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平成 22 年度老人保健健康増進等事業 

予防給付及び介護給付における口腔機能向上サービスの推進に関する 

総合的研究事業 要約 

 

1. 目的、調査方法 

予防給付及び介護給付における口腔機能向上、運動器の機能向上、栄養改善の各プ

ログラムを組み合わせることで、相乗的効果が得られるか検討することを目的とし、

全国の介護予防事業所9か所において、介護予防サービスを単独もしくは複数組み合

わせるモデル事業を実施した。プログラムは 3か月実施し、提供前と提供後で利用者

のアセスメントを行った。 

 

2. 結 果  

最終的な対象者は、7群（運動、栄養、口腔、運動+栄養、運動+口腔、口腔 +栄養、

運動+口腔+栄養）で計243人であった。 

1）事業実施後に要介護認定の更新を行ったものは71名で、そのうちの要介護度が

軽度化した者は7％、維持は83％、重度化は10％であった。単独サービスを受けてい

た者28名のうち軽度化は0%、維持は86％、重度化は14%であった。一方、複合プログ

ラムを受けていた者43名のうち、軽度化が12％、維持は81％、重度化は7%であった【要

約表１】。 

2）各評価項目について単独サービス群と複合プログラム群を比較したところ、要

支援者では、開眼片足立ち時間（7.0秒改善）【要約図１】、上腕周囲長（約２cm改

善）、RSSTの回数（約1.4回改善）【要約図３】、オーラルディアドコキネシス（pa）

（1.0回改善）【要約図４】で有意な改善が見られ、要介護者（要介護1～3）では開

眼片足立ち時間（6.2秒改善）、上腕周囲長（約0.7cm改善）【要約図２】、舌突出距

離（約4.3mm改善）【要約図５】、臨床的認知症尺度（CDR）（約0.1ポイント改善）

【要約図６】で有意な改善が見られた。 

 

3. 考 察  

複合プログラムは、単独サービスと比べて、要介護度の軽度化の割合が高く、重度

化の割合が低いという優れた改善効果を示すことが明らかになった。 

また、複合プログラムが単独サービスと比べて有意に改善を示した評価項目は、転

倒に関連する開眼片足立ち、運動機能やサルコペニアのリスクと相関する上腕周囲長、

摂食嚥下機能の指標となるRSST（咽頭の動き）と舌の突出（舌の運動）とディアドコ

キネシス（Pa）（口唇の機能）であった。したがって、複合プログラムは、転倒骨折、

廃用症候群、誤嚥性肺炎といった要介護状態となるリスクを単独サービスよりも効果

的に低減でき、より優れた介護予防効果を得られることが示唆された。  

さらに、複合プログラムによって認知機能も改善できたことから、介護予防サービ

スに対する理解度の向上を通じて、相乗的により高い介護予防効果を得られる可能性

も期待できる。 

 

4. 結 語 

 複合プログラムは、単独サービスと比べて、要介護度の改善割合が高く、さらに、

転倒骨折、誤嚥性等の要介護状態となるリスクの低減といった優れた介護予防効果

を示すことから、今後、複合プログラムを推進すべきと考えられる。 
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【要約表１】単独サービスと複合サービス別の要介護度の変化者数 

  群 
重度化 

維持 
軽度化 

合計 
-1 +1 +2 +3 計 

単独  
サービス 

運動 1 11         12 

栄養 2 2         4 

口腔 1 11       
 

12 

小計 4（14％） 24（86％） 0 0 0  0（0％） 28 

複合  
サービス 

運動+栄養 2 8     1   11 

運動+口腔 1 8 1 1     11 

口腔+栄養   1   1     2 

運動＋口腔＋栄養   18 1       19 

小計 3（7％） 35（81％） 2 2 1 5（12％） 43 

  合計 7（10％） 59（83％） 2 2 1 5（7％） 71 
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【要約図 1】 【要約図 2】 

【要約図 3】 

【要約図 6】 

【要約図 4】 

【要約図 5】 

※CDR は０が正常のため、プログラム前から後を引いている 
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平成 22 年度老人保健健康増進等事業 

予防給付及び介護給付における口腔機能向上サービスの推進に関する 

総合的研究事業 概要 

 

 

