
デンタルケアマネージメントサービス②

☆病院退院前後に、⻭科介⼊が必要とされる場合には
病院乃至は退院に際し、担当のケアマネさん同席

予め要請しておいて頂けると,その後の予め要請しておいて頂けると,その後の
治療計画書作成】の情報提供が出来、ケアカンファレンス

在宅療養におけるに『⻭科介⼊』在宅療養におけるに『⻭科介⼊』
※マイケアプランにおいても、【※マイケアプランにおいても、【
【通院介助】などの同意が得られ易く成る事が考えられます。

☆当デンタルケアマネ-ジメントサービスはマイケアラン作成にも置いてもサポートします。☆当デンタルケアマネ-ジメントサービスはマイケアラン作成にも置いてもサポートします。

デンタルケアマネージメントサービス②

病院退院前後に、⻭科介⼊が必要とされる場合には、
のケアマネさん同席の〝⽴会い〟を
の【⼝腔ケアセスメント】が⾏い易く、の【⼝腔ケアセスメント】が⾏い易く、

、ケアカンファレンスで了解を得やすくなり
』が進め易くする事が出来ます。』が進め易くする事が出来ます。

マイケアプランにおいても、【⼝腔アセスメント】次第で、マイケアプランにおいても、【⼝腔アセスメント】次第で、
得られ易く成る事が考えられます。
はマイケアラン作成にも置いてもサポートします。はマイケアラン作成にも置いてもサポートします。



介護保険⼿続きの流れの⼀部を、
⼆⼦⽟川エンジェル⻭科のケアマネージャー（男⼥⻭科医師）が

殊に、脳血管障害で入院され、退院を控えている方や、殊に、脳血管障害で入院され、退院を控えている方や、
【がん治療の為の入退院・⾃宅療養
【在宅療養⽀援⻭科診療所】と

【居宅療養管理指導事業所【居宅療養管理指導事業所
【摂食･嚥下機能】や【口腔ケア】
担当ケアマネとかかりつけ⻭科医と連携してサポートします。

（※訪問口腔健診・アセスメント段階ではかかりつけ⻭科医の代⾏として対応し、（※訪問口腔健診・アセスメント段階ではかかりつけ⻭科医の代⾏として対応し、
訪問⻭科診療⇒訪問口腔ケアはかかりつけ⻭科医がバトンタッチ）。

原則として【退院時共同指導
【ケアマネ＝主治医＝主治⻭科医＝家族のうち三者【ケアマネ＝主治医＝主治⻭科医＝家族のうち三者
居宅での療養⽣活を医療・保健・福祉の⾯から他職種連携での

サポートを必要に応じる事を前提とします
☆病院（※入･退院後）に介護保険利⽤を希望した場合

サポートを必要に応じる事を前提とします
☆病院（※入･退院後）に介護保険利⽤を希望した場合

【ケアプラン作成】が必要と成ります。
世田谷区における『在宅主治医・⻭科医を⾒つけるサイト世田谷区における『在宅主治医・⻭科医を⾒つけるサイト

選択できるツールを⾃由に活⽤して頂けます。
マイケアプラン作成⼿続きの方に対してもご利⽤頂けます。

介護保険⼿続きの流れの⼀部を、
⼆⼦⽟川エンジェル⻭科のケアマネージャー（男⼥⻭科医師）が

殊に、脳血管障害で入院され、退院を控えている方や、殊に、脳血管障害で入院され、退院を控えている方や、
がん治療の為の入退院・⾃宅療養】している方に対し、

と【指定居宅介護⽀援事業所】
居宅療養管理指導事業所】の機能を活かし、居宅療養管理指導事業所】の機能を活かし、

】を視野に入れた【⻭科介入】を、
担当ケアマネとかかりつけ⻭科医と連携してサポートします。

訪問口腔健診・アセスメント段階ではかかりつけ⻭科医の代⾏として対応し、訪問口腔健診・アセスメント段階ではかかりつけ⻭科医の代⾏として対応し、
訪問口腔ケアはかかりつけ⻭科医がバトンタッチ）。

退院時共同指導】時点で
ケアマネ＝主治医＝主治⻭科医＝家族のうち三者】が⽴会い、ケアマネ＝主治医＝主治⻭科医＝家族のうち三者】が⽴会い、
居宅での療養⽣活を医療・保健・福祉の⾯から他職種連携での

