
【（医社）人承会DCMSメニュー】☞【在宅主治歯科医を見つけるサイト：

デンタルケアマネージメントサービスデンタルケアマネージメントサービス
=【在宅歯科医療・口腔ケア

当【デンタルケアマネージメントサービス】
（医社）仁承会:指定居宅介護⽀援事業所地域連携窓口の名称で、

デンタル
（医社）仁承会:指定居宅介護⽀援事業所地域連携窓口の名称で、

そこが運営管理するインターネット
の検索ツールより社会資源を選択し、の検索ツールより社会資源を選択し、

【登録者メーリングリスト
情報を共有する情報を共有する

各各地域地域歯科医院やケアマネ歯科医院やケアマネ
【【当事務局当事務局】】の管掌の許で⾏い、の管掌の許で⾏い、

連携サイトと同調した運営をめざしています。連携サイトと同調した運営をめざしています。
【【当事務局当事務局】】の管掌の許で⾏い、の管掌の許で⾏い、

連携サイトと同調した運営をめざしています。連携サイトと同調した運営をめざしています。
初回は通常の初回は通常の【歯科訪問診療【歯科訪問診療

後日、後日、 ケアケア後日、後日、区の【訪問口腔区の【訪問口腔ケアケア
健健診及びアセスメントを⾏った後、診及びアセスメントを⾏った後、

担当ケアマネを通じて、担当ケアマネを通じて、担当ケアマネを通じて、担当ケアマネを通じて、
【【かかりつけ⻭科医かかりつけ⻭科医】】にに【【情報提供情報提供

在宅主治歯科医を見つけるサイト：DCMSニュー】

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
・口腔ケア】の地域拠点＝

ケアマネージメントサービス】とは、
指定居宅介護⽀援事業所地域連携窓口の名称で、

と
指定居宅介護⽀援事業所地域連携窓口の名称で、

するインターネット上の異空間
の検索ツールより社会資源を選択し、の検索ツールより社会資源を選択し、

登録者メーリングリスト】で、
情報を共有する事で、情報を共有する事で、

歯科医院やケアマネ歯科医院やケアマネ事務所事務所からのからの要請要請をを
の管掌の許で⾏い、の管掌の許で⾏い、

連携サイトと同調した運営をめざしています。連携サイトと同調した運営をめざしています。
の管掌の許で⾏い、の管掌の許で⾏い、

連携サイトと同調した運営をめざしています。連携サイトと同調した運営をめざしています。
【歯科訪問診療【歯科訪問診療】】がが行行われわれ、、

ケアケア ※※ ででケアケア健診健診】事業（】事業（※※無料無料））でで。。
診及びアセスメントを⾏った後、診及びアセスメントを⾏った後、
担当ケアマネを通じて、担当ケアマネを通じて、担当ケアマネを通じて、担当ケアマネを通じて、

情報提供情報提供】】をおこないます。をおこないます。



口腔ケアの必要性

【要介護者の口腔の現状】

・口腔内細菌と内科疾患との関連性
・認知症とも関連性があります。
・口腔環境がお年寄りの全身の健康
・口の中の細菌が関与すると考えられる
１．誤嚥性肺炎
２．感染性心内膜炎、敗血症
３．虚血性心疾患３．虚血性心疾患
４．糖尿病

【口腔ケアの目的】【口腔ケアの目的】
１．口の中を清潔にするだけではなく
２．歯や口の疾患を予防し、
３．口腔の機能を維することで、
４．老化や痴呆を防止し、
５．全身的な健康維持など
６．QOLやＡＤＬの向上に役立

必要性と重要性

】

連性は加齢に伴う咀嚼機能の低下と老化

健康と密接に関連しています。
えられる全身疾患は下記の通りです。

にするだけではなく、 イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

、

役立ちます。



口腔ケアの効口腔ケアの効
【口腔感染症

むし歯や歯周病などの
カンジダ性口内炎などの口腔感染症イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。 カンジダ性口内炎などの口腔感染症

【口腔機能の維持
咀嚼機能の改善および摂食

口腔機能の口腔機能の
廃用症候群の予防

【全身感染症【全身感染症
誤嚥性肺炎などの原因となる口

全身感染症の予防

【全身状態やQOLイメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。 【全身状態やQOL
経口摂食を促す
低栄養や脱水
体力回復や意欲向上