1. 事業目的 

本事業は、予防給付及び介護給付における口腔機能向上のプログラムに運動器

の機能向上、栄養改善の各プログラムを組み合わせることで、相乗的な効果が得

られ、かつ対象者の口腔機能向上、サービス提供事業所の業務の効率化をはかり、

口腔機能向上サービスの推進を行うことを目的に行った。 

 

2. 実施事業概要 

①運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上の複合サービスのモデル調査研究事業 

 

1)モデル事業の実施 

全国8地区の介護予防事業所9か所において、同意を得られた利用者を対象に平

成22年10月から平成23年2月にかけて、運動器の機能向上、口腔機能向上、栄養改

善の３つの介護予防サービスを単独もしくは複数組み合わせるモデル事業を実施

した。（図表概要-1） 

提供するプログラムは3か月（12週間）を1クールとし、提供前と提供後に運動

器の機能向上、口腔機能向上、栄養改善に関する項目と、身体測定、主観的健康

観等のアセスメントを行った。 

プログラムのスケジュールや1日の配分等は、各事業所の通常業務に支障の無い

範囲で事業所が組み立て、本事業に参加しない利用者に対し、影響が出ないよう

配慮した。 

図表概要-1 モデル事業実施事業所とモデル事業対象利用者数 
都道府県 市町村 事業所 対象利用者数

1 宮城県 岩沼市 医療法人将道会　　総合南東北病院 8人

2 長野県 須坂市 社会福祉法人睦会　総合福祉施設　須坂やすらぎの園 53人

3 千葉県 旭市 社会福祉法人旭福祉会高齢者総合ケアセンター　やすらぎ園 6人

4 千葉県 市川市 社会福祉法人慶美会 大洲デイサービスセンター 83人

5 千葉県 市川市 クローバーデイサービス市川 26人

6 神奈川県 大和市 医療法人新都市医療研究会君津会 南大和クリニック 113人

7 神奈川県 横浜市 有限会社ライフアップス リハビリストホーム瀬谷 13人

8 神奈川県 川崎市 株式会社フジケンシルバーサービス 溝口駅前デイサービスセンター 10人

9 熊本県 熊本市 医療法人社団堀尾会　介護老人保健施設　コスモピア熊本 20人

合計 332人  
 

（倫理面への配慮） 

 本人または代諾者に本事業の主旨を口頭と文書にて説明し同意を得た。また、

本事業は東京歯科大学市川総合病院倫理委員会の承認を得て行った。  
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2) サービス実施前後の比較結果  

本事業への参加の同意を得た対象者は332人で、最終的な集計対象者は、プログ

ラムの参加回数やアセスメントの欠落項目等から、7群（運動29人、栄養16人、口

腔46人、運動+栄養52人、運動+口腔35人、口腔+栄養12人、運動+口腔+栄養53人）

の計243人となった。 

次に調査項目ごとにサービス実施前後の比較を示す。 

 

