不足。 

・周辺の医療機関(歯科等)に協力を依頼する。 

・職員全員が経口維持・経口移行の必要性を共通して認識を持つためにも、勉強会や知識を持つこと。 

・摂食・嚥下と口腔ケアに関する委員会の設立。 

・勉強会(内部研修)をしたいが、業務時間内に時間がとれない（介護士が）ので、業務後に時間を設

け、残業を認めてもらう。 
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・経口移行の取り組みにおいて、各職種の役割を明確にする必要がある。 

・経管栄養になった利用者様への固定観念の払拭、および経口移行への展望性の共有。 

・何で経口移行を行うのか、その目的を各自がしっかり考慮・勉強する必要がある。 

スタッフの理解。（医療・介護の国の方針を踏まえて） 

・他職種がこの制度を周知しておくことが大切であると思います。 

・各職種の役割を明確化し、手順を作成・共有化すること。 

主治医の協力、設備、協力してもらえる機関が必要。 

人員配置、職員のレベルアップ（自分を含め） 

「飲み込み」テスト等を行う専門職がいない状況である。 

VF・VE設備の整備 

経口移行加算への取りくみをすすめていたが、対象者入院の為、中止となった事例があります。その

際、疑問に思うことがありました。加算スタート日はいつからなのか？ということ。訓練時からスタ

ートとしていいのか？なやみました。 

嚥下状態の評価や書類上の表記などSTしかできない状況なので、他職種の教育が必要。 

人員不足の面 

・人員配置 

・研修会等で成功例を出しモチベーションを上げる。 

職員の口腔ケアや食事介助の技術などを教育する体制を整える。 

STの配置。 

リスクを伴うので安全性を考えると医師との連携が必須であると思います。 

取組をする介護職・専門職が情報を共有し連携していくことも大事だと思います。 

多職種の協力、職員の人数 

歯科医師や言語聴覚士と提携し、専門的にみられるような環境の整備。そして施設内職員の技量の向

上。 

・歯科衛生士、または言語聴覚士を常勤として配置するようにしてほしい。 

・簡単にVE・VFを受けられるシステム作りを作ってほしい。 

人員確保（専門職） 

算定要件を満たす体制がとれていない。 

・各職種で対象者の情報を共有し、食事提供、評価ができる体制が必要だと思います。 

・嚥下評価、検査のできる仕組みが確立していること。 

当院では栄養ケア委員会（医師が委員長）にて経口摂取の推進や加算算定の確認を行っています。ま

た、多職種協働にてサービスを検討できるようにサービス計画委員会とも連携しています。 

各関係者が必要性を認識すること。 

情報の共有 

他職種とのコミュニケーション 

医師の確保・職員の確保 

現在は、栄養士が中心となって取り組む事が多く、もう少し多職種による協力体制を構築することが

必要かと思われます。又、栄養士自身も多職種への取り組み協力や現状報告など、啓蒙していくこと

が必要と思われます。 

・VE・VFが出来る環境の整備→一番難しい問題です。 

・他職種をまとめる中心的な職種の選定（ST）指名などあればよりまとまり、取り組みがすすむと思

います。 

継続的に専門家による評価など実施していくことがむずかしい。また、事務量などが煩雑になってし

まっている。 

STを含めた体制強化が必要。 

・多職種への動機付け 

・厨房職員への教育、厨房設備の改善 

言語聴覚士（ST）や歯科衛生士等、専門職の人員確保 

・他職種がこの制度（加算）を周知しておくことが大切であると思います。 

・各職種の役割を明確化し、手順を作成、共有化すること。 

・teamとしての対応が必要（NST的な） 

・受け入れレベルをupさせる!! 
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経口維持・経口移行の必要性を施設全体で理解すること。そのために医療職との連携を強化する必要

がある。 

施設内でVE・VFが実施出来ない為、十分に算定が出来ていない。 

VE/VFの実施、スタッフ増員（専門的な職種も含め） 

（※やはりVE/VFが出来ないと誤嚥しているかしっかりとはわからないので、移行となると特に不安

を感じる。） 

経口維持、経口移行の加算請求を開始する際の書類の整備や、それに必要なテスト等を的確に行える

ようマニュアルの作成を整備したい。 

チームとして動いてこそなので、そのチームを組み取り組みを率先していく余力がない。 

関わる職員の知識を深めること。 

言語聴覚士の設置 

書類作成が煩雑です。 

・多職種連携 

・家族の理解 

経口維持・移行に対して、それぞれの職種が個人の状況を正確に把握し、統一した対応が行えること。

そしてご家族の理解。 

VF/VEの実施（医療機関との連携）ができる連携体制の整備。 

栄養士の知識不足の改善。 

栄養士、看護師、介護員の中核となるメンバーで共有し、看護師がリーダーシップを発揮して管理の

一貫性と継続性を担保とし連携、協働する。 

関係職種間のモチベーションの平均化を図る。 

STの配置により中心となり進めていく。 

役割の分担化（加算に関わる全ての職種に業務の振り分けを行なう） 

院内の医師又は主治医の協力がなかなか得られない。 

施設内での職員の教育環境の向上 

専門職の人員確保 

・協力してくれる専門職をみつける。 

・流れをつくる（マニュアルなど）。 

・他職種の考えを１つにまとめる。 

施設に言語聴覚士がいて、栄養士とともに協力して仕事していける様になっていれば良いと思いま

す。 

整備・施設の構造上など考えて、食形態を細かく作ることが難しい。 

評価・訓練に対するマンパワー不足。 

経口維持又は経口移行に関しては、中心となっていく人材がいないとなかなかとり組みにくいです。 

全職員が各加算に関する知識（必要性）をしっかり持つ事。 

経口維持、経口移行の更新時、検査時に管理栄養士の参加が出来れば詳しい計画書が作成出来るので、

参加していくよう改善していきたいと思います。 

予防の観点から口腔ケアがしっかりできる人員確保体制（口腔機能維持管理関係算定点数がまだ低

い） 

食べることにリスクは付き物なので、病院でなく施設であるなら、介護職以外の職種も食事の場に立

ち合い、共に食べ、利用者を見守ることが必要でしょ？施設管理者には、その先導を望む。 

VE/VF検査をしてくれる所がわからない。 

専門職の常駐。 

簡単に行える検査ではない為、加算が取れそうな対象者がいても計画を立てづらい為、もう少し検査

の所を考慮して欲しいです。 

・人員の確保。 

・各課の意識の向上。 

他業務や各課とのコミュニケーションがとれにくい。介護職員の知識の問題。 

各職種間協同で行える体制づくり。 

職員が経口維持取組の重要性を認識する必要がある。 

口腔ケア、食前の口腔内マッサージなど、技術を学び身につける必要がある。 
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言語聴覚士の配置。 

設備の強化。 

・口腔ケアを確立させる。 

・嚥下機能の評価を実施する。 

Ⅰをとるための必須にVE又はVFがありますが、入れるだけでは十分でなく、嚥下評価をきちんとして

くれる歯科医又は医師がいる事が重要。 

職員教育 

嚥下機能評価の勉強する。 

・嚥下機能の評価（VE/VF）などが実施できなければ難しい。 

・看護的な能力向上（胃ろう受け入れ増）。 

雇用の確保 

責任の所在により、経口維持加算算定が難しいことも一つの問題点である。 

医師・看護師との密な連携が必要だと思います。 

今年度より系列病院にVEが導入されましたので、経口維持加算（Ⅰ）の算定を行っていけるように今

後取り組んでいきたいです。 

経口維持、経口移行の取り組みは、取得は難しくないがそれぞれの専門職種が自分の役割とその情報

の共有と共同理解が大切に感じる。 

職員同士の情報交換をより多くもてるように。 

・STの人数。 

・歯科医等の連携。 

・VF検査するには、病院が併設していない。 

・常勤の歯科衛生士がいる中で行う事が望ましいと思う。 

・経口維持には多職種で連携し、食形態から姿勢、口腔ケアなどを検討し、その人が最後まで経口で

きる努力はしている。が、加算の条件に合わせるのが書類上無理な所がある。 

・経口訓練を実施する職員の知識や支援方法がしっかりとしていないと対応ができないため、研修な

どの必要がある。 

・嚥下に対して統一した評価をしていくこと。 

・継続できるシステムの構築（そのための委員会の設立等） 

・医療機関との提携 

・スタッフ教育 

・療養食加算との重複加算を可能にしてほしい。 

・対象者の選定条件の拡大・緩和（たとえば、ムセありのみでも可など） 

関係職種（ケアマネ、生活相談員、看護師、介護職、管理栄養士、等）の教育や研修を行なっていく

必要がある。 

栄養士業務の見直し 

関連職種（専門職の配置）、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士、理学・作業療法士 

職種間連携の強化が必要。各棟職員の対象者を選定する能力が必要。また、取り組みへのモチベーシ

ョンがアップしないと続かない。 

VE/VFの連携先が無い施設も実施できるようにして欲しい。 

STがいないのでむずかしい。 

水のみテスト等のマニュアル作成を行う。 

VF・VEがあると良い。 

新たな必要条件はない。 

ご利用者（家族）が経口摂取を望まれ、ペースト状のものをおやつ時に家族に提供して頂くが、実際

には専門的な判断が出来ない。言語聴覚士の判断も必要となってくると思います。 

言語聴覚士等、専門的職種が在中していないことに、判断が出来かねる、手さぐり状態での実施とな

ることは、現場の混乱を招くと思われる。 

まずは介護士が充分に配置できること、歯科医との連携、言語聴覚士等の配置がきまらないと難しい

なと思います。 

STの配置 

VFできる環境 

管理栄養士、NSの経験・知識 
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ご利用者の嚥下状態を評価する方法について 

経口摂取を移行するための取り組み内容と方法について 

制度と施設内ケアマニュアルの確認。 

検査設備（VE、VF）、実施に当たっての連携先があること。 

・専門の医師やSTの介入 

・緊急時の対応 

数年前から取りくみしていますが、加算の算定には到っていません。専門職種間での認識に差があり、

看護職がキーとなると思います。協力してくださる医師／歯科医との関係調整も進んでいません。 

多職種連携の強化が必要 

経口移行を行う為には、専門職の方から正しい知識を理解できるまで教えてもらい、常に指示をあお

いで行わないと誤嚥の危険があると思います。介護職員は通常の業務に追われて急ぎがちな部分があ

るため、なかなか取り組めないのが現状だと思います。 

言語聴覚士の配置。 

専門職（言語聴覚士）が施設に１人でもいないと、このような取組は限度があると思います。特に経

口維持Ⅰの実施は無理だと思いました。 

時間・お金・人材 

制度の周知・モチベーションアップ 

経口維持Ⅱは加算とってみようかと考えている。 

口腔ケアも含め大変重要な事項なので、歯科衛生士等の協力が必要です。 

・口腔ケアの徹底 

・嚥下に関する知識を全職員がもつ 

物品の補充、職員の理解 

VE/VFの整備における支援（保険点数評価においても） 

経口摂取を維持したいという思いはあるものの、嚥下訓練等を毎日続けることが出来ない。（職員不

足しており、行うことが難しく、専門職がいないので行っても不安がつきもの。） 

経口移行を行いたくとも手がまわらない。リスクが大きい。 

経口移行については言語聴覚士がいないため看護師の協力が必要だが、他の業務で忙しすぎる。 

STの配置 

・ご家族の理解 

・職員体制の充実 

現在でも経口移行に関する取り組みを２件行っていますが、ST等の専門職が不在であること、年齢的

な問題、本人の意欲から完全移行にはほど遠い状況です。私自身、業務に追われてしまい、勉強不足

な点もございます。加算まで追いつかないのが現状です。 

嚥下機能を評価又、口腔機能の向上させる知識を持つ専門の職員の配置。 

経口維持・経口移行加算の制度をよく知りませんでしたので、経管注入から経口へ移行している方が

３名います（すべて医師の指示）。経口維持加算を申請したいと思っていますが、所定用紙、細かい

申請の条件などを教えていただきたいです。 

書類整備の簡素化、医療機関との連携、御家族への説明・同意、適切な報酬改定 

キーパーソンの確立 

常駐の医師がなく、また、検査をするとなると、車で30分も利用者様に移動していただかなくてはな

らない。90を越え、寝たきりの方がほとんどの中、検査・テストに対して、考え方も、皆で話してい

くべきかもしれない。 

食事に関わることは、栄養士が主となり取組むことが多いが、高齢者施設では、常勤栄養士は一人で

あることが多く、業務量や責任の負担が大きい。他職種の協力が得られ、利用者の身体状況等につい

て、定期的に協議し情報交換をする機会が得られないと、本来のケアマネジメントはできないと思う。 

多職種で連携し、利用者の状況把握には努めているが、書類の整備や評価体制が整っていない。 

栄養士は、少ない人数の中で色々な業務をこなしていますで、色々な事に取り組みたいと思ってもな

かなか思うように出来ず、やはり多職種で協力し合い行う事が必要なので、そのような協力体制を行

うような制度作りもいるでしょうし、職域をこえた研修会など行い、お互いを理解し合う事が大切な

ような気がします。 

（Faを含めた）関係職種の話合いの場（カンファレンス） 

経口移行への準備（口腔体そう、マッサージ等） 
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専門職との連携 

