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教育ノート

要介護高齢者の口腔管理シミュレーター「MANABOTⓇ」
を用いた高齢者歯科医療における臨床教育の実践 
Practice of clinical education in geriatric dentistry using“MANABOTⓇ” 

an oral care management simulator of elderly requiring long-term care
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抄録：要介護高齢者に対して安全な口腔管理を行うためには，状況を把握しリスク管理をしながら実
施する必要がある。今回，様々な状況に応じて安全な口腔管理を行う介護技術の習得を目的に，口腔
機能管理シミュレーターを用いた卒前臨床実習を実施した。
本実習は市川総合病院で臨床実習を行っている本学第５学年に対して行われた。シミュレーターを

用いて車椅子操作，移乗，ポジショニングの実習を行った。実習は理学療法士にも協力を仰ぎ指導を
行った。学生には基本的な技術指導を行うとともに，リスクや困難さを理解させた。確認テストの結
果や実習後のアンケートからは一定の教育効果が示された。
今後は高齢者の口腔管理に関する包括的なシナリオに基づくシミュレーション実習を行うことで，

臨床現場での技術，態度，知識の習得もより効果的になると考える。

緒 言
介護高齢者に対する歯科治療は，病棟や施設，在宅
で様々な状況で行われている。患者の状態も様々で

本邦では急速に高齢化が進行しており，総人口に あり，これらの状況を把握しリスク管理をしながら
おける６５歳以上の割合（高齢化率）は，平成２９年度の 安全かつ確実な口腔管理を提供する必要がある。従
段階で２７．１％となっている１）。平成２８年度版「歯科 来は病棟や介護施設の見学を中心とした実習によ
医学教育モデル・コア・カリキュラム」には高齢者 り，要介護高齢者に対応するための態度や知識の向
に関する内容が幅広く含まれており，超高齢社会の 上を図ることは可能であると考えるが，技術の習得
中で歯学教育における高齢者歯科教育の充実が求め と向上を図ることは困難であると考えられた。
られている２）。さらに，地域包括ケアシステムの中 そこで，卒前教育において，マネキンを介した高
で，要介護高齢者の口腔管理を適切に行い，多職種 齢者の特性，適切な対応を学び技術の向上を図るこ
連携やチーム医療を担うことのできる歯科医師の育 とが極めて重要であると考えられる。今回，有病高
成が求められている。セルフケアが困難となった要 齢者あるいは要介護高齢者を想定し，様々な状況に
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応じて安全な口腔管理を行う介護技術の習得を目的
に，口腔機能管理シミュレーター（MANABOTⓇ：
ニッシン）を用いた卒前臨床実習を実施したので，
その概要を報告する。 

MANABOTⓇの概要 

MANABOTⓇは（株）ニッシンで開発・販売され
ている高齢者の口腔内および口腔以外の周辺器官と
人体を再現したシミュレーターである（図１）。いわ
ゆる「口腔ケア」をはじめ，誤嚥の確認や気管内吸
引，内視鏡検査等の実習を行うことが可能である。
また躯体部分があるため，車椅子やベッド上での実
践的な実習が可能であり，体位ドレナージなどの実
習を行うことが可能である。歯科顎模型は部分床義
歯を始め，ブリッジなどの補綴物，動揺歯，咬耗，
分岐部病変など高齢者に特有の口腔内が再現されて
いる。躯体部分を含めると全長が約１５０cm，重量は
約２０kgであり，頸部および四肢の関節はすべて可
動式になっている。これにより車椅子やベッド上で
の様々なポジショニングが可能となっている。要介
護高齢者は意識障害，麻痺や拘縮など状況は様々で
あり，これらの状況に併せた口腔管理を行う必要が
ある。MANABOT Ⓡはこの躯体部分があること
で，要介護高齢者の様々な状況を再現し，口腔管理
の実習を行うことができる初めてのシミュレーター
である。