(1) 要介護度 

プログラム開始時の243人の要介護度は、要介護者1・2・3が69.5％、要支

援者1・2は49人20.2％、要介護者4・5は10.3％という構成であった。 

事業実施後に要介護認定の更新を行ったものは71名で、そのうちの要介護

度が軽度化した者は7％、維持は83％、重度化は10％であった。単独サービス

を受けていた者28名のうち軽度化は0%、維持は86％、重度化は14%であった。

一方、複合プログラムを受けていた者43名のうち、軽度化が12％、維持は81％、

重度化は7%であった【要約表１】。 

(2) 機能向上を必要とする理由及び家族の支援 

運動の機能向上を必要とする理由は疾患が51.1％と約半数を占めたが、低

栄養状態のおそれに関しては、疾患が36.4％、認知症が29.0％、口腔機能向

上を必要とする理由も、疾患が29.3％、認知症26.3％と、認知症の割合が高

くなっていた。 

機能向上に対する家族の支援は、事前アンケートでは「積極的な支援あり」

は、栄養が39.3％、口腔40.7％と高かったが、事後アンケートでは、運動、

栄養、口腔とも半数以上が「支援なし」と回答していた。  

(3) 運動機能 

有意な改善が認められたのは、「開眼片足立ち」の運動＋栄養、運動+口腔

+栄養の複合サービス群、「4.5m通常歩行時間」の口腔+栄養の複合サービス

群、「5.5m最大歩行時間」の運動＋口腔の複合サービス群であった。「握力」、

「TUG」、主観的健康感」はどの群においても統計学的な有意差は認められな

かった。 

(4) 栄養改善 

有意な改善が認められたのは、「体重」の運動の単独サービス群、運動+口

腔+栄養の複合サービス群と全体、「BMI」の運動の単独サービス群、運動+口

腔+栄養の複合サービス群、「下腿周囲長」の、口腔の単独サービス群であっ

た。「上腕筋皮下脂肪厚」、「上腕周囲長」、大腿周囲長」については、ど

の群においても有意な改善は認められなかった。 

(5) 栄養アセスメント 

有意な改善が認められたのは、「栄養に係る意欲・身体状況」では、運動+

口腔、運動+栄養、運動+口腔+栄養の複合サービス群と全体、「食事摂取状況」

では全体と口腔+栄養の複合サービス群、「食べ物頻度」では運動の単独サー

ビス群と、運動+栄養の複合サービス群であった。いずれの評価項目において

も、残りの群においても改善傾向が認められた。 

(6) 日常生活機能 

Barthel Index と、Vitality Index については全ての群において有意な差

は認めなかった。 

CDR では栄養の単独サービス群、運動+口腔+栄養の複合サービス群と、全
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体で有意な差が認められた。 

(7) 口腔機能（基本チェックリスト） 

口腔の基本チェックリスト「13. 14. 15.」は口腔の単独サービス群、運動

+口腔、運動+口腔+栄養の複合サービス群と全体で有意な差が認められた。 

(8) 口腔機能（口腔のQOL） 

「人とのおしゃべりは楽しいですか」では、運動+口腔と全体で、「食べ物

が飲み込みにくいですか」では、運動+口腔+栄養と全体で、「左右の奥歯を

しっかりとかみしめることができますか」では、運動+口腔+栄養の複合サー

ビス群と全体で、「歯磨きの頻度」に関しては、運動+口腔の複合サービス群

と全体でのみ、有意な差が認められた。  

(9) 口腔機能（衛生） 

「食物残渣」に関して、栄養の単独サービス群、運動 +栄養の複合サービ

ス群と全体で、「舌苔」に関しては、運動、栄養の単独サービス群、運動 +

口腔+栄養の複合サービス群と全体で、「義歯あるいは歯の汚れ」は運動+口

腔＋栄養の複合サービス群と全体で、「ここ 1 ヶ月の発熱回数」では、運動+

口腔の複合サービス群と全体で、有意な差が認められた。「口腔衛生習慣」

に関して、どの群においても有意な改善が認められなかった  

(10) 口腔機能（機能） 

単独サービス群と複合サービス群がともに有意な改善が認められたのは、

「口唇突出時の長さ」、「舌突出」、「フードテスト」、「食べこぼし」、

「咬合圧」の最大圧と咬合圧、「摂取可能食品」、「お口の満足度」であっ

た。RSSTの積算時間（3回目）、30秒間の回数に関しては口腔の単独サービス

のみ有意な改善が認められた。「ペーシング」に関しては、全体でのみ有意

な差が認められた。 

「オーラルディアドコキネシス」、「義歯の使用」に関しては、どの群に

おいても有意な改善が認められなかった。 

(11) 口腔関連QOL 

口腔の単独サービス群、運動+口腔、運動+栄養、運動+口腔+栄養の複合サ

ービス群と、全体で有意な差が認められた。  

(12) 生きがい 

すべての群で、有意な差が認められた。  
 

3）結果の検討-1 

最初に t-検定で単独サービスと複合サービスの効果を比較し複合サービ

スの有用性を検討した。 

 

(1) 運動機能では「開眼片足立ち」、栄養改善では、「BMI」、栄養アセスメン
トでは、「栄養に係る意欲・身体状況」、「食事摂取状況」、「食べ物頻度
」で、運動、口腔、栄養の2種または3種を組み合わせた複合サービスの
方が改善の効果が推測された。 

(2) 「Barthel Index」と「Vitality Index」は、有意な効果は認められな

かったが、認知症に関するスケールとして広く使われている「CDR」は、

複合サービスで有意な効果が認められた。 

(3) 口腔衛生に関する「食物残渣」、「舌苔」では複合サービス群が改善する

傾向が認められ、また、「ここ1ヶ月の発熱回数」も改善が認められたが、

誤嚥性肺炎による発熱ではなく、感冒による発熱も含んでいる可能性があ
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り、追加調査が必要と考える。 