摂取機能レベルに応じた食事形態はある程度は整っていますが、内容をもっと豊富にしていきたいと

思う。 

個別に合わせた食事形態の提供 

・スタッフの人数 

・多種職種の配置 

施設内で経口維持や経口移行を実施できるチームを作り、食事形態作りから、検査、モニタリングを

専門にやれる数名が必要であると思われる。 

設備・態勢 

食事介助の方法について、勉強会や研修が必要と思われます。 

口腔ケアの委員会を立ち上げたものの、相談できる歯科医師や言語聴覚士がおらず、現状なかなか前

に進まない。 

・リハビリ職員の充実、OT、PT、ST 

・介護職員がゆとりを持って介護できる。 

・胃ろう造設者の受け入れ 

・ソフト食の実施 

・栄養士の業務改善 

中心となる看護師、管理栄養士が共に忙しい職種である。管理栄養士は栄養ケアマネジメントも一人

で行っている為、他職種の協力を得ても多忙。維持の為の食事の特別管理は、管理栄養士が一人で行

なう事になる。 

経口維持等の研修（知識を身につける） 

定期的に専門医との連携がとれる状態にする事 

職員が取組に参加できる状態にする事 

・専門職（言語聴覚士等）が必要。 

・100床で管理栄養士１人では、なかなか難しい。 

法人トップの意識改革（STの雇用や連携施設を探す、経口摂取の重要性など） 

他職種との連携（情報共有が上手くできていない） 

人材の育成。 

職種ごとの作業分担の明確化。 

他職種の協力と嚥下の知識におけるレベルアップ。勉強会等をひらいてほしい。 

取り組むメンバーのチーム性が必要（多職種（全員）が基本ではあるが） 

（NSTのような）→報告は随時全スタッフへ向けて行う。 

VF検査が施設内で実施できると取り組みしやすい。 

人的配置 

各職種の理解・協力 

VE又は、VFの設置、もしくは、STや歯科衛生士など専門職の配置や協力体制があると良いと考えてい

る。（管理栄養士） 

取り組むための人員が足りない。 

専門職も、もちろん大切だが…指導、教育して皆に知識を広めた方が実施（加算へと）広がりやすい

のではないか？ 

依頼できる病院が必要。 

取組に対しての職員間での共有理解、体制づくり。 

胃ろうの受入れは、研修を行い、実施できるようになれば可能だと思います。しかし、経口摂取への

取り組みは誰が指導して頂けるのか。コンサルタントか派遣講師がいるのか…。どちらにせよ複雑で

す。認知症の利用者も増加。事故がおきれば賠償責任…。そんな中でリスク回避できるのでしょうか。 

関連職種の確保、スキルアップ、各職員のモチベーションup 

職員の必要人数確保。 

多職種が同じ方向（目標）へ向かっていること。 

言語聴覚士が常勤すること。 

・相談できる関係の専門職を作る。 

・取組に必要な知識を習得、勉強会等を行なう。 

・キーパーソンを決める。 
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マンパワー不足を感じるため、関係職種の増員。 

患者情報の共有（申し送りの徹底） 

人員 

マンパワー。介護職は慢性的な人手不足です。毎日朝昼夕三食の食事にどれだけの介助力が必要か…。

必要とわかっていてもできない現状です。施設としては前向きでも、取組は実施が難しい。 

施設全体の意識の統一が必要。 

多職種連携の強化 

施設内での統一された方針が定まっていない。 

専門職の配置が必要であると感じている。 

他職種連携はもちろん、栄養士もカンファレンス等に参加し、利用者のモニタリングも日常業務の中

で行える体制が必要だと感じます。 

・言語聴覚士がいない。 

・評価体制が整っていない。 

・胃ろうの人でも状態などを見ながら、昼食時のみゼリー摂取を行っている。 

STの配置、スタッフの訓練、医師によるバックアップ、家族の理解 

・管理栄養士、言語聴覚士の必置化。 

・スタッフ教育。 

・外に出ないといけないため、看護体制を整える。 

・経口維持等の加算に対する職員の意識づけ必要。 

STさんがいれば、より内容のある経口維持、経口移行訓練が実施出来るのではないでしょうか？ 

人員足りてません。管理栄養士１人はきつい。 

言語聴覚士の配置 

アセスメントをタイムリーに行なうと取組件数も加算届出も出来る数が増えるし正確になる。 

中心になって進める人物を教育する機会が必要。 

施設内で他部門との連携、職員の意識が大切。 

理学療法士等の専門家が常勤でいてほしい。 

STがいないと難しい（機能評価） 

他職種との連携をはかり、全職員が経口摂取をするという意義を理解すること。意識づけが必要であ

る。また、胃ろうを造設した経緯を知り、口から物を食べる意義を知ること。研修等への参加を促し

職員の意識を高めていきたい。 

口腔ケアに関連した職員の（専門職としての）育成。 

歯科衛生士や言語聴覚士の雇用の継続（維持） 

設備が無くても出来る事。 

関係職種間の連携の強化。 

家族との理解、連絡調整。 

入居者の高齢化、重度化に伴う、職員（介護福祉士、看護師等）の採用が困難になっている。 

多職種の理解と協力 

機能訓練師のおこなう条件として、必ず口腔機能の評価をして取りくむことというような条件を入れ

て頂きたいです。 

専門職それぞれの意識の向上、スキルの向上が重要だと思います。 

多職種間での検討する時間が限られている為、十分なアセスメントが困難。 

経口移行への対象となる方の選考が難しい。 

VF等の検査を行っている病院との連携が難しい。 

業務の中での関わり方に難しい面がある。 

介護職員が指導をうけ、実施することでケアの向上を図ることを目的とした加算ですが、介護職員が

マネジメントをする為の時間をシフトで作ることが安定的にできない。 

その為、口腔ケアリーダーを看護から介護へ移行できていない。 

他職種協同の栄養ケアマネジメントではありますが、実質、管理栄養士が一人で行っているのが現状

です。人員が増えればやり易いのではないかと思います。 

医師の積極性（リスクのみへの視点のおき方） 

職員の知識向上 

地域の専門職の連携 
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専門職や検査体制の構築が必要 

・看護・介護・栄養士の連携 

・時間の余裕 

・共通認識 

①誰が中心となって進めていくか、施設内でのキーパーソンの選出。 

②関与する職種の役割分担の明確化が必要。 

経口維持・移行は、Dr.の診断、経過観察、VF検査等の設備がないと難しい。経口移行は、ご家族の

要望がなければ勧めにくい。 

食事量が低下した時や胃ろうから経口に移行する時期など、状態に応じて検討する仕組み、体制を整

える必要がある。 

決められた事を伝達し、皆様同じ方法で行なう。 

言語聴覚士あるいは嚥下評価を行う職員を増員する。 

STの協力 

ST採用（中心となっていくキーパーソンが必要）（嚥下機能の評価） 

入所者は勿論の事、ご家族、働く職員への理解を深める必要がある。 

指示書や同意書をとる期間が短い。 

経口維持の取り組みは、特養では必要なくなるような利用者は全くおられないのに（胃ろう造設以外

はない）、一時的に必要な方はまれ。 

・研修会への参加。 

・施設内勉強会等で、それについて学ぶ事が必要か。 

VF・VEができる環境であれば良いが、お金をかけられない。 

VF・VE代は利用者負担でよいとされているが、加算は施設に入るわけで、本当に利用者によい仕組み

になっているのか不明。 

メインで取組を行う人員の確保 

評価の統一 

特に特養では言語聴覚士がおらず、歯科医師や衛生士も訪問の方であり、必要である書類の作成が負

担になってしまうことが予想され依頼できなかったり、固定の専門職がいない事も取り組みにくい条

件となっています。 

継続的なVE/VF、評価、診断の可能な医療機関との体制づくり。 

他職種にむけての研修等。（必要な知識を共有する） 

嚥下評価（VF・VE）の実施の為のHPとの連携。 

加算の周知、必要性の周知、メリットの周知、書式の作成 

関係する専門職が必要。又、中心となって進めていくまとめ役が必要。 

検査をする体勢づくり 

専門職間の認識の違いがある。制度としてもっと明確にわかりやすく現場単位で広めていく必要があ

るのでは。 

胃ろうの管理方法や経口摂取併用への理解に関するセミナーがあると施設の方針も変化しやすく、安

心して取り組める気がする。 

加算を取るためには、めんどうなことが多い。食事を口から食べることはあたり前のことである。と、

思っている。そんなたくさんの条件が必要であろうか。 

医師の協力と理解 

それがわかれば、もっと成果を上げる事ができるのかも知れませんが、しいて言えば職員の協働の結

束力とかマネジメント力とかでしょうか。 

・口腔機能、嚥下機能向上の指導ができる専門職の設置。 

・取り組めるだけの人材の確保、時間の確保。（他業務が忙しい） 

専門的な検査（水のみテストなどの機能テスト）が行える医療機関との連携。 

多職種間の連携と記録の整備 

職員は積極的に行って行きたいと考えているが、歯科医が協力的でない為、情報も得られず、VE/VF

検査も行えない為、加算には取り組めていない。 

・STが常勤でなくてもかまわないが、いること。 

・VE/VFが実施できること。 
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1.研修→モチベーション高める 

2.施設の方針をしっかり定めて、ソフト食やゼリー食の対応を出来る様にする。 

3.STの仕事に対する他職種の理解と施設管理者のその必要生に対する理解不足がある。又、胃瘻を10

人みたらの在宅復帰加算条件は矛盾がある→胃瘻10人確認保持の気持ちになると思います。 

医療機関との連携が必要。 

VE、VF、水のみテストなど中心となりすすめる。 

キーパーソンがいない。勉強が足りない。VE、Vfなどの協力してくれるところがわからない。 

加算に関わる業務のフローチャートを作成し、関係職種の役割を明確にした。 

嚥下訓練を行うにあたり、専門職に携わって欲しい。言語聴覚士の派遣等。 

専門職充実 

多職種協働で取り組む。 

・摂食嚥下委員会やNSTなど他職種で定期的にカンファレンスを行う場を決めないと対象者のピック

アップや取組内容の検討等、なかなか行えない。 

・勉強会等行い、職種間の意識を縮める必要がある。 

専門のチームなどを養成し、行う必要がある。関心のあるスタッフが少ないのが難点である。 

中心となっていくキーパーソンの存在と体制がとれる勤務 

STの配置、十分な排痰、医師への報告が迅速に行われるナースの配置。VF、VEが実施出来る連携病院

の調整、家族への理解と同意。 

・職員への理解と周知の場 

・各専門スタッフの連携や計画書、評価表のひな型 

看護職員の増員 

食形態を変更する際に、カンファレンスは行っていますが、療養食以外の方は医師が関わっていませ

ん。どうしても本人・家族の認識が足りてない様に思います（食事中の観察など行わず、本人の意志

を尊重(？)し、具合が悪くなったら対応(医療処置)との意識が強いと思います）。180日のみ加算期

間の為、施設側も家族・本人への取組が説明し難いと思っています。 

・看護師不足があり、看護師の増員により、取組も違ってくると思います。 

・水のみテストが出来る人がいない（職員）。 

嘱託医だけでなく、歯科医師の協力を得ることの出来る環境整備は難しいと思うが、そこに取り組ま

なければ第一歩にもつながらないと感じています。 

ケアは行っているが加算になると評価など条件が多く、取組が容易でない。 

具体的な算定条件（書式やすべきこと）が不明。→他業務と兼務して行うこと（書類を整えること）

の負担重い。 

 

（３）その他 
様々な取組をする上で、常駐職種以外の手が必要となると、その報酬と求人の問題が大きく、又、費

用対効果も望めないので取り組めないのだと考えます。 

痰吸引の検討委員会などで、話し合いの場を持っているが、新しい取組など、今ある業務に取り入れ

る事ができる事柄に限定されている現状。 

水飲みテストなどは指示が入らない認知症の方には使えず評価ができません。（→しかし実際嚥下困

難の方は意思表示できない、意志疎通不可の方が多いです。）実際は、とろみ水などを口に入れ反応

を見るわけですが、これで評価になるのか疑問です。判定評価が難しいです。 

経口維持をするには、一般食だけでは難しく、栄養補助食品やトロミ剤等の費用がかかります。経口

移行をするにはPEG栄養剤と食事との併用で費用がかかる期間が発生しています。加算をとるとらな

いにかかわらず、現場では状態に応じて維持や移行はしていますが、加算を算定するためのVEやVF

の手間、加算点数の少なさ等なかなか算定できない。 

もっと、人員、体制を単位で評価して欲しい。評価が、苦労の割に低すぎる。 

特養で何年も胃瘻にしている人や、どうしても、施設でいろいろ試しても嚥下できなくて、胃瘻にし

た人が、経口移行できることは、ほとんどない。一時移行できても１～２年後には、再度胃瘻の必要

性が出てくることが多い。 

慣れてしまえば問題ないのかもしれませんが、労力のわりに加算が低いという印象です。近隣の施設

も15ぐらいありますが、算定しているのは１施設のみ。実施しているところからも、大変、加算の点
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数が低いとききますし、そう思います。今回のことに関わらず、栄ようの加算が低いというのも管理