サポートを必要に応じる事を前提とします。
入･退院後）に介護保険利⽤を希望した場合

サポートを必要に応じる事を前提とします。
入･退院後）に介護保険利⽤を希望した場合

が必要と成ります。
在宅主治医・⻭科医を⾒つけるサイト』より在宅主治医・⻭科医を⾒つけるサイト』より

選択できるツールを⾃由に活⽤して頂けます。
マイケアプラン作成⼿続きの方に対してもご利⽤頂けます。



特定疾患

『在宅主治医・歯科医を見つけるサイト

特定疾患
1 筋萎縮性側索硬化症
2 後縦靱帯骨化症
3 骨折を伴う骨粗鬆症

40

で、
る相談内容

3 骨折を伴う骨粗鬆症
4 多系統萎縮症
5 初老期における認知症
6 脊髄小脳変性症

る相談内容

☆介護保険認定申請の代行（

6 脊髄小脳変性症
7 脊柱管狭窄症
8 早老症8 

9 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
および糖尿病性神経障害

10 脳血管疾患

１１

10 脳血管疾患
11 パーキンソン病関連疾患
12 閉塞性動脈硬化症
13 関節リウマチ １１１13 関節リウマチ
14 慢性閉塞性肺疾患
15 両側の膝関節又は股関節に著
しい変形を伴う変形性関節症

１１１
111

１１１
しい変形を伴う変形性関節症

16 がん末期

１１１
１１
☆

ケアマネのサポートを受けましょう

在宅主治医・歯科医を見つけるサイト』

ケアマネのサポートを受けましょう
40歳～65歳未満の特定疾病と要介護者の方

で、【歯科介入】を希望している相談者ができ
る相談内容は以下の通りです。る相談内容は以下の通りです。

☆介護保険認定申請の代行（※緊急時）
•退院後の在宅生活についての相談
（※要病院担当者との連携）（※要病院担当者との連携）

•在宅で介護が必要になってきた
（※要主治医との連携）

•介護保険サービス事業所の紹介（※）•介護保険サービス事業所の紹介（※）
１１•介護保険施設紹介（※）

•在宅で介護保険サービスを受ける為の
ケアプラン作成１（※）ケアプラン作成１（※）

•住宅改修、福祉用具に関する相談（※）１
•【デンタルアセスメント】による【計画的な

１１１歯科訪問診療】を担当ケアマネと連携１１１歯科訪問診療】を担当ケアマネと連携
111１して実現させます。

•歯科・医科の受診／定期健診をケアプラ

１１１ンで通院介助１を実現させる手続きをサ１１１１ンで通院介助１を実現させる手続きをサ１
１１ポートします（※世田谷区内送迎）。
☆歯科麻酔医管理下集中治療は隔週金曜日



標準表示に戻し、クリックしてスクロール標準表示に戻し、クリックしてスクロール



相談できる内容
①介護保険認定申請の代行。①介護保険認定申請の代行。
②退院後の在宅生活における歯科との関わりへの相談。
③在宅で生活していて、今後の介護・医療保険利用に関する相談③在宅で生活していて、今後の介護・医療保険利用に関する相談
④介護保険サービス事業所の紹介。
⑤介護保険施設の紹介。
⑥在宅で介護保険サービスを受ける為のケアプラン作成
⑦住宅改修、福祉用具に関する相談。
⑧【歯・口腔アセスメント】による【計画的な歯科訪問診療⑧【歯・口腔アセスメント】による【計画的な歯科訪問診療
⑨担当ケアマネと連携したサービス提供の実現

☆歯科・医科の受診／定期健診をケアプラン作成に則して、☆歯科・医科の受診／定期健診をケアプラン作成に則して、
移動手段を講じたり、通院介助のサービス提供が受けられ

る様にケアカンファレンスなどに働きかけます。
☆世田谷区内には送迎・搬送サービスがあります。

る

相談できる内容

退院後の在宅生活における歯科との関わりへの相談。
在宅で生活していて、今後の介護・医療保険利用に関する相談。在宅で生活していて、今後の介護・医療保険利用に関する相談。