(4) 口腔機能では、舌の動きに関する「舌突出」、口唇の動きに関する「口

唇突出時の長さ」、摂食・嚥下に関する「フードテスト」、「咬合圧」の

最大圧と咬合力の各項目で、複合サービスが有効性が示唆された。 

(5) 複合サービスの効果が認められた「摂取可能食品」の改善には、咀嚼機

能の向上が重要であり、咬合力の増加が寄与した可能性が考えられる。 

(6) 「口腔関連QOL」は、口腔を含まない運動+栄養の複合サービス群において

も改善がみられ、栄養改善のサービスは口腔関連QOLの内容も含むことか

らこのような結果になったと考えられる。 

(7) 「生きがいスケール」は、すべての群で有意な差が認めら、単独、複数

サービスにかかわらず、介護予防サービスはすべて利用者の生きがいを

上げる効果はあるものと考えた。 

 

4）結果の検討-2 

t-検定による検討では、プログラム間の効果の違いを検証することが困難

であったため、口腔機能向上プログラム、栄養改善プログラム、運動器機能

向上プログラムの単独および複合プログラム群を要支援群、要介護 1・2・3、

要介護 4・5 の 3 群に分けて、更に統計学的検討を行った。解析は one way 

ANOVA（一部さらに Bonferroni post-hoc test を使用）を用い、プログラム

介入前後の値の差をとり統計量とした。  

 

(1) 要支援者では、開眼片足立ち時間（7.0 秒改善）、上腕周囲長（約２cm

改善）、RSST の回数（約 1.4 回改善）、オーラルディアドコキネシス（pa）

（1.0 回改善）で有意な改善が見られた。【要約図 1・3・4】 

(2) 要介護者（要介護 1・2・3）では開眼片足立ち時間（6.2 秒改善）、上腕

周囲長（約 0.7cm 改善）、舌突出距離（約 4.3mm 改善）、臨床的認知症尺

度（CDR）（約 0.1 ポイント改善）で有意な改善が見られた。【要約図 2・

5・6・】 

(3) 要介護者（要介護 4・5）ではオーラルディアドコキネシス（pa）（0.4

回改善）有意な改善が認められ、左右口角引き距離（3.5mm 改善）、舌突

出距離（約 2.8mm 改善）、舌左右運動（7.0ｍｍ改善）、口腔 QOL（9.0 ポ

イント改善）、生きがい感スケール（6.0 ポイント改善）で改善傾向が見

られたが、有意ではなかった。 

 

5）モデル事業の効果に対する考察  

 

(1) 複合プログラムは、単独サービスと比べて、要介護度に関して優れた改善

効果を示す可能性が示唆された。 

(2) 各評価項目では、開眼片足立ちは転倒、上腕周囲長は運動機能やサルコペ

ニアのリスクと相関することが知られている。また、口腔に関するRSSTは

咽頭の動き、舌の突出は舌の運動、ディアドコキネシス（Pa）は口唇の機

能の指標であり、それぞれ摂食嚥下機能に直結する指標である。複合プロ

グラムでは、これらの機能を単独サービスよりも効果的に改善できること

が示されたことから、転倒骨折、廃用症候群、誤嚥性肺炎といった要介護

状態となるリスクを従来よりも効果的に低減でき、より優れた介護予防効

果を得られることが示唆された。 
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(3) さらに、複合プログラムによって認知機能も改善できたことから、介護予

防サービスに対する理解度の向上を通じて、相乗的により高い介護予防効

果を得られる可能性も期待できる。 

 

6）口腔機能向上記録様式例に関する検討 

口腔機能向上加算サービスを実施する場合、参考として提示されている口

腔機能向上記録様式例の使用により口腔機能向上加算サービスの効果に影

響があるかどうかを検討した。 

 

(1) 様式例を使用した 1 事業所と使用しなかった他の事業所の対象者の介入

前後での口腔機能にかかわるアセスメントの項目を検討したところ、

「お茶や汁物等でむせることがありますか」の項目において、様式例を

使用しなかった群のほうが有意に改善していたが、様式例のアセスメン

ト項目を含めて、他の口腔機能にかかわる項目には有意な差は認めなか

った。 

(2) 様式例の有無は口腔機能向上加算サービスの効果に影響しないことが

示唆された。口腔機能向上記録様式例はサービスの実施の妨げになって

いる可能性もあることから、今後口腔機能向上加算サービスの推進にあ

たっては様式例の改良ないし廃止を検討する必要がある。  

 