栄養士の立場、モチベーションを低くしているのではないでしょうか？ 

認知症、精神関連の疾患などに罹患されている利用者の嚥下機能の評価は難しい。家族の理解なしに

は実施できない。 

リハビリ病院でVE施行し、他職種がかかわって経口摂取可能と判断されても、当方入所後すぐに嚥下

困難になるケースも多く、判断、モニタリングのむずかしさを感じる。 

家族や医師は胃瘻が安全という根強いものがある。その人たちに知ってほしいことがたくさんある。 

昔から、経管外しを当たり前に行ない、常食への取り組みもしている事から、事務がどうしても手間

に感じる。 

本気で利用者の事を考えていたら嚥下訓練をしたい人には「回復期」という期間だけでなく医療点数

を付ければ良いと思う。機能回復が難かしいと切り捨てているのにかかわらず、介護施設にたいした

リハビリ時間もないのに経口維持をしろというのはおかしいし無理。この現状では、経口維持がうま

くいかないのはあたり前だと思います。本気でやるならSTの配置義務または、それに変わる政策を。

ただ、利用者のニーズがあれば…。 

現在、経腸栄養の方で経口移行への可能性がある方がおられない。何年も経腸栄養で生活されている

方が主で、呼びかけに対してや、口腔ケア等でも反応がなく、嚥下テスト等もしてみたが、対応する

までに至らなかった。※１年半程取り組みした方もいたが経口移行はできなかった。 

各職員がモチベーションを上げてほしい。 

栄養ケアマネジメントにより栄養士が食事についての担当者と思われるようで、看護師の積極的な取

組姿勢が得られにくい。 

じょじょに機能が低下している利用者に対し、VE/VF検査だけでもリスクは高く、検査のみでの評価

も難しいものがある。現在は口腔ケアに力を入れる等の、日常生活の中での経口維持に力を入れてい

る。 

認知症の重度化、老衰を迎えている方がほとんどである特養においては、口腔機能の維持向上は、な

かなか実感として感じられる面が少ないと感じます。できるだけ経口でというのが、ただ無理強いし

ているだけとならないような施設の方針。職員教育が不可欠かと思います。 

栄養ケアマネジメント加算を導入してから日が浅い為、余裕がありません。しかし、嚥下力の低下さ

れた方は増える一方で、まだまだ力不足を感じる日々が続いてます。もう少し慣れたら経口移行を考

える必要があると思っています。 

書類が多く、以前はケアマネジメントをしていたが、記録に毎日追われてやめました。何もしていな

いわけではないが、利用者が重度化していくなかでもっと人間対人間のつき合いができればいいと思

う。 

経口維持や口腔ケアを行う事で肺炎のリスクが軽減する事ができた。胃瘻増設の件数も減少した。管

理する事で栄養状態の改善はみられるが、ADLの低下は防ぐ事は難しい。 

出来る限り食べれるよう努力しておりますが、誤嚥のリスクが大きすぎると思われます。一度、家族

様と大問題になった事があり、その後はお一人お一人の家族様と話を何度もしながら最善の方法を考

えております。 

施設栄養士は１人しか配置されていない場合が多く、その中には事務所も一般事務と同室で専門業務

以外の仕事を負担させられる事もあると思われます。また給食関係の仕事もあり仕事量が多すぎて個

別の栄養ケアマネジメントに時間を置けない。 

現在胃瘻の方９名のうち、１名が昼食のみ経口摂取できるようになった。しかし、その他の方に関し

てはやはりVE検査等を経てみないととりくむにむづかしいと感じる。 

経口維持又は経口移行の取組を要するレベル以前の全入居者への全般的な口腔ケア向上のために口

腔機能維持管理体制加算の算定単位数が低すぎる。 

老健は在宅復帰支援と、ベット回転率のUPを目指しています。生活習慣病の増加と共に、施設でも病

院と同様、在宅復帰時に栄養・食事指導の必要性を感じますが、施設における栄養指導加算はなく、

退所時指導書の一環として扱われているのが現状です。施設管理栄養士は一人体制がほとんどで、業

務量も多いのですが、利用者様が安心して長期間在宅復帰頂く為には個別の栄養・食事指導は重要で

あり、それに対する評価（加算）も考えて頂きたいと思います。 

経口維持加算に関する書式の様式、評価の期間など分かりにくい部分もあった。 

そもそも胃ろうにしなければ助からないというような「医療」側と生活援助を行う「介護」側とにギ

ャップがあるように感じます。 

移行加算については、高齢者にはむずかしい。食事摂取に時間かかり少量しか食べれない。体調不良
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になるリスクが多く危険がともなう。認知症が進行して寝たきりの覚醒状態の悪い方に経口摂取は困

難。胃ろう造設者で、おたのしみ程度で経口摂取している方が１人いるが、胃ろうを取る取り組みは

していない。あくまでもお楽しみ程度（おやつ）。栄養は胃ろうから取る。 

現在は法人内の他施設の厨房の指導もしているのでそこまで手がまわっていない。 

現在、協力歯科医院が往診で来所されています。口腔ケアに関してのアドバイスはいただいています

が、入所者全員のケアにはいたっていません。専属の歯科衛生士がいればと思いますが、なかなか人

件費の関係上雇用できない現状です。 

経口維持・移行加算が算定しにくい理由として、急性期または回復期を想定したようで、特養ではな

かなか対象になりにくいように感じています。 

小規模の施設では、常に専門職（歯科医師、言語聴覚士）がおらず、判断や評価がしにくい。またVE/VF

の実施も困難である。算定の単位数に比べ設備しなければならない面（体制や書類関係等）を考慮す

ると現実、算定は難しいと感じています。 

どの職種も、安全に、おいしく食べて頂きたい、最後まで口から食べて頂きたいと願っていると思い

ます。多職種協働が必要な条件だと考えます。 

書類作成におわれ、大切なことができない。 

医師との連携やその他の面でもなかなか積極的に行えないのが現状です。 

少しでも長く、無理のないように、美味しく安全に口から食べて頂けるよう日々努めて参ります。 

経口移行については、職員の理解が必要であり、誤嚥のリスクを抱えながら行うことは、現場スタッ

フの業務負担と考える傾向にあるため厳しい。食事介助が全員にできる人員基準にないのも消極的に

なる要因と思えるが。 

経口維持も経口移行もしていますが、記録が作れないため算定できずにいます。 

医師は、経口移行に積極的でないため、食事量をupすることなく、経口移行を中途半端で終了するこ

とに悩みがある。 

入所者の方が入院した場合、医師の指示でご家族と相談して胃ろうを造設している現状であるが、嘱

託医と入院先の医師との関係があって、経口移行等、難しい面がある。 

人の死のあり方として、治る見込みのない高齢者に対して経管栄養という方法をとる事自体、尊厳あ

る人の死とは思えない。人間は必ず死ぬし、食事を口から摂れなくなったら、死期が近いのだと思う。

（勿論、これは個人的見解であるので、経管を望む家族には病院へ入院することをおすすめしてい

る。） 

管理栄養士が１人で130人分の計画書を作成しています。スクリーニング、アセスメント、モニタリ

ングと正直書類の量が多く、大変です。私の施設だけでなく、同じように思っている栄養士さんは多

いのではないでしょうか。 

この検査をするのにはコストがあいません。 

利用者様に経口摂取を継続してもらうためのケア計画を別途まとめ、帳票に残す（経過記録や検査記

録など）業務だと思っています。 

高齢になるとむしろ食事摂取に問題がない状況がまれであり、極端に言えば、全員が対象と思える程、

介助、見守りが毎食必要となります。 

実際に同様のケアを実施していても個別のケア計画に記録を残せなく、算定出来ない場合が多いで

す。点数の事はあまり言いたくありませんが、必要な記録を整理し、チェックする事で残業が増えて

も、それをカバー出来る程の点数ではありません。要はやる事の割に点数が少ないです。 

当施設は、常勤のSTがおり、業務分担も出来ますが、それでも現状で栄養士１人で調整するのはとて

もハードです。180日以上継続が増えれば、１ヵ月毎の評価になるため更にハードになります。また

当施設は独立老健のため、移行やⅠについてはあまり算定が出来ていません。地域の病院との連携に

も課題があります。書きすぎですね。申し訳ありません。 

加算算定条件の緩和 

ご家族が胃ろうからの経口摂取を望んでいなければ、経口移行加算は算定できない。 

当施設では胃ろう造設者の受け入れ体制が整っていない為、経口摂取が困難になった方への対応に限

界を感じる。 

特養では、医師が常勤ではないため、そのあたりの条件や介護施設で可能な算定条件であれば、導入

しやすいと思います。 

全然関係ないけれど、私達の施設職員は本当に一生懸命にいろんな事に取り組んでいただいていると

思う。それによって介護４→介護１になったり、介護３→２へ良くなられた方はたくさんおられる。 
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だけれども、報酬はかなりへってしまう現実がある。もっと頑張っている職員が報われる制度になれ

ばいいのにといつも思う。 

以前、他の老健で働いていた時は、経口移行加算を算定していましたが、算定期間が過ぎても取り組

みは継続していたと思うので、その施設の意欲や方針にもよると思います。 

水分にとろみをつける、ミキサー食をソフト食に変更して提供する等の対策程度しか現状はできてい

ません。言語聴覚士もいない、ちゃんとした検査もできないので利用者様に危険が伴い、水のみテス

ト等の判定も困難である。介護老人保健施設等のリハビリ施設で、嚥下のしっかりしたリハビリは困

難なのではないかと思われる。（技術的にも当施設では現在困難であると思われる。） 

現在ある制度で取組めると思うが、介護現場の人員不足が解消されなければ、他が全て揃っても進み

にくいと思う。 

しかし、やらなくてはいけないと思うので、25年４月からは、訪問歯科に協力をいただきながら、書

類を揃え、管理栄養士中心に開始していく予定。 

専門医との連携が困難 

当施設では、看とりをしていないため（点滴も殆ど施行していない）ギリギリのところまで経口摂取

を続けています。しかし、これ以上どうしようもなく栄養や水分が摂れない方に関しては病院受診後、

入院となるケースが多いです。脱水が改善されて再び経口摂取できる方もいますが、そのまま退院で

きずに施設を退所される方もいます。現在、加算算定はしていませんが、胃瘻の方で１名朝夕経管・

昼経口摂取を行っている方がいます。（施設長より、算定はしなくて良いと言われた） 

現在、経口維持に関して全く取組を行っていないという事では無く、食形態の変更等、入居者様が安

心安全に食事が摂取出来る為の配慮は常に行っています。 

栄養ケアマネジメントをはじめ、このような管理栄養士主体となる加算関係は他職種への周知・理解

が低く、協力を得るのが難しい状態です。CMが主体となりケアしていくので、CMの研修等に、このよ

うな他職種の加算について学べる場が必要であると感じます。 

ゆっくりと食事介助できる環境つくり（職員数やハード面） 

入所者のADLレベルが低く、ターミナルも多い中、栄養補助食品を使ったり、点滴を実施したり、経

口摂取不可の利用者が年々増えています。 

移行は過去に取り組んでいました。 

口から食べれる事を大切にしたいです。家族・本人もとてもよろこんでくださいました。 

医師がもっと理解されればよいのですが、高齢のためなかなかむずかしい。 

専門職（ST）の指導、評価があれば何人でも取り組みます。 

経口維持や移行に関する取組は独自の取組を行っています。しかし、加算に関しては要件が細かすぎ、

介護に対する人材不足の中、業務の繁雑化が避けられず、加算に対しては消極的である。 

医療に対するケアには、専門性が非常に高く、介護施設ではスタッフがそろえにくい現状があります。

今後も、こうした医療に対する問題が解決できないと、加算への取り組みがすすまないと考えていま

す。 

年々嚥下機能が低下していく入所者様が増加していますが、訓練をしようとしても認知症のためでき

ない方が多く、改善が困難。 

個々の嚥下状態に合った食形態を提供しているが、加算はしていない。 

機能評価や誤嚥性肺発症、事故への不安がある。 

口から食べられる喜びを永く続けたい。施設職員はその気持ちを大事にしています。しかしながら、

経管栄養となった入所者の方が突然入院先から退院してきます。（医者から勧められ家族が同意）こ

のような事実が最近多くなってきました。その全てがそうとは言いませんが、時期尚早の方もおられ

ます。非常勤といえども配置基準の無い歯科衛生士を雇用している特養の努力も判って欲しい。 

経口摂取への取り組みをすれば、その分経費はかかる。トロミ剤等の導入も必要となれば、施設もろ

出し分も増える。そのような面での割に合わない矛盾が生じる。 

人手不足 

VE/VF検査が一般的に身近でない。 

検査費を家族に負担していただくことがむづかしい。 

デイ希望される利用者にも栄養指導を行っているが、算定となると基準が現在ないので、ボランティ

アとして行っている。 

※ケア計画はあるが、業務的に介入するのが難しい。 

加算を作っていただくのはとてもうれしいことだが、それをどのようにして取組めば加算がとれるの
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かを専門家だけで理解されているので、現場に出てなぜ加算が増えないのか体験されてから今後の加

算との新設を行ってもらいたい。 

経口移行・維持のどちらにしても、経口からのみの栄養摂取で栄養状態を維持するには非常に難しく、

看取りの時期なども考慮すると実際に算定するに至らないことが多くなってしまいます。 

STの配置があれば管理栄養士１名でもできるのですが、STが不在の所は難しいと思います。配置人数

の検討をお願いしたいです。VF等なく見た感じで判断、評価していくのはリスクが高いと思う。誤嚥

性肺炎の既応の方への対応は、これから増々多くなると思います。 

年々入所されてくる利用者の介護度は上がり、嚥下機能に障害のある割合も増えている。 

高カロリー輸液等、実質行えない老健で利用者が生活を継続してもらうには、嚥下障害のある利用者

に対しフォロー出来る施設全体の技術が必要だと思います。 

嚥下障害のある利用者個々のプランを作成実施していく事で、障害に対する意識を持ち、１つの作

業・介助の方法で誤嚥を防ぎ、経口摂取の維持が可能になると思います。 

入所されている多くの方が、継続して経口維持の取り組みが必要です。 

しかし、180日を超えた場合の算定要件の困難さもあり算定出来ていません。 

180日の制限の廃止を強く望みます。 

特養などの老人福祉施設は病院ほど設備が整っていない。けれど、算定が必要な方もたくさんいる。

限られた中でも、様々な取組ができるような基準にしてほしい。 

今後、施設で出来る範囲で経口移行への取組を行っていきたいと考えています。 

回答できる範囲で書かせていただきました。申し訳ありませんがご了承ください。 

食べられなくなってしまった人を食べられるように支援するには、まず、食べられる口づくりが重要

であるが、日々の口腔ケア、口腔マッサージがきちんと意味をもってできているかが施設での問題で

ある。CWがアプローチの仕方や、あきらめず、根気よくケアにあたることができなければ、利用者の

経口移行や維持はできない。「口を開けてくれない＝拒否しているから中止」、「時間がないから、

やってられない」等… 

他施設の事例発表の研修会等があれば参加したいと思います。 

安易に経管栄養に移行する事は防ぎたいと思います。 

※栄養ケアマネジメントに関しては、経管や胃ろうの対象者は栄養士の指示と言うよりDr.の指示に

なっているので、あまり必要性を感じない。また、２週間や１ヶ月のスパンでの見直しは必要でない

と思う。それほど変化する理由でもない。かえって経口摂取の方の方が変化がはげしいようにも感じ

る。 

何のためにこんなにハードルを上げるのか…何やってるのか、時々わからなくなりそうになることが

あります。 

経口維持が難しくなると、胃ろう造設はせず、看取りになる方が大多数をしめています。 

造影検査・内視鏡…密に連絡のとれる病院とのコネクションがないと難しい。日帰りで検査してくれ

るところがあるとなお良い。（入院中にレベルが低下する可能性あるため。） 

・経口摂取できるよう義歯の調整等随時行なっています。 

・形態を変えて提供しています。 

加算が取れる取れない関係なく、利用者様に対し誤嚥なく安全に摂取して頂く取り組みは変わらない

ので、もっと簡単に加算が取れるようになって欲しいと思います。  

なし 

口腔内環境を整えないと摂取に進めない。 

口腔ケア用のグッズは個人持ちだと古くなっても新しい物に変えにくい場合がある。 

職員がスムーズに行えられる様、施設側で用意し使っている。加算が無いと施設側から家族負担にす

るように言われそうで困る。 

最期の瞬間まで経口摂取を試みているが、HPに入院することで、経口摂取は不可能であると判断され

ることが多く、ENT時に胃ろう造設を余儀なくされてしまう。 

医療的視点と介護としての視点、考えに差があることで。 

管理栄養士が配置されているが、経験不足の為、加算を取ってません。 

胃ろうについての議論が為されている今、経口摂取の意義を改めて考える必要があると思う。今後、

ソフト食の導入等、積極的に経口維持、経口移行へ取り組んでいきたいが、施設として職員全員に関

知させ取り組むには、まだまだ職員の意識改革が必要だと感じている。 

嚥下機能を検査し評価できる専門職と設備が必要と感じる。たとえばVEやVFをする医者とか。 
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維持加算の評価として「水のみテスト等で誤嚥が認められ…」とあるが、評価の度に誤嚥すると分か