在宅で介護保険サービスを受ける為のケアプラン作成。

計画的な歯科訪問診療】などの実施。計画的な歯科訪問診療】などの実施。
担当ケアマネと連携したサービス提供の実現。

歯科・医科の受診／定期健診をケアプラン作成に則して、歯科・医科の受診／定期健診をケアプラン作成に則して、
移動手段を講じたり、通院介助のサービス提供が受けられ

様にケアカンファレンスなどに働きかけます。
世田谷区内には送迎・搬送サービスがあります。



特定疾病（以下の１６疾病）
1 筋萎縮性側索硬化症

2 後縦靱帯骨化症2 後縦靱帯骨化症
3 骨折を伴う骨粗鬆症

4 多系統萎縮症
5 初老期における認知症5 初老期における認知症

6 脊髄小脳変性症
7 脊柱管狭窄症

8 早老症
9 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害

10 脳血管疾患
11 パーキンソン病関連疾患

12 閉塞性動脈硬化症12 閉塞性動脈硬化症
13 関節リウマチ

14 慢性閉塞性肺疾患
15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

16 がん末期

特定疾病（以下の１６疾病）
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症

初老期における認知症初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症

糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
脳血管疾患

パーキンソン病関連疾患
閉塞性動脈硬化症閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ

慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

がん末期



実際に申し込みがあったら
→家庭訪問→本人・家族の意向を把握する。→家庭訪問→本人・家族の意向を把握する。

→課題を明らかにする→目標と達成時期を立てる。
→その目標のために有効なサービス内容を検討する。
→サービスの種類を検討する。→サービスの種類を検討する。
→利用頻度を検討する。
→事業者を選ぶ。
→コスト計算をする。→コスト計算をする。
→実施状況を把握して、
→その都度見直し、
→これを繰り返す。
この過程の中で、
厚生労働省による標準様式にのっとった厚生労働省による標準様式にのっとった
１表から８表までの書類を作成する。
※標準様式はＷＡＭＮＥＴのホームページからダウンロードできます。
さらに、サービスの見直しやさらに、サービスの見直しや
サービス事業者・利用者との連絡調整の為にこれを活用させます。

申し込みがあったらやることは？
本人・家族の意向を把握する。本人・家族の意向を把握する。

目標と達成時期を立てる。
その目標のために有効なサービス内容を検討する。

厚生労働省による標準様式にのっとった厚生労働省による標準様式にのっとった

標準様式はＷＡＭＮＥＴのホームページからダウンロードできます。

サービス事業者・利用者との連絡調整の為にこれを活用させます。



介護保険が求めている
（ケアマネジャー 求（ケアマネジャーに求

①いつ・・・・・・・・・・・・・・・・依頼を受けたら
②誰が・・・・・・・・・・・・・・・・ケアマネジャーが②誰が・・・・・・・・・・・・・・・・ケアマネジャーが
③誰のために・・・・・・・・・・本人と介護者・家族のために
④何のために・・・・・・・・・・本人が有する能力に応じて自立生活が送れる

⑤何を・・・・・・・・・・・・・・・・介護保険サービスとその他あらゆる制度
のサービスを、

⑥どのようにして・・・・心身の状況、置かれている環境本人⑥どのようにして・・・・心身の状況、置かれている環境本人
や家族の希望等を勘案して

⑦どうする・・・・・・・・・・・・・利用するサービスの種類・内容を組み立
てて、
滞りなく、それらのサービスが受けられるように、
事業者と利用者の連絡調整などを行う。事業者と利用者の連絡調整などを行う。
滞りなくそれらのサービスが受けられるように、
事業者と利用者の連絡調整などを行う。

めているケアマネジメントとは?
求 ケアマネジメント ？）求められているケアマネジメントとは？）

いつ・・・・・・・・・・・・・・・・依頼を受けたら
誰が・・・・・・・・・・・・・・・・ケアマネジャーが誰が・・・・・・・・・・・・・・・・ケアマネジャーが
誰のために・・・・・・・・・・本人と介護者・家族のために
何のために・・・・・・・・・・本人が有する能力に応じて自立生活が送れる

ように、ように、
何を・・・・・・・・・・・・・・・・介護保険サービスとその他あらゆる制度

のサービスを、
どのようにして・・・・心身の状況、置かれている環境本人どのようにして・・・・心身の状況、置かれている環境本人

や家族の希望等を勘案して、
どうする・・・・・・・・・・・・・利用するサービスの種類・内容を組み立

滞りなく、それらのサービスが受けられるように、
事業者と利用者の連絡調整などを行う。事業者と利用者の連絡調整などを行う。
滞りなくそれらのサービスが受けられるように、

利用者の連絡調整などを行う。



介護保険手続きの流れ介護保険手続きの流れ



１表 ： 本人・介護者の意向を（どんなに小さなことでもいいから受け
止めて）ケアマネジャーの方向性で、支援の柱・方針を書く。
☆この作業が一番大事で、さも☆この作業が一番大事で、さも