全身状態の改善につながります

【コミュニケーション
構音機能の維持構音機能の維持

コミュニケーション機能

効果について効果について
口腔感染症の予防】

などの歯科疾患や
口腔感染症を予防します。口腔感染症を予防します。

維持・回復】
食・嚥下障害を改善させ、
の低下や

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

の低下や
予防に繋がります。

全身感染症の予防】全身感染症の予防】
口の中の細菌の数を減少させ、
予防をはかります。

QOLの向上】

強電解性水

QOLの向上】
す事により、
水を防ぎ、
意欲向上、
につながります。

ション機能の回復】
維持・回復により維持・回復により
機能が回復します。



⻭科訪問診療・訪問口腔
通院⻭科診療・搬送⻭科
アセスメントに基づいて判断します。
通院⻭科診療・搬送⻭科
アセスメントに基づいて判断します。
在宅療養者のＡＤＬ＆ＱＯＬの
ケアカンファレンス用の情報提供として、ケアカンファレンス用の情報提供として、

担当ケアマネとかかりつけ⻭科医
その環境としてその環境として

世田谷区内の在宅療養⽀援
および、周術期⻭科医・摂⾷嚥下⻭科医・感染症対応⻭科医

地域⻭科医同⼠で【副かかりつけ⻭科医
および、周術期⻭科医・摂⾷嚥下⻭科医・感染症対応⻭科医

地域⻭科医同⼠で【副かかりつけ⻭科医
【訪問口腔ケアステーション（将来的）

⻭科衛⽣⼠のいない地域⻭科医のサポートが出来る事も、⻭科衛⽣⼠のいない地域⻭科医のサポートが出来る事も、
逐次出来、地域医療は活発

※当座は当事業所が主幹⻭科医院となって※当座は当事業所が主幹⻭科医院となって
ケアマネと⻭科医師との両⾯

【駆けつけ⻭科医】
在宅療養⽣活者に『⻭科介⼊』で在宅療養⽣活者に『⻭科介⼊』で

【⻭科訪問診療依頼書】や【摂⾷嚥下機能検査依頼書

口腔ケア・訪問リハビリや
⻭科診療の必要性は、

基づいて判断します。
⻭科診療の必要性は、

基づいて判断します。
療養者のＡＤＬ＆ＱＯＬの向上は、

ケアカンファレンス用の情報提供として、ケアカンファレンス用の情報提供として、
かかりつけ⻭科医に⾏ないます。
その環境としてその環境として
療養⽀援⻭・居宅介護⽀援事業所

周術期⻭科医・摂⾷嚥下⻭科医・感染症対応⻭科医など
副かかりつけ⻭科医】を持てる【チーム医療】や、

周術期⻭科医・摂⾷嚥下⻭科医・感染症対応⻭科医など
副かかりつけ⻭科医】を持てる【チーム医療】や、

訪問口腔ケアステーション（将来的）】を公開する事によって、
⻭科衛⽣⼠のいない地域⻭科医のサポートが出来る事も、⻭科衛⽣⼠のいない地域⻭科医のサポートが出来る事も、
逐次出来、地域医療は活発に成ると考えられます。

当座は当事業所が主幹⻭科医院となって、当座は当事業所が主幹⻭科医院となって、
と⻭科医師との両⾯で多職種と⻭科を繋ぎ、

】的存在となって、
で果たして⾏きたいと思います。で果たして⾏きたいと思います。

摂⾷嚥下機能検査依頼書】等が発⾏されます。



は、イメージを削除して挿入してください。

引く継ぐ事を行います。引く継ぐ事を行います。

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。



　歯　科　医　院　名 郵 便 番 号 住                                   所 電           話

   横田歯科医院 〒156-0054 世田谷区桜丘五丁目４８番１０号 03-3427-2255

   近藤歯科医院 〒157-0067 世田谷区喜多見九丁目５番１７号 03-3489-4351

   こはた歯科 〒157-0066 世田谷区成城四丁目１９番７号 03-3482-7541 

  池田歯科医院 〒156-0043 世田谷区松原二丁目３２番３２号 03-3321-2534

  サワキ歯科医院 〒157-0067 世田谷区喜多見五丁目２２番２１ 03-3416-6411

 加藤歯科東北沢診療所 〒155-0031 世田谷区北沢三丁目１番１０号ニューアイランド東北沢２階２０ ３号 03-3719-3046

  オカムラ歯科医院 〒158-0095 世田谷区瀬田四丁目１５番３０号スポーツコネクション別館１階 03-3709-3666

  内藤歯科医院 〒157-0071 世田谷区千歳台一丁目１１番３号 03-3484-3711

  清水歯科医院 〒156-0045 世田谷区桜上水五丁目１４番９号コート桜上水（１７５） 03-3329-3490  清水歯科医院 〒156-0045 世田谷区桜上水五丁目１４番９号コート桜上水（１７５） 03-3329-3490