っていて水をのませるのは危険。肺炎のリスクはないにしても、ムセるのは患者様にとっても苦痛。

その後の食事摂取にも影響が出る。他の方法もしくは定義をゆるくしてほしい。 

算定のための研修会等あるとよい。（管理者向け、従事者向け等） 

回復期や褥瘡改善のため、栄養補助食品を使用しているが、単価が高く、食材料費を圧迫しがちであ

る為、一部自己負担や補助等あると選択肢を広げられる。 

現状ではエネルギーと蛋白質の補給が精一杯である。 

田舎の施設においては病院・医師も少なく、又、経口維持は特に摂食・嚥下機能評価もできないため、

経口移行期間を（加算）もう少し延長してもよいのではないかと考えます。 

どんなに頑張ってもそれに見合う報酬がないと、取り組みはできません。 

普及しないのは、基準のⅠは要件は高度すぎる、基準Ⅱは点数自体が低すぎるので、取り組みにくい。 

多職種協働にて取り組みが行えており、問題ありません。 

栄養士が１名しかおらず、厨房も人が足りず厨房業務もやっており、発注業務、栄養ケアマネジメン

トもすると、それだけで精一杯で、経口移行の取り組みまで手がまわらない。 

日々、食事中の利用者の状態の変化を観察し、その人にあいそうな食器やスプーン、食形態など随時

検討し、本当にそれでいいのか毎日勉強が必要だなぁと思いました。 

管理栄養士の配置が入居者100人まで１人で良いとされていますが、業務量が多く大変です。現在、

業務量が多く大変な為に算定していない訳ではありませんが、個人対応等、業務は複雑になってきて

います。 

取組に対する手間は加算にて評価されますが、業務量には限界があります。管理栄養士の配置基準の

見直しが必要かと思います。 

・胃ろう造設され入所するが、経口可能となり経口へ移行する時の家族への説明・理解をもらうまで

の取り組みが大変。（胃ろうチューブを抜去する段階で家族の不安が強く、なかなか抜去できないケ

ースがある） 

・経口摂取が困難な状態でも経口摂取を続けてほしいと家族から希望されると、半強制的に食事介助

している側のストレスも大きい。家族への説明・理解してもらうむずかしさを感じる。 

特別養護老人ホームでは医療やリハビリを行う施設ではないため、安全面を考えると、なかなか経口

移行など実施できていない。 

やはり、加算は少ない金額としても、やっていきたいと思います。しかし、口腔維持加算は、時間・

手間・リスクも大きいのに、加算額が…。取らないと消えるのもわかってますが…。 

維持加算Ⅱを取っているが、実際は加算Ⅰに相当する様な方々である。VFをしてまで取らないといけ

ないのかという疑問も多いにあり、その他評価の方法なども複雑である。もう少し簡素化に出来たら

良いと思う。 

医療的な検査を要すること、専門スタッフを育成しなければならないこと、他、加算の算定条件を満

たすのは、大変なことです。 

加算算定期間の180日をすぎると２週間から１ヶ月になりましたが、ご利用者様は、高齢で状態が低

下される方がほとんどです。取り組みを継続しなければ経口摂取が維持できません。このようなこと

から、期間の延長（180日を終了後、更新しても180日ある等）や、評価について（水のみテストで評

価することで更新できる等）取り組みが継続しやすいようになればと思います。 

すべての病院で、経口移行の協力がえられるわけではない。胃ろうをするにあたり、はやめの移行へ

のとりくみが必要と思う。あまりにも安易な胃ろう造設には、ギモンを感じる。 

書式の様式が出ていましたが、簡略化されると、業務負担がないと思います。 

算定している方に提供している食事は、ソフト食、ミキサー食等、調理作業で手が掛かる形態を提供

している。その調理作業も、評価していただけるような制度があると良い。 

専門的な評価のためSTを配置できると良いと感じることがある。 

医師の理解が必要と思われる。誤えん性肺炎になると、直に胃ろうを進められる。医師への研修や指

導や倫理的なことも含めて指導してほしい。 

介護・療養病棟において、該当する患者様が少ないため、算定がむつかしい。 

施設からみると、経口可能と思われる利用者が、入院することで経管になってかえってこられるので、

すぐ経管にはしないでほしいと思う。一時的に行ったとしても、退院前には経口に移行させるなどの

対応をしてほしい。 

経口維持管理と療養食は目的も異なり、取組む内容も異なるにも関わらず、どちらか一方のみの算定
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はおかしいと思います。是非、同時算定を認めてもらいたい。 

VF/VEはある程度理解力がないと（指示が通る利用者）実施できないと言われ、その為に家族が付き

添って病院に行くのも困難（家族も高齢の為）。 

各ユニットに１人のリハビリ職員の設置が必要と考えます（利用者の運動機能の改善と維持が必須）。 

同地区では取り組んでいる施設が少ない為、不便を感じる。また医師の理解のない方も多い為、実施

対象になっている方でもできない事が多い。 

ごえん性肺炎のリスクを伴うため、医師が常勤でない施設は看護師、栄養士、介護士への負担が大き

い。 

全ての職種において、経口維持加算があり、その必要性の勉強や理解が不足している状況にあります。

これから行っていくべき課題として考えているところです。 

経口維持加算Ⅱは180日が限度で、それ以降は毎月医師の指示が必要となり、医師への負担や事務量

増加となる。単位が低く、手間ひまを考えると算定しずらい。 

・他の業種も多忙であり、又人手不足もあり、日々記録に追われています。 

・報酬の減少により、人員確保も難かしい状態です。記録がこれだけ必要なのかと、日々思っていま

す。栄養ケアマネジメントや経口維持等、必要最少限でもよいのでは…！ 

食べる力や栄養は、高齢者には大切です。食事工夫やきざみを評価し、食事を提供する事に加算を認

めて欲しい。 

無駄と思える様式に振り回され、事務的な時間が長くなっていることと、「栄養ケアマネジメント」

が施設によって持つ意味が変わってくると思うので、施設の形態に合わせた、自由な発想が活かせる

制度であり、加算を考えて頂きたい。 

経管から経口に移行するためには、医師や歯科の評価、言語聴覚師等の指導、看護師による確認等々、

チームでの取りくみが必要だと感じています。 

少しでも長く経口からの食事を行っていきたいと思いますが、なかなか難しく、今後他施設でのとり

組み等を学びたいと思います。 

VFなどの検査の他に、色々と評価のための検査を病院でする際に、ご利用者様に身体的と精神面でか

なり負担となる…という声をよく聞くため、強くすすめることが出来ず、施設内で出来る形での経口

維持・移行となっている現状です。また実施する際、１人の方に対して時間がかかりすぎてしまい、

他の業務に支障が出てしまいます。 

当施設では、施設長を始め「胃ろう」に対する考えがはっきりとしていまして、「反対」です。本人

にとってそれがよいのか、又自分達が高齢になった場合、「胃ろう」はしないで欲しいと思うスタッ

フが殆どです。 

・多職種の連携は不可欠である。その際のケアプラン変更、栄養ケアプラン変更、モニタリング量等

を鑑みて、負担は大きい。 

・胃ろう造設の希望者は以前に比べ少ない。よって経口維持の対象者は増えており、これらの加算は

必要と感じている。 

栄養ケアマネジメントにおいて、口腔ケアの果たす役割は非常に大きいです。“食べられる口”が整

って、はじめて栄養摂取が可能になります。継続的に利用者さんの口腔ケアを担当し、食事場面に関

われる歯科衛生士の配置が制度で認められるよう、強く願います。 

・専門知識を持っている職員（嚥下訓練について） 

・嚥下機能の評価、検査が容易にできること。（受診でVF・VEの検査をしてくれる病院も限られてい

る。） 

歯科Drとの協力が必須なので、なかなか取組めないのが現状です。評価していただけるDrが訪問診療

歯科として協力してくれる予定であるので、期待したいと思います。 

当院入院中で胃ろう造設患者さんは、意識障害（Ｍ）の方がほとんどです。うがいや発語のできる患

者さんには、看護スタッフが嚥下訓練をして、おやつ程度の摂取ができるようになった例もあります

が、栄養面から完全移行は難しく、又関われるスタッフも少ない。取組を進めるためには、まずスタ

ッフ配置の基準を増やすことだと思います。そして加算をつけ、経営スタッフがやる気になることだ

と思います。 

VE/VF検査を受けるにあたり、家族への説明が難しい。（費用、利用者にとってのメリットなど） 

当院は認知症の患者様も多く、普段は食べられるがVF検査となるといつもと環境が異なるので、拒否

があったり食べられなかったりと、難しい点があります。 

また、VF検査予定していた日に体調不良となり、180日超えてしまった場合、算定を中止しなくては

いけないのか等迷います。（特に経口移行の場合、中止してしまうと次から算定できなくなってしま
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うため） 

食費代だけでは給食経営は困難である。 

時々、経口移行を希望されないご家族がいますが、ご家族がご希望されてもご本人の意志が伴わない

こともあります。制度が進み職員のモチベーションは上がりますが、ご本人に食べる楽しみを思い出

していただくにはどうしたら良いか、いつも考えています。 

維持加算（Ⅱ）180日越えて算定する場合の評価が２週間毎であることが、業務上負担になっている。

（水のみtestを行っている） 

リハビリ関連の職種がいなければ、リハビリの実施、定期的な評価が難しい。 

食事と共に、口腔に関する専門家の設置は必須だと思われる。 

・嚥下食をソフト食（プリン様）に切り替えることで、誤嚥性肺炎で入院する方が激減し介助もし易

くなった。 

・経口移行加算については、家族からの強い要望があり嚥下に問題が無いことが解っていたので（精

神的なことが原因）取り組んだがもう一歩のところで元の木阿弥となったことがある。 

・経口移行については、よかれと思ってやった食事中の事故で訴訟を起こされる時代、この状況下で

リスクを冒してまでやることは考えられない。 

・胃ろうを造設される時に、「もう二度と口からは食べられない」と言われている方が多く、家族が

食べることはできないとあきらめてみえる。造設時の説明不足。 

・経口移行に取り組み、誤嚥や肺炎をおこしてしまった時の責任。また、１度肺炎をおこしてしまう

と、家族があきらめてしまわれる。（入院先の先生に遠慮される） 

・入院先等で、専門知識のない看護師による不用意な発言。 

医療サイドで、一時的に食べられない方に安易に胃ろう造設すべきではない、と思います。再度、医

療サイドで評価して経口移行し、そのフォローとして特養につなげるのが安全と思います。 

さらに、認知症がある80歳台以上の方への胃ろう造設は、マイナス面も含めて家族と話し合う必要が

あると思います。当施設の対象者をみていて、そのように感じています。 

経口移行への取組は、福祉施設では困難（常勤の医師や言語聴覚士がいないなど）。医療に任せるべ

き。 

栄養ケアマネジメントで、リスク分けのBMI18.5は必要だろうか？ その人にとっての適性体重があ

るのでは？（高齢者の場合） アルブミン値の3.5も厳しい。中リスク者・高リスク者が多くなり、

モニタリング期間が短くなるため書類の作成に追われてしまい、本来の業務がおろそかになってしま

う。 

対象者は多くない。経口摂取を続けたくても吐き出される等して進まない。開口拒否の方もいる。状

態が悪くなれば胃ろうもしくはTPNになってしまう。医療区分等の区分の問題（医療区分１の割合等）。

業務が忙しく、胃ろうと経口の併用を図って胃ろうを造設しても、結局は放置状態で経口摂取の取組

はなされていない。 

経口摂取について、訓練理由（原疾患など）が様々で、高齢者の場合、又低栄養を防止するなど目標

改善を目前に取り組むが、ケースバイケースの事例など、粘り強く取り組める環境を確保するだけで

も苦労が多い。上記制度面の支援は不可欠であると痛感する。 

利用者の嚥下状態をきちんと把握できれば、その方にもっと適した食事が提供できるようになるので

はないかと思う。 

当施設では週一回、STの出勤する日があるが、それ以外の日で嚥下の評価をするのがむずかしい。評

価できるスキルを身につける必要があると感じている。 

家族としては、口から食べれる事は大事で、本人にとって良いと思う。しかし経口移行などの取組で、

万一肺炎になったりムセたりして本人が苦しむのであれば、このままで良いという考えの方がいらっ

しゃいます。 

経口維持加算と療養食加算が同一利用者に算定できないのはどうなのかと疑問に思います。実質、嚥

下困難な方に適した食事提供（食形態、とろみ剤使用など）を行ないながら、カロリー制限、塩分制

限のある食事の対応（糖尿食、心臓食など）も行なっています。実際どちらにも通常の方よりも、対

応する為の費用がかかってしまっています。ご検討をよろしくお願いします。 

病院（急性期HP）から特養へ異動してきたことにより介護保険等の内容についても勉強をしたので、

管理栄養士、NS等においても病院だけでは理解していないこともあると思う。病院勤務とはことなり、

Dr.からの指示の流れの違い、またご家族様への理解等についても今後検討が必要であると思われる。 

経口摂取のみで栄養摂取が可能になるであろう対象者（入居者）が少ない。 

当施設は特別養護老人ホーム以外に様々な施設を併設しており、日々の業務で手いっぱいの所もあり
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ます。今現在、栄養士は私以外いない状態と、給食も委託でないので献立発注、厨房の中に入ったり