２表 ： 課題と目標・サービス内容・サービス種類・頻度・事業者など
を書く。実際のプランの中核になるもの。

３表 ： 日常生活、１週間の標準的な過ごし方を書く。

４表 ： サービス担当者会議（ケアカンファレンス）を開き、その内容を書く。４表 ： サービス担当者会議（ケアカンファレンス）を開き、その内容を書く。
サービス担当者会議はケアプラン原案ができたら利用者や
家族を交えて開催する。

５表 ： 担当者会議ができなかったとき、ケアマネジャーとサービス事
業者の間で確認を交わす文書☜ケアカンファレンスに提出

６表 ： ケアマネジャーがどういう風に動き、何を目的に訪問している６表 ： ケアマネジャーがどういう風に動き、何を目的に訪問している
かといった行動を書く。

７表 ： サービスの月間予定表（サービス利用票７表 ： サービスの月間予定表（サービス利用票

８表 ： コスト計算表（サービス利用票別表・提供票別表）。

どんなに小さなことでもいいから受け
）ケアマネジャーの方向性で、支援の柱・方針を書く。

の作業が一番大事で、さもなくば、横道にそれてしまう。の作業が一番大事で、さもなくば、横道にそれてしまう。

課題と目標・サービス内容・サービス種類・頻度・事業者など
を書く。実際のプランの中核になるもの。

日常生活、１週間の標準的な過ごし方を書く。

サービス担当者会議（ケアカンファレンス）を開き、その内容を書く。サービス担当者会議（ケアカンファレンス）を開き、その内容を書く。
サービス担当者会議はケアプラン原案ができたら利用者や

担当者会議ができなかったとき、ケアマネジャーとサービス事
☜ケアカンファレンスに提出

ケアマネジャーがどういう風に動き、何を目的に訪問しているケアマネジャーがどういう風に動き、何を目的に訪問している

サービスの月間予定表（サービス利用票･提供票）。サービスの月間予定表（サービス利用票･提供票）。

コスト計算表（サービス利用票別表・提供票別表）。



ケアプラン（介護支援計画）とは
介護保険は介護が必要になっても、
自分らしく生きていきたい、自分らしく生きていきたい、

今まで以上に自分の人生を大切にしたいという願いに応えてくれる
新しい社会保険制度として生まれました。

つまり、自己決定による自己選択で自己実現を果たし、つまり、自己決定による自己選択で自己実現を果たし、
「自立（律）」を支えるものとして期待されている制度です。

しかし、介護保険のサービス事業とケアマネジメントが意図的にセットにされているた
め、サービスを利用しようとする人達はいわば介護支援事業者サイドで、め、サービスを利用しようとする人達はいわば介護支援事業者サイドで、

自動的にケアマネジメントされてしまいがちです。
ご存知のように、ＡＤＬ（日常生活動作能力）チェックと、

ケアマネジャーの特記事項及びかかりつけ医の意見をもとにケアマネジャーの特記事項及びかかりつけ医の意見をもとに
要介護認定が行われ、要支援または要介護（１～５）と

介護保険サービスが利用できるようになりますが、
その際原則として事前に、

保険者の窓口へサービス利用計画（ケアプラン）を提出しておかなければなりません。

ケアプラン（介護支援計画）とは
介護保険は介護が必要になっても、
自分らしく生きていきたい、自分らしく生きていきたい、

今まで以上に自分の人生を大切にしたいという願いに応えてくれる
新しい社会保険制度として生まれました。

つまり、自己決定による自己選択で自己実現を果たし、つまり、自己決定による自己選択で自己実現を果たし、
「自立（律）」を支えるものとして期待されている制度です。

しかし、介護保険のサービス事業とケアマネジメントが意図的にセットにされているた
サービスを利用しようとする人達はいわば介護支援事業者サイドで、サービスを利用しようとする人達はいわば介護支援事業者サイドで、

自動的にケアマネジメントされてしまいがちです。
ご存知のように、ＡＤＬ（日常生活動作能力）チェックと、

ケアマネジャーの特記事項及びかかりつけ医の意見をもとにケアマネジャーの特記事項及びかかりつけ医の意見をもとに
要介護認定が行われ、要支援または要介護（１～５）と認定され、