7）複合プログラム実施に係る費用 

モデル事業を実施した事業所で、口腔機能向上に関する複合サービスについ

て、プログラムの増加とそれに伴う職員の従事時間の増加を比較して、人件

費の増分を推計した。 

 

(1) 複合サービスに伴うサービス提供以外の時間は、プログラムが 1つ増える

とその管理的な業務も18分増え、さらに2つ目のプログラムが加わるとそ

の管理の時間が10分増加すると推定された。これはプログラムの組み合

わせが増えると、その企画や調整の時間がかかることを示唆している。  

(2) 複合サービスで1つプログラムが増えると人件費だけで 538円、さらに2

つ目のプログラムが加わると299円の費用が増加することが推計された。 

 

8）栄養改善サービスの効果等の調査結果 

 栄養改善サービスを実施した群に関して、管理栄養士の立場から、今回

の結果について検討し考察した。 

 

(1) 栄養改善サービスの実施者で低栄養状態のおそれが生じる可能性のある

ものは46人で、うち疾患のためが16人、認知症が15人であった。 

(2) 家族の支援は介入後低下したが、支援をする必要がなくなった者は増加

し、栄養改善サービスは家族の負担・支援を軽減できると考えられた。 

(3) 栄養相談では食事・食生活への助言が最も多く、続いて低栄養状態や栄

養改善などに関する情報の提供であった。栄養相談においては普段の食

事・食生活に不安を持っている利用者もあり栄養情報や助言が求められ

ていた。 
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(4) 複合サービスの効果 

・ BMI の事前事後の平均値では、運動＋口腔＋栄養の複合サービスで有意

な改善が見られた。複合プログラムが有用であることが示唆された。 

・ 意欲・身体状況に関して有意な改善が見られ、利用者の意欲向上は栄養

改善サービス推進に寄与するものと思われる。 

・ 食事摂取状況では、運動＋口腔＋栄養の複合サービスで増加していた。 

・ 複合サービスの各サービス担当者が連携しながら、それぞれの必要性を

理解させ、運動による必要エネルギー量の増加、口腔機能改善による食

事摂取量の上昇が相乗効果につながる可能性が示唆された。 

・ 写真撮影栄養素摂取量調査では、事前事後で脂質・塩分以外の項目が増

加していた。１日の合計栄養素摂取量では、エネルギーとたんぱく質の

上昇が見られた。特に男性は全ての項目において栄養素摂取量が増加し、

女性はたんぱく質が若干上昇したものの、その他は低下した。 

・ 今回、写真撮影に協力した利用者は、栄養改善サービスに意欲的な利用

者であった。栄養改善サービスの意義を理解させ、利用者に前向きな対

応をとることで、利用者の動機付けが得られ、介護予防につながると考

えられた。 

  



10 

 

②モデル調査研究事業サービス提供者アンケート調査 

 

今回のモデル事業を実施している事業所において、歯科衛生士会・栄養士会を

中心にサービスを実施し、複合サービスの効果と問題点を明らかにすることを目

的に本事業に参加したサービス担当者（歯科衛生士・管理栄養士）に対してアン

ケート調査を行った。 

 

1）歯科衛生士アンケート調査 

   

(1) 通所リハビリテーション事業所において、歯科衛生士会が派遣した、介護施

設で就労経験のある歯科衛生士と経験のない歯科衛生士による口腔機能向

上サービスのモデル事業を実施した。最終的に 46 名の利用者に対して、経

験者と未経験者が組で 6 か月間週に 1 回のサービスを実施した。 

(2) 6 カ月間のモデル事業終了後に参加した 14 名の歯科衛生士に対して、アンケ

ート調査を行い全員から回収した。 

(3) 今回のモデル事業では口腔機能向上サービスの様式例を使用しなかったが、

既往歴や目標が不明確といった点以外の問題は挙がらず、事業所の記録や、

事業所スタッフとのコミュニケーションで解決するものと考えられた。  

(4) 他職種との連携に抵抗感があったが、短期間に解消していた。 

(5) 口腔機能向上サービスが歯科衛生士単独で行うサービスであることについ

ては、ほとんどが肯定的な回答をしていた。 

(6) 他の職種でもサービスが実施可能な内容に変更することには７割が「変更す

べきでない」と回答した。 

(7) 口腔機能向上サービスに歯科衛生士がたずさわるためには働きやすい環境

づくりや、歯科衛生士の資質の向上や努力、施設への啓発が必要との意見が

あった。 

(8) 複合サービスの問題点としてはタイムスケジュール管理や、他のサービス状

況の把握などが挙げていたが、これも短期間に解消していた。  

(9) 今回のモデル事業では開始当初こそ、他職種との連携や他のサービスとの整

合性を取ることに苦労したが、最終的には他職種との連携をはかり、他のサ

ービスとの整合性を取るように、コミュニケーションをはかって、さらに効

果的なプログラムの提供を行っていた。  

 