  河合歯科クリニック 〒154-0023 世田谷区若林三丁目１８番５号　カリヨネビル２階 03-3795-1114

  山田歯科クリニック 〒158-0081 世田谷区深沢五丁目１４番１５号 03-3703-8080 

医療法人社団　仁承会
　二子玉川エンジェル歯科

〒158-0094 世田谷区玉川四丁目８番４号　深志ビル２階 03-3700-8241
　二子玉川エンジェル歯科

  河瀬歯科医院 〒155-0031 世田谷区北沢二丁目２３番１２号 03-3414-4428 

  石川歯科医院 〒157-0065 世田谷区上祖師谷五丁目９番２８号　ロックアーバン１階 03-3326-1005

  島貫歯科医院 〒158-0096 世田谷区玉川台一丁目５番１１号 03-3700-8008

  押切歯科医院 〒158-0083 世田谷区奥沢四丁目２７番２号 03-3727-6480  押切歯科医院 〒158-0083 世田谷区奥沢四丁目２７番２号 03-3727-6480

医療法人社団大熊歯科医院〒158-0094 世田谷区玉川三丁目２１番８号 03-3708-4114

  大島歯科医院 〒158-0083 世田谷区奥沢七丁目４７番１７号 03-3701-1459

  石田歯科医院 〒154-0023 世田谷区若林四丁目５番２０号 03-3421-8009

  医療法人社団　和仁会
　   桐原歯科医院

〒157-0073 世田谷区砧八丁目８番１９号 田中ビル１階 03-3749-8811

  伊東歯科医院 〒158-0086 世田谷区尾山台三丁目３４番８号 03-3703-8809

  田中歯科医院 〒154-0014 世田谷区新町二丁目１１番８号 03-3420-7521

  酒井歯科クリニック 〒157-0067 世田谷区喜多見三丁目２２番２０号　ヒノキビル２階 03-3416-4182

  川田歯科クリニック 〒158-0093 世田谷区上野毛一丁目２５番１０号 03-3701-0550

  はせべ歯科 〒158-0091 世田谷区中町三丁目１番２２号　タミーズワン１階 03-5706-2500

26
 医療法人社団　蒲公英会
　   齋藤歯科医院

〒158-0094 世田谷区玉川四丁目１０番２０号　玉川グリーンハイツ１０２号室 03-3707-2564

27   二子玉川小児歯科 〒158-0094 世田谷区玉川二丁目１４番９号 03-5717-3500

28   山本歯科クリニック 〒158-0082 世田谷区等々力二丁目１番２号　スクエアビル２階 03-3705-814828   山本歯科クリニック 〒158-0082 世田谷区等々力二丁目１番２号　スクエアビル２階 03-3705-8148

29
  医療法人社団　千丸
   さくらい歯科医院

〒156-0052 世田谷区経堂二丁目６番６号　小松ビル１階 03-3706-3388

30   こじま歯科クリニック 〒158-0097 世田谷区用賀二丁目３３番４号 03-3708-0648

31   ききょう歯科医院 〒157-0072 世田谷区祖師谷三丁目３２番１４号　富士屋ビル３階 03-3484-828731   ききょう歯科医院 〒157-0072 世田谷区祖師谷三丁目３２番１４号　富士屋ビル３階 03-3484-8287

32
 医療法人社団　親民会
波多野歯科クリニックポラ
イト

〒154-0023 世田谷区若林四丁目３１番９号　第２ビル１階 03-3421-4182

33    さ　く　ら　歯科 〒158-0096 世田谷区玉川台一丁目１３番１４号　用賀武井ビル２階 03-3709-8280

34 　　歯科森田医院 〒156-0057 世田谷区上北沢四丁目１７番１１ 03-3302-360734 　　歯科森田医院 〒156-0057 世田谷区上北沢四丁目１７番１１ 03-3302-3607