実習の概要

本実習は平成２９年度に本学第５学年の臨床実習後
期で市川総合病院に配属中の各班に対して実施し
た。なお，本学においてはコミュニケーション学の
一環として，第３学年時に老人施設（介護老人保健
施設あるいはグループホーム）における臨地実習を
行っており，すでに高齢者への配慮とコミュニケー
ションをとるための知識，技能，態度について教育
を受けている。
実習の一般目標（GIO）および行動目標（SBOs）を

表１および表２に示す。本実習では要介護高齢者に
ついて安全に口腔管理を行うための介護技術の習得
を主目的とした。また，実習には理学療法士にも協
力をいただき，専門職の役割を理解することも目的
とした。実習に先立ち，学生の経験や理解状況を確

認のため事前アンケートを実施した。学修目標への
到達度の確認のため実習前後にプレ・ポストテスト
を行った。また，実習後には過去の他職種の国家試
験過去問題を中心とした理解度確認テストを実施し
た。最後に事後アンケートを行い，自由に感想を記
載させた。なお，実習におけるテストやアンケート
の実施にあたっては，東京歯科大学市川総合病院倫
理審査委員会の承認を得た。（Ⅰ１７－３９）

実習の内容

まず，基本的知識の取得を目的に理学療法士によ
り車椅子の構造，操作方法，移乗，ポジショニング
に関する講義を行った。続いて基本的手技の習得を
目的に実習を行った。車椅子操作の実習は学生相互

図１ デンタルシミュレーター「MANABOTⓇ」
要介護高齢者の全身と口腔が再現されており，様々な

状況に応じた口腔管理の実習が可能である。

表１ 一般目標（GIO）

要介護高齢者の口腔管理を適切に行い，チーム医療を担
う歯科医師となるために，安全に口腔管理を行うための，
介護に関する知識や技術を習得する。

表２ 行動目標（SBOs）

１．車椅子の構造を説明できる。
２．車椅子の操作方法や操作時の注意事項を説明できる。
３．車椅子からベッドへの移乗の際の注意点を理解し，安

全に移乗を行うことができる。
４．移乗，移送時の危険ポイントを説明できる。
５．ポジショニングの目的を説明できる。
６．安全に口腔管理や食事介助を行うためのポジショニン

グについて説明できる。
７．他職種の業務内容を理解し，チーム医療における歯科

の役割を説明できる。
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で行った。操作方法を学ぶと同時に，実際に車いす
目線を経験することで，予想以上にスピード感や圧
迫感があることを体験させた。続いてシミュレー
ターを用いて車いすのからベッドへの移乗実習を
行った（図２）。移乗は失敗すると転倒転落につなが
り，外傷を引き起こす可能性が高く，介護の現場で
は注意を要する動作である。MANABOT Ⓡは躯体部
分が再現されており，全介助の要介護高齢者を想定
した実習が可能であった。車椅子の接近角度，患者
の姿勢，介助者の姿勢など基本的な技術を習得させ
た。全介助の要介護高齢者は容易に脚折れを起こ
し，転落の原因になることや，フットレストや柵に
ぶつかり皮膚剥離の原因となることを理解させた。
ベッドの移乗後は座位保持が要介護高齢者の口腔
清掃を意識したポジショニングの実習を行った（図
３）。セルフケア困難かつ座位保持が困難な要介護
高齢者の口腔清掃時には，誤嚥を防止し，患者の安
楽が保たれる体位であるファーラー位が用いられる
ことが多い。まず，学生自身にシミュレーターを用
いて，ファーラー位のポジショニングを行わせた。
ファーラー位への体位変換を行わせたところ，リク
ライニング角度の不足したケース，体幹がずり落ち
てしまったケース，頸部が後屈してしまったケース
などが多々見受けられた。これらのポイントを理学
療法士により指導を行い，再度学生自身により修正
をさせた。さらに，片麻痺のある場合のポジショニ
ング，食事介助時のポジショニング，排淡を促すポ
ジショニングなど応用編の指導も行った。