介護保険サービスが利用できるようになりますが、
その際原則として事前に、

の窓口へサービス利用計画（ケアプラン）を提出しておかなければなりません。



この計画を作成し、
事業者との契約業務や保険者への諸手続き、

そしてサービスのモニタリング（利用状況やその効果等のチェック）等を行うのそしてサービスのモニタリング（利用状況やその効果等のチェック）等を行うの
日本では介護保険制度創設にあたって、

それまでの措置制度や医療保険制度が相当引きずって来てしまったためにそれまでの措置制度や医療保険制度が相当引きずって来てしまったために
世界で初めてセットされている制度になっています。

『自分（達）のためのケアプランは自分（達）でつくりましょう。『自分（達）のためのケアプランは自分（達）でつくりましょう。
そして最期まで自分らしい人生を生きよう。

自分の住んでいる町や暮らしを大切にしよう･･･
マイケアプラン】です。 マイケアプラン５カ条（マイケアプラン】です。 マイケアプラン５カ条（
条マイケアプランは、生活のプランであり人生のプランです。
条マイケアプランは、わたしたちのたのしい食事です。条マイケアプランは、わたしたちのたのしい食事です。
条マイケアプランで、失いかけた気力を取り戻すこともできます。
条マイケアプランは、よい家族関係よい人間関係をつくります。条マイケアプランは、よい家族関係よい人間関係をつくります。
条マイケアプランは、住みよいまちをつくります

計画を作成し、
事業者との契約業務や保険者への諸手続き、

そしてサービスのモニタリング（利用状況やその効果等のチェック）等を行うのそしてサービスのモニタリング（利用状況やその効果等のチェック）等を行うの
日本では介護保険制度創設にあたって、

措置制度や医療保険制度が相当引きずって来てしまったために措置制度や医療保険制度が相当引きずって来てしまったために
世界で初めてセットされている制度になっています。

自分（達）のためのケアプランは自分（達）でつくりましょう。自分（達）のためのケアプランは自分（達）でつくりましょう。
そして最期まで自分らしい人生を生きよう。

大切にしよう･･･』と考えて作るのが
マイケアプラン５カ条（『私にもつくれますマイケアプラン』の冊子よりマイケアプラン５カ条（『私にもつくれますマイケアプラン』の冊子より

マイケアプランは、生活のプランであり人生のプランです。
マイケアプランは、わたしたちのたのしい食事です。マイケアプランは、わたしたちのたのしい食事です。
マイケアプランで、失いかけた気力を取り戻すこともできます。
マイケアプランは、よい家族関係よい人間関係をつくります。マイケアプランは、よい家族関係よい人間関係をつくります。
マイケアプランは、住みよいまちをつくります



ケアマネジメントの実態と問題点

本来はこの１表～８表を作成して状況が変わってくれれば、
書き直しをします。書き直しをします。

１表～３表をヘルパーに渡して、具体的な援助をする事になります

１表～６表も、「作成すること」になってはいますが、
（様式には必要な項目が入っていて、変更することができます）

作成した書類を「本人や家族、サービス事業者に交付すること」
という扱いにはなっていませんので、という扱いにはなっていませんので、
これまでは、説明で終わっていました。
データはフアイルの中にあって、