ととても忙しく、また、とても仕事的に厨房は大変な為、人材育成もしないといけない状況なので、

本来の仕事がきちんとできていない状況です。マネジメントの数も以前より減らしてもらいました

が、本来は全利用者様にすべきと思っています。 

褥瘡がある方は血液検査をし補食を行っていますが、ターミナルの方など時々疑問に思います。 

訂正ばかりですみませんでした。 

今でさえも食に対する嗜好が強く、いくつになっても、特に体力が落ちた時に好きなものなら食べて

くださいます。今後はもっと食生活にこだわり（個々のレベルに合わせて）をもった方々が年を重ね

て入ってらっしゃいます。その場合に栄養士はどこまで栄養バランスを考えて対応できるかと思う

が、口から飲みこんでもらわないとこちらは何もできません。嫌いだと食べたくないと吐き出されて

しまいます。このような中で集団給食やバランスのよい食事対応は正直言って難しいと思いました。

特に特養という「終の棲み処」といわれている所だからこそ、好きなように食べさせてあげたいとも

考えてしまいます。 

このような返答で申し訳ありません。何かありましたらお手数をおかけ致しますが、お問い合わせい

ただければと思います。 

とりくんでいる施設の事例をきいて、すばらしいとりくみだと感じるが、管理栄養士以外の職種がど

れほど重要視しているかによって、自施設での実施について左右される。 

誤嚥防止の為の食事形態等の検討は、栄養ケアマネジメントにて行っている。 

嚥下機能の評価や検査が専門的で難しい。このことが経口維持への取組が進まない要因ではないかと

思う。 

個々にとろみ具合が違うため、お茶のとろみ、みそ汁とろみ等、個別に対応するための作業が大変。 

栄養ケアマネジメントは、加算が少ない割にはモニタリングが大変である。特に書類が多すぎると感

じている。また、他の加算は不備があるとすぐ返金させられ大変であると、栄養士会でも聞いている。

そんなリスクを犯してまで取得したいとは思わないのが現状である。 

リスクや人手がある割に、介護報酬が低いと思います。 

現実的には経口維持の努力は行なわれている。それに対しての加算がとれるような、実質的な制度の

運用をお願いしたい。 

・雇用する気持ちはあっても応募者はない。口腔ケアのみのために雇用するほど収入もない。 

・事故（誤嚥）による死亡等、訴訟問題が大きく報道され、今は無理をしないようにと思ってしまう。 

・胃ろう（腸ろう）管理で安定すると「このまま現状維持で」という風潮が強く、新たな取組（経口

移行など）の提案が出にくい現状がある。 

・胃ろうを選択するタイミング（年齢）によっても、経口移行の可能性は大きく左右される。 

胃瘻造設してから日数が経ってしまえば、特養での嚥下訓練は難かしいと思います。訓練できる中間

施設を経ての入所であれば、取り組めるかもしれません。 

口腔ケアの必要性があまり重視されていないように感じる。 

介護士も時間に追われ、利用者様のADLを見極めての対応がおろそかになりがち。 

経口維持や経口移行の具体的な取り組み方法についての研修会を増やしてほしいです。 

一部あいまいな点があり、申し訳ございません。 

・トロミ剤の施設負担は大きいが、安全の為に必要である。（当施設は全て施設が負担） 

・経口維持加算と栄養マネジメントの枠組みでは難しいのではないか？〈何故ならば口腔機能と嚥下

を分けるのは非常に効率が不良と感じる〉もちろん嚥下は食事の管理には必須ではある事は理解して

いる。 

経口維持、経口移行を進める際に、相談できる言語聴覚士がいたらよいと思うことがある。 

看護師、管理栄養士で進めていくには不安もある。 

評価が難しい場合、他の病院への受診・検査などでの評価依頼ができるとよいと思う。費用面の問題

も含め、スムーズに受診ができるとよいと思う。 

HPでのPEG造設が早すぎる気がします。 

入院者の傾向から口腔ケアの必要性を強く感じています。 

認知症の方が大勢いる中で、本人の意志確認をとることもむずかしい状況であり、そのことをなくし

て職員サイドで実施することは、いかがなものかとの疑問がある。 

老健は自宅へ帰っていただく目標があるが、実際に自宅へ帰したあと栄養管理ができない環境となっ

てしまうため、居宅栄養管理指導を老健でも行うことができれば、利用者を在宅に戻すことがもっと
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すすむのではないかと考えます。施設での食べ方、嚥下の状態、その方に適したテクスチャーをよく

知った管理栄養士が指導できれば、よりスムーズにできるのでは？ 

経口維持加算Ⅱの水のみテストについて、摂食・嚥下障害がある方に対して行うことに危険を感じま

す。すでに安全に配慮してお食事や水分を提供しているのに、トロミのついてない水でテストするの

はいかがなものでしょうか？ 

経口維持に関しては、常にケアワーカーと連携し、ムセ込み軽減の工夫をケース毎に考え対応し、周

知、研修等々取り組んでいます。御入所者のレベル低下伴い“トロミ”の使用が増えているのも事実

です。これからも軽減のための工夫を行なって行きたいと思います。 

検査方法について。少しの水分でもムセてしまう利用者に対し、水のみテストやVE/VF検査を行うこ

とへの疑問を感じます。 

当施設においても経口維持については、介護職員を中心に必死に取りくんでおり、加算を算定したい

気持ちは強いですが、重度の利用者に誤嚥や苦しみを与えてしまう可能性のある検査を行うことはた

めらわれます。 

口腔ケア関係の単位が少なすぎる。小規模施設では取組んでも謝礼・委託料で赤字になる。 

口腔機能維持管理体制加算及び口腔機能維持管理加算は体制がととのっているものの、歯科衛生士が

いないため現在算定しておらず、ただし今後算定していく方向で検討していきたい。 

なし 

食事形態の検討や摂取状況等、他職種と連携し随時相談行い取り組んではいるが、それが経口摂取の

維持への取り組みになるのかどうか分からない。 

アンケート中に「胃ろう造設者受入れ上限人数」についてあったが（問13）、経鼻も含めた経管栄養

施行者として記入した。（現状…胃ろう２名、経鼻２名） 

自施設は、利用者様の毎日が安全で健康で過ごせれるように、できる限りの経口維持をしていただけ

るように努めています。 

誤嚥のリスクが高い。摂食状況の確認や食事介助に長時間を要するため、他業務に支障が出る。専門

職種が施設内にいないため、最適な支援が出来ているか不安である。 

市や県の実施指導や監査の為に、書類の不備がないよう書類ばかり年々ふえていく気がします。栄養

士ばかりでなく他の職種も書類に追われて入所者さんと語ったり、ふれ合う時間が少ない。 

以前には、経口移行加算を取ったこともあります。最近は、入所中に経管栄養（胃ろう）になる方が

多く、経口では難しく、誤嚥のリスクが高くなり、現状維持の状況です。 

ゆっくりと生活する場として、病院との違いを大切にしていきたいと思います。 

高齢者施設の為、リスク判定のハードルが高く感じる。Alb値やBMIの基準数値に従うと中高リスク者

が増え、なかなか低リスクには戻せないのが現状。 

要介護度の高い入所者が多い為、家族も積極的な栄養状態の改善を望んでいる方が少ない。 

リスクを冒してまで経口移行を望まれるご家族がいない。 

医師は誤嚥のリスク回避を最優先にされるため、経口への移行の取り組みを行いたくとも出来ない現

状です。 

〔去年秋、加算がとれるとの他部署からの要請で〕水飲みテストを管理栄養士が自ら、ドクター、PT

やナース、支相の皆の目の前で実技・説明するように支相から言われて準備しました。 

・経口移行加算を検討した利用者様がH24.10～11月頃に居られましたが、水飲みテストの段階で理学

療法士から水の温度や何ccの水を飲ませていない、首の角度や肩の位置が適切でないから水飲みテス

トは不適格と言われました。水飲みテストについて、栄養士研修会で受けた研修内容と理学療法士サ

イド、看護側サイドからの視点の水飲みテストは、各意見がまちまちで（水の温度は冷水か常温か、

首や、ジセ、ジアップの角度は…）、管理栄養士である私が「あなたは、水飲みテストを知らない」

と支相、PTに言われました。 

何らかの形（研修会やインターネットの情報）で再確認をとって、水飲みテストは私も再検査して、

利用者様にチームの経口移行を行いたかったのですが…。PTの視点とナースの視点からみた水飲みテ

ストの統一テキストがあれば、スムーズにできたと思います。 

対象者がいても算定に至らないケース多い。（関係職種間でのモチベーション高さのちがい） 

対象者がいたら取ります。 

胃瘻のある方が利用されています。経口摂取することが望ましいと考えていますが、痰やごろつきが

みられることが多く、誤嚥のリスクを考えると経口移行は難しいです。 

・PT、OTを中心に運動機能向上のリハビリには力を入れるが、現在の制度は食べる事へのリハビリに

は力が入っていない。施設もSTは不要と言います。 
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・摂食訓練を行いたい対象となる利用者様はいらっしゃいますが、実際問題、訓練を開始するにはVF、

VEを行う連携先がない。施設内で評価できるスタッフがいない。始めたとしてもお１人～２人のため

に職員が１人ついて訓練する時間がないなどの問題があります。 

地域の歯科医師も協力体制は出来ているものの、歯科医師自身もまだ勉強不足なのでと言う理由か

ら、歯科医師自身加算等も行っておらず、歯科治療の必要な方のみ患者として診療の対象となってい

るのみ。 

現在では歯科医師によるVF等も実施されており、今後もっとリードしてくれることを期待している

が、今年で３年目を迎える為、進展したいとは思っているのですが…。 

私達の施設に大学の専門の先生方が来て（往診に）下さいます。見学の方も多いので利用者さんが緊

張してしまいます。アットホームな雰囲気を作り出す必要を感じております。 

VE/VFが必要とされるが、経管へのリスクは、普段の摂食状況を把握することでかなり正確な状況把

握が出来ますし、水飲みテストの信頼性も認められるのではないか。 

ぜひとも取り組みたいと考えてはいるが、医師の協力も必要なので、中々むずかしい。 

胃ろう造設されている方の経口移行を考えた場合、現在入所されている方は口から食べる事が困難と

なり、胃ろう造設となった方なので、現実問題として口から食べるのはかなり難しいように思われ、

医師の了解も得にくい状態です。 

・療養食を算定している方は、経口維持や経口移行の加算算定ができないのも、取りくみ件数が少な

くなっている原因の１つだと思います。 

・また、経口維持Ⅱは、５単位と作業etc.のわりにひくい評価なので、できればさけてとおりたいと

思ってしまいます。 

・これらの加算を算定するなら、管理栄養士を必置配置としてほしい。常勤だけしかきめられてない

ので、常勤パートでしか雇用してくれません。 

年々、重介護で状態悪い方が多くなり、対象者がへってきている。 

算定の単位数が低いので、もう少し高くして欲しい。そうすると取り組みに意欲が出る。 

現在（H23.1月～）は、常勤言語聴覚士が居るので管理栄養士と調整してスムーズに進んでいる。今

後、この体制に変化があると厳しくなると思われる。 

栄養ケアマネジメントを実施するにあたり、具体的な手法の研修など行ってほしい。 

算定上限の180日は何が根拠の日数なのか、よく分からない。 

180日以上は２週間ごとに医師の所見が必要となる。３ヶ年ごとに見直すのではだめなのか。はっき

りいって労力にあわない。 

自分で食事ができるように食事前（昼食時）嚥下（口腔）体操をしている。 

制度ができる前は、対象者の日頃の様子から判断して、まず経口摂取を試してみて良好であれば段階

的に進めて行くことができ、本人や家族からとても喜ばれた事例があった。しかし、今は安易に取組

めない、踏み切れないという感覚がある。 

現在、当施設では経口維持・移行の加算は行っていませんが、食事を食べている入居者の摂取量が低

下をすれば増加させるケアは行っています。 

算定加算は書類が多く点数が低い。また栄養士単独で行うには困難に思えます。 

嚥下機能が低下している入所者が多い現状の中でトロミ剤やゼリー等の購入は施設負担も多くなっ

ています。その中で加算単位数が低い事は改善してほしい課題です。 

VE・VFテスト、水飲みテスト等の実施や、専門職がおらず、実施できる環境も整っておらず、現状の

加算点数ではそれらの課題を克服する事は困難であり、算定できるまでの取り組みを行えないのが現

状です。 

経口維持、経口移行はもちろん重要だが、限られた人材の中で、施設はそういった人をつくらないケ

アに重点を置いている為、経口移行まで業務の手が回らないといった現状もあり、苦労している。 

・経口維持は管理体制までは協力歯科医の協力が得られるが、それ以上は歯科医も診察等あり、協力

困難。 

・経口移行はVF検査等必要となり、病院の協力が得られにくい。 

日々の業務が多忙であり、書類作成やVF等がなかなかおいつかない。 

病院と施設の経口摂取の考え方の差。 

日々の業務におわれ、利用者様１人１人と向きあう時間がとても少ない。 

また、業務におわれることにより心に余裕がなく、よりよいケアにつながっていかないと思う。 

経口移行対象者は、誤嚥性肺炎を繰り返している人はリスクが高いため、対象とならない場合がある。 
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手間のわりに加算単位が少なく、期間もあるので期間からはずれてしまうと加算もなくなる。 