図２ 移乗実習の様子
車椅子からベッドへの移乗について理学

療法士による指導を受けた。

実習の評価

事前アンケートの結果では，「移乗の介助を行っ
たことがある」は３６％，「車椅子の構造を知ってい
る」は３９％であった。「ポジショニングの目的を
知っている」は２５％，「食事介助や口腔清掃時の体
位を知っている」は１８％であった。「理学療法士の
業務を知っている」は１７％であった。これまでの学
部教育や日常生活の中で，車椅子の操作やポジショ
ニング，他職種の業務に関する知識や経験は不十分
であることがうかがわれた。
計１３３名の学生が実習に参加し，実習前後にプレ

テスト，ポストテストを実施した。また，実習後に
はこれとは別に理解度確認テストを受けた。プレテ
スト，ポストテストは同じ○×問題を５点満点で

図３ ポジショニングの実習
要介護高齢者の口腔清掃時のポジショニング。

Ａ：指導前に学生が行ったポジショニング。
Ｂ：指導後に学生が修正したポジショニング。
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行った。プレテストの平均は３．９点，ポステストの
平均点は４．６点であり，実習後では正答率の上昇を
認めた（paired t-test P＜０．０５）。理解度確認テスト
は過去の歯科医師あるいは他職種の国家試験問題を
中心に行われ，正答率は８０．０％であった。技術指導
を目的とした実習のため，筆記試験による評価は困
難であるが，一定の教育効果が示唆された。自由記
載のアンケート結果では「高齢者医療型へと展開し
ていく歯科医療において，車いすの操作方法などを
理解できたことはとても有用だった」「リハビリ
テーションを担当する医療スタッフの話を聞けて，
大変勉強になった」「作業療法士や言語聴覚士とも
交流したい」などの記載がみられた。

まとめ

今回，臨床実習においてシミュレーターを用いた
介護技術の実習を行った。有病高齢者あるいは要介
護高齢者に安全な口腔管理を提供するため習得すべ
き項目は極めて多岐にわたる。２０１５年に日本老年歯
科医学会により公表された老年歯科医学教育基準に
は「移乗，車椅子操作」「治療時の介護」といった
介護技術も含まれている３）。一方，歯学部において
介護技術に関する実習を行っているのは１０校（３４．５
％）にとどまると報告されている４）。この一因として
は，高齢者に関する実習は事故のリスクが高く，マ
ンパワーも必要なこと，相互実習では状況の再現が
困難であることなどが挙げられる。今回，要介護高
齢者を想定したシミュレーターを用いることで，従
来は困難であった介護技術の習得を目的とした実習
が可能となった。また，本実習は理学療法士により
専門的な技術指導を行った。多職種連携やチーム医
療を担う歯科医師を育成する上で，各職種の専門性
を理解することは必須である。そのため，臨床実習
においても他職種との交流をもつことは大変重要と
考えらえる。本実習後のアンケートでもさらなる交
流を希望する意見があった。
今回の実習では時間的な制限もあり，介護技術の

指導のみであった。しかし，要介護高齢者に安全な
口腔管理を提供するために習得すべき項目は，この
他にバイタルサインの把握，複雑な口腔内のアセス
メント，嚥下困難者への喀痰吸引などの多岐にわた
る。今後は要介護高齢者の歯科治療，口腔清掃，食
事介助などの具体的なシナリオを設定したプログ
ラムが必要である。MANABOT Ⓡでは移乗，ポジ
ショニング，口腔内のアセスメント，口腔清掃の技
術，喀痰吸引など，要介護高齢者の一連の口腔管理
のシミュレーションが可能である。また，車椅子，
ベッド上，片麻痺患者など様々なシチュエーション
が再現できる。高齢者の口腔管理に関する包括的な
シナリオに基づくシミュレーション実習を行うこと
で，技能の習得はもちろんであるが，臨床現場での
態度，知識の習得もより効果的になると考える。高
齢者歯科医療教育の普及や促進のために，今回の実
習で得られた知見をフードバックし，さらに教育内
容の充実を図る所存である。
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