2）管理栄養士アンケート調査 

 

(1) 通所リハビリテーション事業所において、管理栄養士による栄養改善サービ

スを 107 名の利用者に対して、3 か月間で約 6 回実施した。 

(2) モデル事業終了後に参加した 8 名の管理栄養士に対して、アンケート調査を

行い全員から回収した。 

(3) 今回、回答した管理栄養士の就労経験年数については 4～9 年が 3 名（14.3％）

で、他の 8 名は 10 年以上の経験を有していた。 

(4) 複合のサービスの問題点ついては栄養状態の問題点があっても、本人が問題

視しない、介護者へ遠慮などから改善できない、個人支援を敬遠される、介

護支支援者との連携、他職種との連携の必要性をあげていた。 
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③  予防給付及び介護給付における口腔機能向上サービスの推進研修会アンケート

調査研究事業 

 

複合サービスのモデル事業を実施した全国 8か所の事業所に関係のある地域

包括支援センター職員、介護支援専門員等に対し複合プログラムの実地研修会

を開催した。その中で複合サービスの実際と効果を提示し、介護予防サービスの普

及・啓発を図るとともに、アンケート調査を行い、複合サービスを導入、実施す

る場合の課題を抽出した。 

 

(1) 実地研修会の参加者は 366 人で、アンケート回答者は 199 人（54.4％）であ

った。回答者の 30.3％が介護支援専門員、21.1％が介護福祉士、11.9％が介

護職であった。 

(2) 平成 21 年度介護報酬改定内容の周知状況は、口腔機能向上加算の介護報酬

単位引き上げ 51.8％、口腔機能向上加算の対象者基準の明確化 30.3％、様

式例の見直し 17.9％であった 

(3) 改定による変化はほとんどなく、改定がサービス提供の実務には反映されて

いなかった。 

(4) 口腔機能向上加算を「実施している（ほぼ毎回・時々）」のは 42.7％であっ

たが、介護報酬単位引き上げについての周知度は 57.0％と低かった。今後、

情報の発信方法、情報伝達などを改善する必要があると思われる。  

(5) 複合サービス提供については、ほとんど肯定的な意見であった。介護予防に

は 3 つのサービスが総合的に必要であると考える者が多く、その効果に期待

が寄せられていた。 

(6) 実際に導入するにあたっては、人材の確保、配置、事業所のスタッフの理解

や協力、環境や設備の整備、一連の事務処理の方法、利用者の自己負担増加

といったことが懸念されていた。 

(7) 複合サービス提供にあたっては、専門職種の確保が課題であり、その後の人

材管理も困難との意見があり、事業所の管理運営体制を見直す必要がある。 

(8) サービスの実施については時間不足との意見もあり、アセスメント項目の見

直しや、書類の簡略化、効率の良いプログラム作成等が必要と考えられた。 

(9) 今後、アセスメント項目の統合を図るとともに、項目を見直し、少ない時間

で効率よく情報収集できるようなツールを作成する必要がある。  

(10) 複合サービスの適正な単位数は、「現行通り」ないし「現行より高く」と

の回答が多く、要介護度が高くなるほど、「現行より高く」という回答が多

くなっていた。専門職種の配置が困難な理由に経営面の不安があげられてお

り、単位数の増加や要介護度に応じた単位の設定も検討する必要がある。 

(11) 算定回数については、「制限なし」を望む回答も多く、要介護が重くなる

ほど多くなっていた。 

(12) 適正な単位数および算定回数の設定は、専門職種の確保、環境や設備の

整備向上につながり、複合サービスの普及に寄与するものと考えられる。  

(13) 本調査によって、複合サービスへの期待が大きいこと、その導入に際し

ては適正な単位数および算定回数、適切なアセスメントおよびプログラムの

作成が必要であることが示唆された。  
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