加算算定するために書類を整備しようとすると、利用者と関る時間がとれなくなる。 

STが施設に１人は配置されると良いと思います。 

経口維持加算も重要であるが、その手前、口腔機能維持管理で全体的に予防していく取組を強化し、

嚥下力の低下を防いでいければ良いと思う。月30単位を見直して欲しい。 

※認知症専門の特養施設であり、胃ろう造設者がいないため、現在は経口移行への取組は行なってい

ません。 

①加算算定期間180日を超えた場合の継続（※経口維持の為に特別な食事を提供しているので経口摂

取ができているので、必要な日数は高齢者の為に期間はけいぞくして必要だと考える。） 

②特養にも言語聴覚士の配置基準があっても良いと思う。 

医師の立場からは肺炎のリスクを第一に考える為、リスクの高い人への経口摂取は消極的であり、又

逆に家族は経口摂取を望まれることが多く、現場側にある職員は難しい立場にある。利用者の要望に

応え、より安全な対応をする為には専門性を高めなければならないと考える。 

管理栄養士や看護師、医師等が協力して、個人に合ったトロミや食事前の口腔体操等は実施している。

数名ではあるが、経口に移行している例もある。 

経口移行、経口維持加算Ⅰ、Ⅱ算定のための栄養ケアマネジメントの様式（例等）があると良い。 

震災後、一時、算定を中断していたが、再算定に向けて現在体制を整えている。 

口腔ケア、嚥下に関して、科学的根拠にもとづいたケアを推進している。 

医療や栄養士学会とも協力して、もっとすすめられたらと思う。 

肺炎が死亡順位３位になっている。 

口腔ケアの徹底をすると、肺炎の罹患率がへっていて効果ある。 

ケアの場でもっと学び、推進できたらよいと思う。 

利用者様の主治医が嘱託医でないため、園全体の管理ができない。 

・算定要件が厳しいわりに報酬単価が低いように思います。 

・「できるだけ口から食べる」という考え方で介護をしているのですが、実際に加算をとるとなると、

業務量（書類整備）が過重になるように思います。 

現状（ミキサー食等）からのレベルアップが難しい。(ご高齢でもあられるので、現状を維持するの

でやっと…という感じである) 

当院は医療療養10名、介護療養31名の病棟で、すべての入院患者は介護５です。脳梗塞後、脳出血後、

パーキンソン、認知症による廃用性症候群、気管切開等です。家族の経口摂取への希望が多く当院を

希望される方もおります。入院後状態観察し、嚥下訓練を行ない経口移行へ、又、摂取可能になれば

施設へ転所しています。 

加算を算定してから、書類の不備などで返金などになると…施設やご利用者様にご迷惑をおかけする

こととなるので算定できていません。 

経口維持に関しては、算定していなくても取り組みはされていると思います。 

・記録等が難しく、勤務時間内に終了できそうではないと思われる。 

・加算として請求はしていないが、経管栄養の方で少量ではあるが、食品を提供していたことがある。 

本人またはご家族からの意向を得られないと、施設だけで進めることにはリスクが大きすぎます。 

食べていただきたいと職員の多くが思っていますが、方法・指導者・リスクを考えると安易に踏みき

れません。 

経管栄養で長期に過ごされ、リハビリもほとんどしていない状態で特養に入所される方が多いです。

入院中に積極的にリハビリを行って頂けると良いと思います。 

特養は「生活の場」というだけでなく、口腔機能についてのリハビリを行えるような雰囲気を社会全

体で作っていてほしいです。また、勤めている私達職員も専門的な知識を積極的に取り入れて、口か

ら食べることを続けられるよう技術を磨いていきたいと思います。 

・食事介助者がその介助方法について具体的に学べる機会をもっと作っていかなければいけないと思

う。嚥下困難者の誤嚥のリスクを減らすために危険度を理解する必要があると思います。 

・介護する際、だされた食事は全部食べさせようと努力してしまいがち。自然な食事介助のあり方、

無理な食べさせ方をしないことも大事ではと思います。 

今後は体制を整え、算定できるよう検討中である。 

栄養状態が悪化する時期は急性期が多いので、この時期のNSTの充実が一番重要だと思っています。

維持期（療養病床）では、低栄養が完成された状態で入院されることが多く、嚥下機能の低下、義歯
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の不適合、覚醒レベルの低下等、誤嚥のリスクは高いです。そのような状況の中、多職種がチームと

してより安全な経口摂取の支援と栄養状態の管理体制（NSTに近い形）が数年後確立できればと考え、

委員会を運営しています。 

胃ろうの方を経口摂取に移行するというよりも、御利用者の方が一日でも長く経口摂取していただく

ように、嚥下障害食に取り組んでいる施設に（難しい要件は少なくして）加算があればよいと思いま

す。 

栄養補助食品や増粘剤がとても高額です。 

経口維持等の加算の請求はしていないが、嚥下造影を行ない評価し経口訓練は行っている。そうした

中で胃ろうから経口へ移行した方はいます。 

実際に胃ろうから経口摂取に移行した経緯はあるが、加算は行っていない。 

加算に対し、必要な条件、書類の整備など複雑であると感じる。 

取組に対して、栄養士まかせになりがちである。（専門職（言語聴覚士）が自施設にいないため） 

・ENの患者には、Dr.が経口をトライするか家族に意向をきく 

↓ 

・VFやVF相当の検査を施行or STのスクリーニング及びアセスメント 

↓ 

・トライ 

この流れだけをシンプルにし評価してはどうか。 

180日後の期間は業務を混乱させる。モニタリングで充分である。1weekにするとか。 

施設から入院され胃ろう造設される方は高齢な事もあり、最近では１名のみとなっています。 

経鼻胃管で退院される方が多く、新規受入れに関しても制限しております。 

入所者のADLを考えますと、経口移行は非常にリスクを伴うと医師より指示されるケースがほとんど

で、取組むことができないのが現状です。 

経口維持をするために、食事内容や形態（ミキサー、トロミ等）にかなりの労力がいります。経口維

持食への加算を検討していただけたらと思います。 

嚥下機能の評価がとても難しい。 

経口移行に関しては、ご家族が肺炎等のリスクを負ってまでの取り組みは希望されないことが多い。 

胃ろうの利用者の（ご家族を含めた）経口移行の希望（ニーズ）が少ない。 

経口移行・維持、栄養ケアマネジメント等、STや管理栄養士等一部の職種・職員のみが行っている現

状であり、他職種は自分の仕事とは関係無いと思っております。そのためせっかく加算を開始しても、

結局尻すぼみになってしまう印象があります。 

本人の意思と家族の思いをよく聞き話し合う。 

経口移行への取り組みは行っているが、加算の算定は行っていない。算定条件がわからない事や中心

となって進めていくキーパーソンがいない。院内のNSTで対象者に挙げて回診を行っている程度です。

勉強不足も理由の一つです。 

経口維持・移行を取り組んでいる現状で、誤嚥しない様、細心の注意を払って摂取して頂かなければ

ならない為、スタッフがその人にかなり多くの時間を割かなければならず、業務がおしてしまう事が

頻回にみられます。もう少し点数が上がり、スタッフを増員できると、取り組み易いと思います。 

嚥下機能の低下に伴い、むせが多くみられ経口摂取が難しく、御家族様も無理しなくてよいという方

がおられます。 

経口移行は誤嚥性肺炎になるかもしれないという危険性ととなりあわせなので、積極的に実施してい

きましょう、という気持ちが少なくなる。安全面が優先になってしまう。 

入所者の重度化が進んでおり、経口維持（Ⅰ）又は経口移行の対象となる方がいない。（対象にでき

る方がいない） 

評価に値する単位を望む。 

経口維持加算Ⅰを多くの方がとっている。VEをすることで、嚥下困難になった方が胃ろうにさせずに

どのように最期迄口から食べていくかの取り組みが実際に始まったように思っている。入院者が激減

した事、何よりCWの食への意識が変わった事、ご家族に喜ばれている等、施設にとってプラスの面が

多い。加算収入も年間にすると多額の収入になる。 

ST、歯科衛生士などの常設化。 

経口維持の取り組みを通して、患者様やご家族から大変感謝されます。その反面、そういった患者様

ばかりでなく、口から食べる為に安全な角度までベッドをギャッジupする事への苦痛や疲れを訴えら

れる方もいらっしゃいますので、介護する側の自己満足にならず、患者様により添ったお気持ちをく
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み取る事がなにより重要である事を日々実感いたしております。 

特養では、胃ろう造設する方が減ってきており、最期まで口からという方が多い為、終末期に嚥下の

検査の為に受診するのは不可能である。その為、Ⅱの方の加算であれば取り組みができている。また

胃ろうの方では、胃ろう造設から時期が経っていない人であれば経口移行も可能かもしれないが、嚥

下障害があり、そのリスクを少しでも回避する為に造設した方に経口摂取は勧める事は難しいと思

う。 

経口維持、経口移行については、安易なPEG造設、失認による摂食障害、食べさせることが職務と感

じている介護スタッフ他、本来の人の生命感・倫理感とのGAPを個人的には感じています。 

取組が進むために中心となる職種が必要。 

栄養ケアマネジメントを行うことのみでいっぱいいっぱいです。（管理栄養士） 

療養食加算対象の方も経口維持・移行加算がとれるようにして頂きたい。 

ご本人、ご家族ともに自然の流れを希望され、食欲が低下しても無理に栄養状態（体調）改善を望ま

なくなってきている状況もある。病院への搬送も希望されないケースが多くなっている。 

施設の食事で常食を摂取している利用者の割合も、加算の算定に考慮されればと思います。 

業務が忙しく、いろいろなことを兼務しているため、利用者さんへの対応が充分できないこともあり

ます。人材を大事にする施設であってほしいと思います。 

経口維持、移行についての勉強会、情報交換の機会を設けてほしい。 

食事が摂れなくなる→入院し胃ろう造設→退院となる流れです。 

職員の研修を行ない、経口摂取出来る体制作りを行ないたいと考えています。 

誤嚥のリスクが高い利用者の増加。 

口腔機能については、単独でみるのではなく、姿勢との関係、食形態との関係、服薬との関わりなど、

多方面にわたるアプローチが必要です。リハビリと栄養士、NS、介護、そしてDr.、全職種が関れら

ないと、「疾用」を改善するアプローチにはなりません。取り組みについてもっと評価されても良い

と思います。 

特別養護老人ホームの看護・介護体制と能力では、胃ろう造設済みの利用者の経口移行は現実的に難

しく、大きなリスクも伴う。 

１月の末にVE検査をさせていただいた利用者様がおみえになり、２月から経口維持加算Ⅱを算定する

ことになりました。 

以前、当施設でもSTはいませんでした。その時でも、経口維持・経口移行への取組は行なっていまし

た。算定もしていました。 

STがいないから対応出来ないと考えず、口から食べる大切さを知ってほしい。 

日常業務の中で経口維持・移行にむけた取りくみはしているものの、算定の基準を満たすとなると難

しいものが多い。（他業務で手がいっぱいの状態） 

算定の単位数が大変低いため、歯科衛生士等の費用が算出できない。 

一人一人に適した食事を提供したいが、委託業者との契約、理解などが難しくスムーズに行えない。

栄養ケアマネジメントが施設に周知されていない。又、自身も進めれていない。 

現状においても経口維持及び移行に関する取り組みは実施しているも未算定が現状。（ST不在にて中

心となるメンバーが欠けている） 

QOL向上の為に推進していきたい思いはある。 

栄養ケアマネジメント加算、療養食加算は本来行っているが、１年管理栄養士が産休・育休の為、今

年度はとっていない。 

・加算の制度が始まった当初、取り組みをしてみたが、施設内では嚥下困難者としてケアはしても、

加算を算定するには当てはまらないケースが多かった。 

・当施設では、摂食障害がおきて最後の手段として経管栄養となるケースが多く、経口移行はアンケ

ートで回答したとおりの点でむずかしい。ただ経口維持は、利用者様のために全職種で取りくんでい

る。 

施設の管理栄養士が１人で、給食管理が直営だと、献立作成、発注、人員のシフト、栄養ケア・マメ

ジメントとすべて一人で行うことになり、とても業務が多く大変です。直営だと二人とか入所者50

名で１人とか、基準を増加してほしい。 

アセスメント基準などラインを設けてあるが、低栄養リスクなど、相手が生身の人間である以上、き

っぱり分けられないグレーな部分があったとしても、監査時など、御配慮いただきたい。 

誤嚥性肺炎が多発した時期があり、亡くなった方もあったため、積極的に推める事は現在ありません。
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医師・看護・介護と相談の上で経口に移行できそうな方にピンポイントで推める事はしています。 