作成していなくても、とがめられる事がなかった為、
作成率も低いのが実態でした。

ケアマネジメントの実態と問題点
理想理想

本来はこの１表～８表を作成して状況が変わってくれれば、
書き直しをします。書き直しをします。

１表～３表をヘルパーに渡して、具体的な援助をする事になります。
現状は？

１表～６表も、「作成すること」になってはいますが、
（様式には必要な項目が入っていて、変更することができます）。

しかし、しかし、
作成した書類を「本人や家族、サービス事業者に交付すること」

という扱いにはなっていませんので、という扱いにはなっていませんので、
これまでは、説明で終わっていました。
データはフアイルの中にあって、

作成していなくても、とがめられる事がなかった為、
作成率も低いのが実態でした。





【デンタルアセスメント】で歯科介入ヲ推進させよう
『自分らしく生きていきたい・・・、『自分らしく生きていきたい・・・、

今まで以上に自分の人生を大切にしたい・・・
という願いに応えてくれるのが、

2001年に新しく生まれた【介護保険制度】です。2001年に新しく生まれた【介護保険制度】です。
自己決定による自己選択で自己実現を果たし、

「自立（律）」を支えるものとして、
期待されている制度です期待されている制度です

介護保険のサービス事業者は、
事業者のサービスをセットして

ケアマネジメントされてケアマネジメントされて
サービスを利用しようとする人達は、
いわば介護支援事業者サイドで、
自動的にケアマネジメントされてしまいがちです

☆患者・利用者に【デンタルアセスメント】の結果で、
歯科のニーズがあった場合には、歯科のニーズがあった場合には、
担当のっケアマネージャーに

ケアマネージメントに歯科の介入を要請して貰う様にしましょう。

歯科介入ヲ推進させよう!?
自分らしく生きていきたい・・・、自分らしく生きていきたい・・・、

今まで以上に自分の人生を大切にしたい・・・』
という願いに応えてくれるのが、

年に新しく生まれた【介護保険制度】です。年に新しく生まれた【介護保険制度】です。
自己決定による自己選択で自己実現を果たし、

「自立（律）」を支えるものとして、
されている制度です。されている制度です。

介護保険のサービス事業者は、
事業者のサービスをセットして

ケアマネジメントされている傾向が多く、ケアマネジメントされている傾向が多く、
サービスを利用しようとする人達は、
いわば介護支援事業者サイドで、
自動的にケアマネジメントされてしまいがちです。

☆患者・利用者に【デンタルアセスメント】の結果で、
歯科のニーズがあった場合には、歯科のニーズがあった場合には、

ケアマネージャーに
ケアマネージメントに歯科の介入を要請して貰う様にしましょう。⇒リンク★



二子玉川エンジェル歯科の

ケアマネージメント・サービス③ケアマネージメント・サービス③
二子玉川エンジェル歯科の

ケアマネージメント・サービス③ケアマネージメント・サービス③
、



ＡＤＬ（日常生活動作能力）チェック

ケアマネジャーの特記事項ケアマネジャーの特記事項
かかりつけ医の
要介護認定要介護認定

要支援または要介護（１～５）
介護保険サービス 利用介護保険サービスが利用

原則
事前 、保険者事前に、保険者

サービス利用計画（ケアプラン）
提出提出しておかなければなりません。

従って、
☆世田谷区の委託事業である☆世田谷区の委託事業である

地区のかかりつけ歯科医
【デンタルアセスメント】【デンタルアセスメント】

歯科が介護保険に参画する機会

ＡＤＬ（日常生活動作能力）チェックと、

ケアマネジャーの特記事項ケアマネジャーの特記事項及び
の意見をもとに、

要介護認定 行われ、要介護認定が行われ、
要介護（１～５）と認定されて、

利用 、利用できるようになりますが、

原則として
、保険者 窓口、保険者 の窓口へ

サービス利用計画（ケアプラン）を
しておかなければなりません。

従って、
である『訪問口腔健診』時に、である『訪問口腔健診』時に、

かかりつけ歯科医が行なう
【デンタルアセスメント】の使用によって、【デンタルアセスメント】の使用によって、

機会が広がると考えられます。リンク★



「かかりつけ医の意見書」に
歯科に関する項目として、歯科に関する項目として、

①「口腔清掃（はみがき等） ・一部介助・全介助」
②「嚥下できる・見守り・出来ない」②「嚥下できる・見守り・出来ない」
③食事摂取…自立・見守り・一部介助・全介助」と、③食事摂取…自立・見守り・一部介助・全介助」と、

三つあり
この三つの項目にチェックが入っていた場合にはこの三つの項目にチェックが入っていた場合には

審査会の中で、
他の項目との関連に注意しながら他の項目との関連に注意しながら

これらの項目を正しく判断する歯科医師

「かかりつけ医の意見書」には
歯科に関する項目として、歯科に関する項目として、

・一部介助・全介助」
「嚥下できる・見守り・出来ない」「嚥下できる・見守り・出来ない」

自立・見守り・一部介助・全介助」と、自立・見守り・一部介助・全介助」と、
三つあり、

この三つの項目にチェックが入っていた場合には、この三つの項目にチェックが入っていた場合には、
の中で、

他の項目との関連に注意しながら他の項目との関連に注意しながら
これらの項目を正しく判断する歯科医師の役割が大きいと言えます。



サービス担当者に対する照会
 

第 5表 

 

 利用者名         殿         居宅サービス計画作成者

 

サービス担当者会議を開催しない理由  

ないし会議に出席できない理由 

 

照会(依頼)先 照会(依頼)年月日 照会(依頼)内容 

      

※サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合などに使用すること。※サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合などに使用すること。

サービス担当者に対する照会(依頼)内容 

居宅サービス計画作成者(照会者)氏名           

回答者氏名 回答年月日 回答内容 

      

※サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合などに使用すること。 ※サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合などに使用すること。 