過去に経口移行に関する取組を２名程行いましたが、現在行えそうな入居者の方がおりません。 

加算の説明で、不明瞭な点が多すぎる。 

・50床でも200床でも一人体制では対応が出来ない。 

・90才以上の人が60％を越え、そのほとんどが摂食嚥下に問題があるので、書類等を作るところまで

いかない。 

胃ろうの患者が常にいる状態にないので、必要性を感じていません。口腔ケアに関しては、食後に行

っている。自立している人への対応があまり出来ていない様なので、そちらへの対応を検討していき

たい。 

経口維持を希望される家族が増えていると感じているが、看取りとのはざまにいる現場職員として、

どう向きあったらよいか悩むことが多い。 

この取組のための共通講習会を毎年行ってはどうか？（症例発表含め） 

特養では、嚥下機能の評価が難しいことが多いが、その評価よりも、ご本人の「食べたい」しいう気

持ちを優先したいと考えます。ご家族の理解を得て、最後まで少しでも口から食べられる喜びを感じ

ていただきたい。胃ろうの方も、ご家族の理解があり、本人の希望があれば、たとえ少しでも口から

食べていただいています。 

・高齢者の経口維持、誤嚥防止への取り組みは、ソフト食、トロミ剤等の工夫をしているところは多々

あり、常態化している。それが普通と考えられている現状では、書類手続きが面倒であるとか嚥下テ

ストの必要性を考えると制度に取り組むのは消極的になる。現実ではトロミ剤使用者は増加してい

る。 

・経口から経管になるのは家族・スタッフと何度も話し合った結果で最後の手段であるため、特に特

養では経管から経口になるのはまれなケースである。たまに体調の良い時にプリン・ゼリーを少量経

口摂取してもらう等で本人の満足度を上げている為、算定の為の書類や手続は必要を感じない。 

経管栄養が必要になり、ろう造設の手術の際に経口移行に関する理解が深まると、よりスムーズに経

口移行が進むのではないか。 

栄養士の研修等に他職種の職員の参加 

アンケート答えにくかったです。 

本人、ご家族の強い希望がある方を対象に取り組みを始めました。 

現在、老健は、栄養状態高リスク、療養食対応の方が増加しています。 

これ以上リスクの高いことはしたくないというスタッフも大勢おります。 

経営や施設サービス向上に貢献しているという実感はまだありませんが、使命として私は感じていま

す。 

トロミ食、ゼリー食などの方も、その人に合わせた細やかな対応をしているので、加算の対象になれ

ばと思う。 

胃ろうにならないようにする対策も十分でないため、経口移行の件については手がつけられていない

のが現状です。 

経口維持加算と療養加算の両方の加算が取れると良い。 

現在、各施設等において嚥下食を導入している所が殆どであり、実際に経口維持への取り組みはでき

ているのではないかと思います。しかし算定にあたり、評価も難しく、書類等の手間もかかり、やっ

ているわりに算定数も低いので、職員皆のモチベーションも上がらないのが現状だと思います。 

設問内容が実際の現場に合わないものがありました…？ 

医師・歯科医外部のため、週１回～２回で、なかなかむづかしい。 

吸引もはじまっており、指示書がなかなか書けない。毎月はむづかしい。 

スキルアップのため勉強会等を行い、質の高い経口摂取の支援を目指していく。 

当施設では入所時PEGの方に対して、Dr.、管理栄養士、NSが中心となって経口移行にとり組んでおり、

５名の実践をしました。経口摂取が始まっていきいきした表情にかわり、体力がついてくると、自力

摂取が可能となります。その段階を体験した職員はモチベーションが高まり、進めていきます。専門

職という意識をもって取り組む熱意によろこびを感じています。 

ご家族様が胃ろう→経口へ変更したいと思う希望。 

経口摂取の重要性は日々感じておりますが、まだまだ自分の経験不足から、評価等判断をするのに不

安があり、全く取り組めていない状況です。 

また、改善よりも、リスクに目を向けやすいのも、取組が進みにくい要因かと感じます。 
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一時、経口移行も行っていたが、誤嚥のリスクととなりあわせであると感じる。胃瘻の注入でも逆流

で誤嚥する人が多い。ぎりぎりまで経口で摂取されていたが、連携先のHPでSTの評価は、嚥下難しい

とのことが多い。 

コアになる専門職が必要。 

経口維持加算Ⅲを算定していたが、制度改正時、経口維持計画書を作成する際、言語聴覚士も追加さ

れた為、算定中止とした。（当施設には言語聴覚士はなし） 

栄養ケアは、個々の栄養状態を見ていくために大変良いと思っています。アルブミンも１年に１回の

健康診断の時の検査になっていますが、８年統計をとっていて、リスクが高い人ほど利用者の状態が

悪くなる確率が高い事がわかり、参考になります。 

特養ホームは、終の棲家ということでいろいろな機能等は自然におとろえてかれていくという考えが

強く、無理にいろいろとしなくてもという考え方が根強いです。（平均年齢87才と高齢でもあるため） 

職員それぞれが余裕をもってサービスに当れてモチベーションが維持できるような施設制度や給与

体制等を整備して欲しいです。 

胃ろうの利用者様を経口移行しようとしても、利用者様の覚醒等良くないので、誤嚥の心配がある。

言語聴覚士もいないので、始めることへの不安もある。なるべく、経口摂取が維持できるように、看

護・介護・厨房と形態等についての話し合いや食事介助の工夫をカンファレンスを通じて行うように

している。 

特養では改善が期待できる利用者はほとんどおらず、ST等もいないため、なかなか難しいと感じます。 

医師が経管なら管理が簡単などと安易に考えないこと 

医師のリスク重視の視点 

栄養ケアマネジメントが開始された頃は経口移行加算も維持加算Ⅱも算定していた時がありました

が、現在では経口移行される方がいらっしゃっても言語聴覚士の職員がいなかったり、VE/VFを実施

する設備がなかったり、水のみテストをすると誤嚥の危険があったりということで、現在は算定はし

ておりません。しかし、最後まで口から食べて人間らしく暮らしていただきたいと医師、看護師、介

護職員と検討し、提供内容を駆使しています。 

胃ろうの方に対するケアの個別ケアが難しい。内容が同じようなものになる。 

胃ろう造設術を行っても、状況によっては経口摂取が可能になるため、医師と相談のもと経口移行に

取組んでいきたい。胃ろう造設術後、棒つきのキャンディを食べていただいた事例もある。積極的に

取組んでいきたい。 

多職種が協力しあえる良い機会でもあります。 

経口維持加算期間終了後も、１月１回専門歯科医の診察を行っている（看護師、管理栄養士、歯科衛

生士同行）が、継続加算を取れない状況である。経口維持の取り組みは、期間終了後もずっとしてい

かなければならないのに、180日で終了はおかしいと思う。継続するための労力がたいへんである。 

加算をする事によって、利用者の負担が増加する。利用者、ご家族がそこまで望まない方が多い。今

一度、加算の算定要件、必要な書類などを見直していただきたい。 

利用者が胃ろう造設するまでには段階があり、機能が低下し医師の指示の基で行っている為、経口移

行は難しくなっている。 

特養の利用者の場合、80才以上で要介護４、５の方がほとんどとなり、経口移行は難しい状態であり、

積極的な取組は御家族も本人の心身に負担がかかる為、望んでいない。 

STを常勤で配置している施設に関しては、VF・VEがなくても加算がとれるようにして欲しい。 

離島の為、VE/VFの実施が困難なので維持加算Ⅰは無理です。また、嘱託医の理解が得られないこと

もありました。 

①全体的に機能・体力が低下している方を、医療機関へ通院送迎を日常的に多い中で、VE・VF検査の

為に受診に出ることがとても難しい。 

②現報酬で頂いた収益は、食材加工の為のゼラチンやトロミ剤類の購入にあてている。他業務がどう

しても優先になるため、人件費的にも予算外となってしまう。 

食事は生活の中で最大の楽しみであり、経口摂取の支援は大変重要な事だと感じています。多職種協

同で検討し合い、出来る限り経口摂取の維持に取組んでおりますが、経口維持・移行となりますと、

専門職がおらず体制も整っておりません。また後期高齢者や超高齢者、ハイリスク者が多く、事故に

つながる危険性も高く安全性を重視してしまうのが現状です。なかなか難しい課題であると思います

が、非経口摂取とならぬよう出来る限り取り組んでいきたいと思います。 

「食べられるうちは、経口で。」という職員の意識はあるが、様々な条件がそろわないと取組が進ま

ないと思います。 
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医療面（学会）などでも胃ろうは延命になる、ならないと議論があるが、本人や家族が自由な選択、

自由な未来を選べる環境や知識、技術だけあればいいと思う。（食べながら、サポートとしての胃ろ

うもありえて良いと思う） 

言語聴覚士の確保や連携が難しい。 

加算算定期間が原則180日とされていること、また、180日を超えた場合の医師の指示が２週間毎とさ

れていることの根拠が分からない。 

病院とは違い、介護老人福祉施設における、高齢者の嚥下障害は、基本的に継続して管理を行ってい

く必要があり、180日間で改善する例は稀ではないでしょうか。 

本人に認知症があったり、ご家族が遠方におられる場合、取り組みへの同意が得にくいため、加算の

条件が満たせないことが多いです。 

重複しますが、加算でご家族様より別料金をいただくとなると、それなりのパフォーマンスや成果を

出す事が必要と考えます。訓練により機能向上する可能性が少しでも考えられるなら、ⅠとかⅡとか

こだわっていられない。専門職として、できる事はやりたいと考えます。ただやはり制限がないとは

言えないのが現実です。 

単位数があがるとご家族様の負担もあがる事になるので、複雑な心境も反面ないとは言えません→せ

めてⅡがもう少し単位数上がってくれるとありがたいとも考えます。 

・PEG造設者が食べる楽しみを持ち続ける事は必要だと思うが、ご本人より家族が希望されるケース

が多いと感じる。嗜好品を食べることで家族も納得されることもあり、状態が安定されている方で、

経口摂取が可能と思われる利用者にのみ、嗜好品を食べてもらえるよう看護士と介護と連携を取って

いる（特に機能テストは行っていないが嚥下能力等、歯科Drに確認を行うことがある）。 

・経口維持加算の点数を引き上げて欲しい。 

・加算算定期間180日は短い。 

提出期限に遅れまして非常に申し訳なく思っております。すみませんでした。 

管理栄養士が中心となって行うには他業務に追われ実施する事が難しい。モニタリングプランも含め

てケアプランし同じに出来た方が良い。 

歯科医が法人の理事長な為、今後も積極的な体制は望めない。 

特に経口維持については補食に頼らないよう、食材や調理の工夫で食事による充足を考えたいが…。 

経口移行は経鼻カテーテルを挿入されている方にはリスクが高く、難しい。ご本人の意向もはっきり

分からなければすすめられない。 

様式の整備、又は記録として残しておくべき項目の明示。 

平成24年度の診療報酬改定において、病院での栄養管理実施加算は入院基本料に組み込まれ、部門と

しては実質減算、介護報酬においても同様の動きになると予想されますが、その体制が確立されてい

るとは言えない状況があると思います。介護保健施設において今後、経口摂取支援をすすめてくいに

は、専門職種の配置と対費用効果の実証等、医師や管理者に広く啓蒙していく必要があると考えます。 

現状は取組を行っても一進一退。取組は続けられるが書類作成は現実的ではない。 

・いつもトロミ付きの水分を飲んでいる方が、水のみテストをされて誤嚥される危険もあり、なかな

か進まないのが現状です。その方の体調管理が一番大切で、加算はその次の事だと思います（加算は

頂きたいが。） 

経口維持の180日を超えてからの継続基準の変更は必要だと思います。大多数の方が継続となります

ので、期間を長くして欲しいと思います。 

経口移行、経口からの“食事”を楽しんで頂けるようになり、ご利用者のQOLが高まったように感じ

ています。 

特養の人員配置、設備で経口移行や経口維持の対応をしていくことは大変困難であると感じる。ただ

でさえ、入院者多く（特に肺炎）、リスク高い中で、積極的に導入していくことは躊躇する。特養に

現機能以上の事を望みすぎるのも辛い。 
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平成２４年度老人保健健康増進等事業 

施設入所者に対する栄養ケアマネジメントにおける 

効果的な経口摂取の支援のあり方に関する調査 

 

【アンケート調査ご回答のお願い】 

謹啓 時下、皆様におかれましてはますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

高齢期の摂食・嚥下機能の低下は、栄養障害や新たな疾患の発生、さらにはＱＯＬの低下につながる
おそれがあり、できるだけ長期に経口摂取の維持を図ることが重要になります。 

介護報酬においては、介護保険施設入所者の経口維持ならびに経口移行に対する取組を進めるため
に、「経口維持加算Ⅰ・Ⅱ」「経口移行加算」が設けられていますが、その算定は低調です。 

そこで今回、厚生労働省の平成２４年度老人保健健康増進等事業としての補助を受け、全介護保険施
設に、実際の取組状況や取組の阻害要因などをお聞かせいただく、アンケート調査を実施することとい
たしました。 

本調査は任意の調査となりますが、調査趣旨をご理解の上、ご回答いただけますと幸いです。お忙し
いところ大変恐れ入りますが、ご協力をお願いいたします。 

ご回答いただきました内容につきましては、次のように取り扱います 

  ○ 本調査事業のみに利用し、他の目的には一切利用いたしません。 

  ○ 統計的に処理し、個々の施設等が特定できないように配慮いたします。 

  ○ 調査結果は、報告書として公表されます。 

■調査にご回答いただく方 ：入院・入所者の方の口腔・栄養管理を行っている方がご回答ください。 

■調査の回答期限  ： 平成２５年２月２７日（水）までに同封の返信用封筒（切手不要）にて
ご返送ください。 

■調査事務局 

  みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部  担当：植村・小松 

   E-mail：yasunori.uemura@mizuho-ir.co.jp 

   TEL：03-5281-5571（受付時間：10：00～17：00） 

   FAX：03-5281-5443 

  ※電話は混み合う可能性がございますので、e-mailでご連絡いただけますと幸いです。 

  e-mailでご回答を差し上げるか、折り返し、弊社担当者からお電話をさせていただきます。 

 

平成 25 年 1 月 31 日現在の貴施設の概況についてご記入ください。（設問ごとに、回答する対

象期間が別途定められている場合は、それにしたがってご回答ください。） 

 

■本調査票のご記入者様について下表にご記入ください。 

施 設 名  

ご記入担当者名  

職 種 ・ 役 職  

ご連絡先電話番号  ご連絡先FAX番号  

 

■貴施設の属性についてお伺いします。 

問１ 施設の種類について該当するものをお選びください。（○は１つ） 

01 介護老人福祉施設 02 介護老人保健施設 03 介護療養型医療施設 

 

アンケート調査用紙 
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問２ 平成２５年１月 31日時点のベッド数と入院・入所者数についてご記入ください。 

 合計 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ その他 

 １ ベッド数 床       

 ２ 入院・入所者数 人 人 人 人 人 人 人 

 ３ 胃ろう造設者 人       

 

問３ 職員の配置状況についてご記入ください。 

 医師 歯科医師 看護師 管理栄養士 歯科衛生士 言語聴覚士 

常勤（実数） 人 人 人 人 人 人 

非常勤（実数） 人 人 人 人 人 人 

 

■貴施設での経口摂取の維持に関する取組についてお伺いします。 

問４ 貴施設では、経口摂取の維持に関する取組を行っていますか。 

01 経口摂取の維持に関する取組※を行っている。 

     11 経口維持加算Ⅰと経口維持加算Ⅱを算定している。 ⇒問 5へ 

     12 経口維持加算Ⅰのみを算定している。 ⇒問 5へ 

     13 経口維持加算Ⅱのみを算定している。 ⇒問 5へ 

     14 経口維持加算は算定していない。 ⇒問 5へ 

02 経口摂取の維持に関する取組は特に行っていない。 ⇒問 12へ 

※経口摂取維持の取組とは、経口維持加算の算定の有無に関わらず、摂食機能障害を有し、誤嚥が認

められる入院・入所者が経口摂取を維持できるように、経口による食事の摂取を維持するための取

組を指します。 

 

問５ （経口摂取の維持へのお取組みをしている施設にお伺いします） 

貴施設での経口摂取の維持の取組①～⑤のそれぞれについて、関与する職種について概要す

る番号に○をつけてください。（複数回答） 

その際、メインで対応している職種に◎をつけてください。 

 

自
施
設
の
医
師 

他
施
設
の
医
師 

自
施
設
の
歯
科
医
師 

他
施
設
の
歯
科
医
師 

自
施
設
の
言
語
聴
覚
士 

他
施
設
の
言
語
聴
覚
士 

自
施
設
の
歯
科
衛
生
士 

他
施
設
の
歯
科
衛
生
士 

看
護
師 

管
理
栄
養
士 

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士 

介
護
職
員 

そ
の
他
（ 

 
 

 
 
 

 

） 

①スクリーニング 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

②検査 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

③決定（判断） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

④取組内容の検討 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

⑤継続的なモニタリング 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
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問６ （経口摂取の維持へのお取組みをしている施設にお伺いします） 

経口維持に関する取組の効果としてどのようなものがありますか。（複数回答可） 

01 利用者の方が喜んでくれた 

02 家族が喜んでくれた 

03 利用者の方の栄養状態が改善した 

04 利用者の方の肺炎や発熱による入院が減少した 

05 利用者の方の全身状態がよくなった 

06 職員のモチベーションにつながった 

07 施設の経営改善に影響した 

08 その他（                                     ） 

 

問７ （経口摂取の維持へのお取組みをしている施設にお伺いします） 

貴施設における平成２５年１月末時点での経口維持加算Ⅰ・Ⅱの届出時期、対象者数、加算の

延べ算定件数をご記入ください。加算の届出時期はおわかりになる範囲で構いません。 

 加算届出時期 
平成 25年 1月 

対象者数 加算の延べ算定件数 

経口維持加算Ⅰ 平成   年  月ごろ 人  件  

経口維持加算Ⅱ 平成   年  月ごろ 人  件  

 

 

問８ （経口維持加算ⅠまたはⅡを算定している施設にお伺いします） 

貴施設で、経口維持加算を算定するようになったきっかけとしてもっとも当てはまるものを教

えてください。（○はひとつ） 

01 介護報酬で加算が創設される前から同様の取組を行ってきたから。（体制の変化はほとんどなし） 

02 もともと取組意向を持っており、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備） 

03 もともと取組意向はなかったが、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備） 

04 介護報酬に関係なく、連携先が見つかった等の体制が整い、せっかくなので算定した。 

05 その他（                                       ） 
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問９ （経口維持加算ⅠまたはⅡを算定している施設にお伺いします） 

貴施設で、経口維持加算を算定しつづけていくなかで、難しい、大変だと感じる点を教えて

ください。（複数回答可） 

01 依頼できる関係の専門職がいない 

02 算定の単位数が低い 

03 他業務が忙しい 

04 嚥下機能の評価が難しい 

05 算定対象者がいない 

06 算定内容に必要性を感じない 

07 加算算定期間である 180日を超えた場合の継続基準が満たせない 

08 関係職種間でモチベーションの高さが異なる 

09 ご利用者本人やご家族の理解が得にくい 

10 施設長等の理解が得にくい 

11 VE/VF※を実施することができない（実施に当たっての連携先もない） 

12 その他（                                       ） 

※VE：嚥下内視鏡、VF：嚥下造影検査 

 

問１０ （経口維持加算を算定している施設のうち、加算Ⅱのみを算定している施設にお伺いします） 

貴施設で、経口維持加算Ⅰを算定していない理由を教えてください。（複数回答可） 

01 VE/VFを実施することができない（実施に当たっての連携先がない） 

02 VE/VFを実施しなくても水のみテスト等で十分に評価できるから 

03 VE/VFを実施するに当たってご家族等の同意が取れない 

04 施設の方針（具体的に：                                ） 

05 その他（                                       ） 

 

問１１ （経口維持加算Ⅰ及びⅡを算定していない施設にお伺いします） 

貴施設で、経口維持加算を算定していない理由を教えてください。（複数回答可） 

01 算定条件がわからない 

02 依頼できる関係の専門職がいない 

03 算定の単位数が低い 

04 他業務が忙しい 

05 嚥下機能の評価が難しい 

06 算定対象者がいない 

07 算定内容に必要性を感じない 

08 中心となって進めていくキーパーソンがいない 

09 関係職種間でモチベーションの高さが異なる 

10 ご利用者本人やご家族の理解が得にくい 

11 施設長等の理解が得にくい 

12 VE/VFを実施することができない（実施に当たっての連携先もない） 

13 療養食加算を算定しているから 

14 その他（                                      ） 
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問１２ （経口摂取の維持へのお取組みをしていない施設にお伺いします） 

経口維持への取組をしていない理由を教えてください。（複数回答可） 

01 依頼できる関係の専門職がいない 

02 他業務が忙しい 

03 嚥下機能の評価が難しい 

04 対象者がいない 

05 経口維持の取組の必要性を感じない 

06 施設の方針（具体的に：                                ） 

07 その他（                                      ） 

 

■貴施設での経口移行に関する取組についてお伺いします。 

問１３  貴施設では胃ろうを造設している方の受入を行っていますか？（○はひとつ） 

受入を行っている場合、平成 25年 1月 31日時点の受入上限人数と実際の受入人数をご記入

ください。 

01 新規の利用者であっても、胃ろうのある方の受入を行っている。 

      受入上限人数は 

      11 決まっている。 ⇒ （    ）人 

      12 決まっていない。 

      平成 25年 1月 31日現在の受入人数は （     ）人 

02 もともと入院・入所していた方に限って、胃ろうのある方の受入を行っている。 

      受入上限人数は 

      21 決まっている。 ⇒ （    ）人 

      22 決まっていない。 

      平成 25年 1月 31日現在の受入人数は （     ）人 

03 胃ろうのある方の受け入れは行っていない。 

 

問１４  貴施設では、経口移行に関する取組を行っていますか。 

01 経口移行に関する取組を行っている。 

     11 経口移行加算を算定している。 ⇒問 15へ 

     12 経口移行加算は算定していない。 ⇒問 15へ 

02 経口移行に関する取組は行っていない。 ⇒問 21へ 

※経口移行に関する取組とは、経口移行加算の算定の有無に関わらず、現在経管により食事を摂取し

ている入院・入所者が経口摂取へ移行できることを目指したお取組を指します。 
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問１５ （経口移行へのお取組みをしている施設にお伺いします） 

貴施設での経口移行の取組①～⑤のそれぞれについて、関与する職種について概要する番号

に○をつけてください。（複数回答） 

その際、メインで対応している職種に◎をつけてください。 

 

自
施
設
の
医
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他
施
設
の
医
師 

自
施
設
の
歯
科
医
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他
施
設
の
歯
科
医
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自
施
設
の
言
語
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他
施
設
の
言
語
聴
覚
士 

自
施
設
の
歯
科
衛
生
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他
施
設
の
歯
科
衛
生
士 

看
護
師 

管
理
栄
養
士 

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士 

介
護
職
員 

そ
の
他
（ 

 
 

 
 
 

 

） 

①スクリーニング 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

②検査 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

③決定（判断） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

④取組内容の検討 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

⑤継続的なモニタリング 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

 

問１６ （経口移行へのお取組みをしている施設にお伺いします） 

経口移行に関する取組の効果としてどのようなものがありますか。（複数回答可） 

01 利用者の方が喜んでくれた 

02 家族が喜んでくれた 

03 利用者の方の栄養状態が改善した 

04 利用者の方の肺炎や発熱による入院が減少した 

05 利用者の方の全身状態がよくなった 

06 職員のモチベーションにつながった 

07 施設の経営改善に影響した 

08 その他（                                     ） 

 

問１７ （経口移行へのお取組みをしている施設にお伺いします） 

貴施設における平成２５年１月末時点での経口移行加算の届出時期、対象者数、加算の延べ

算定件数をご記入ください。加算の届出時期はおわかりになる範囲で構いません。 

 加算届出時期 
平成 25年 1月 

対象者数 加算の延べ算定件数 

経口移行加算 平成   年  月ごろ 人  件  
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問１８ （経口移行加算を算定している施設にお伺いします） 

貴施設で、経口移行加算を算定するようになったきっかけを教えてください。（○はひとつ） 

01 介護報酬で加算が創設される前から同様の取組を行ってきたから。（体制の変化はほとんどなし） 

02 もともと取組意向を持っており、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備） 

03 もともと取組意向はなかったが、介護報酬で加算が創設されたから。（算定するために体制を整備） 

04 介護報酬に関係なく、連携先が見つかった等の体制が整い、せっかくなので算定した。 

05 その他（                                       ） 

 

問１９ （経口移行加算を算定している施設にお伺いします） 

貴施設で、経口移行加算を算定しつづけていくなかで、難しい、大変だと感じる点を教えて

ください。（複数回答可） 

01 依頼できる関係の専門職がいない 

02 算定の単位数が低い 

03 他業務が忙しい 

04 嚥下機能の評価が難しい 

05 算定対象者がいない 

06 算定内容に必要性を感じない 

07 加算算定期間である 180日を超えた場合の継続基準が満たせない 

08 関係職種間でモチベーションの高さが異なる 

09 ご利用者本人やご家族の理解が得にくい 

10 施設長等の理解が得にくい 

11 その他（                                       ） 

 

 

問２０ （経口移行加算を算定していない施設にお伺いします） 

貴施設で、経口移行加算を算定していない理由を教えてください。（複数回答可） 

01 算定条件がわからない 

02 依頼できる関係の専門職がいない 

03 算定の単位数が低い 

04 他業務が忙しい 

05 嚥下機能の評価が難しい 

06 算定対象者がいない 

07 算定内容に必要性を感じない 

08 中心となって進めていくキーパーソンがいない 

09 関係職種間でモチベーションの高さが異なる 

10 ご利用者本人やご家族の理解が得にくい 

11 施設長等の理解が得にくい 

12 その他（                                      ） 
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問２１ （経口移行へのお取組みをしていない施設にお伺いします） 

経口移行への取組をしていない理由を教えてください。（複数回答可） 

01 依頼できる関係の専門職がいない 

02 他業務が忙しい 

03 嚥下機能の評価が難しい 

04 対象者がいない（胃ろう造設者がいない・受け入れていない） 

05 経口移行の取組の必要性を感じない 

06 施設の方針（具体的に：                                ） 

07 その他（                                      ） 

 

■貴施設での口腔・栄養に関する加算の算定状況についてお伺いします。 

問２２  平成２５年１月中時点での口腔・栄養に関する加算の届出の有無、加算算定件数等をご記入

ください。 

 
平成 2５年 1月中 

届出の有無 算 定 件 数 算定開始時期 

口
腔
・
栄
養
関

連
の
加
算 

栄養マネジメント加算 01有 02無 件 平成   年  月ごろ 

口腔機能維持管理体制加算 01有 02無 件 平成   年  月ごろ 

口腔機能維持管理加算 01有 02無 件 平成   年  月ごろ 

療養食加算 01有 02無 件 平成   年  月ごろ 

 

 

最後に、施設に入所・入院されている方の栄養ケアマネジメント、特に経口維持・経口移行へ

のお取組みについて、日頃お感じになっていることやご意見等がございましたらご自由にご記

入ください。 

【取組が進むために必要な条件（制度面からの支援等）】 

 

 

 

【取組が進むために必要な条件（施設内で整備すべき条件等）】 

 

 

 

【その他】 

 

 

 

 

 

設問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設入所者に対する栄養ケアマネジメントにおける効果的な 

経 口 摂 取 の 支 援 の あ り 方 に 関 す る 調 査 研 究 事 業  報 告 書 

 平成 25年 3月   

 発 行 み ず ほ 情 報 総 研 株 式 会 社  

  

〒 101-8443 

東京都千代田区神田錦町 2-3 

竹橋スクエアビル  

TEL: 03(5281)5277 

FAX: 03(5281)5443 

 

 

 

 

 