35
　医療法人社団　奉歯会
　　　経堂歯科医院

〒156-0051 世田谷区宮坂三丁目４番１号　ライオンズマンション２０５号 03-5450-6522

36 　忠重歯科医院 〒157-0062 世田谷区南烏山六丁目２９番３号　快晴館ビル１階１０１号 03-3300-5227

37 　新開歯科医院 〒158-0082 世田谷区等々力三丁目７番１号 03-3705-4618 

38
　医療法人社団　寛眞会
　　　まつした歯科

〒154-0012 世田谷区駒沢三丁目２７番８号 03-3411-3131

39 　　野村歯科医院 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋一丁目３６番１４号　１０１ 03-3421-0800

40 　いいじま歯科医院 〒156-0057 世田谷区上北沢四丁目１４番１０ 号　ルヴァンドベール福井１階Ａ 号室 03-5316-1550

41 　せたがや宮原歯科 〒154-0017 世田谷区世田谷四丁目２０番１１号　１０２ 03-5477-6335

42
　医療法人社団　奉歯会
　　下高井戸歯科室

〒156-0044 世田谷区赤堤五丁目４３番１号２階 03-5301-8211

43 　　三塚歯科 〒154-0023 世田谷区若林1丁目２５番１号

43 　見代歯科医院 〒156-0052 世田谷区経堂一丁目２０番１号　小田急経堂駅南口ビル１階 03-3425-0418

44 　あわや歯科医院 〒158-0097 世田谷区用賀一丁目２０番８号 03-5797-3188 

45 　いかり歯科医院 〒156-0055 世田谷区船橋1丁目13番21号 03－3429－6733

46 　木村歯科医院 〒156-0055 世田谷区船橋1丁目38番7号 03-3414-4428 



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、
原則として原則として

事前に、保険者
サービス利用計画（ケアプラン）をサービス利用計画（ケアプラン）を

提出しておかなければなりません
歯科が行う【居宅療養管理指導】はケアプランに載せる必要は在りませんが、歯科が行う【居宅療養管理指導】はケアプランに載せる必要は在りませんが、

介護認定後における介護認定後における【【
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が【デンタルアセスメント】地区のかかりつけ歯科医が【デンタルアセスメント】地区のかかりつけ歯科医が【デンタルアセスメント】地区のかかりつけ歯科医が【デンタルアセスメント】
【【歯科の意見書歯科の意見書】】をケアカンファレンスに提出をケアカンファレンスに提出

その事で、多職種から歯科介入の機会を増やして貰える事が予測されます。その事で、多職種から歯科介入の機会を増やして貰える事が予測されます。

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、要介護認定が行われ、
要支援または要介護（１～５）と 認定されて、

介護保険サービスが利用できるようになりますが、
原則として原則として

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。
はケアプランに載せる必要は在りませんが、はケアプランに載せる必要は在りませんが、

【【歯科介入歯科介入】】の機会は、の機会は、
世田谷区の委託事業である世田谷区の委託事業である『『訪問口腔ケア健診』時に、訪問口腔ケア健診』時に、

地区のかかりつけ歯科医が【デンタルアセスメント】地区のかかりつけ歯科医が【デンタルアセスメント】を採る事によって、を採る事によって、地区のかかりつけ歯科医が【デンタルアセスメント】地区のかかりつけ歯科医が【デンタルアセスメント】を採る事によって、を採る事によって、
をケアカンファレンスに提出をケアカンファレンスに提出する事が出来る様になります。する事が出来る様になります。

その事で、多職種から歯科介入の機会を増やして貰える事が予測されます。その事で、多職種から歯科介入の機会を増やして貰える事が予測されます。



「かかりつけ医の意見書」には
⻭科に関する項目として、⻭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」
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」
③⾷事摂取…⾃⽴・⾒守り・一部介助・全介助」と、

三つあり、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、

審査会の中で、審査会の中で、
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⻭科医師の役割がこれらの項目を正しく判断する⻭科医師の役割が
大きいと言えます。

第５表を用いて、第５表を用いて、【【サービス担当者に対する照会（依頼）サービス担当者に対する照会（依頼）
に提出するとに提出すると【【歯科介入歯科介入

「かかりつけ医の意見書」には

・一部介助・全介助」
②「嚥下できる・⾒守り・出来ない」

・一部介助・全介助」
②「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、
三つあり、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、
の中で、の中で、

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⻭科医師の役割がこれらの項目を正しく判断する⻭科医師の役割が

と言えます。

サービス担当者に対する照会（依頼）サービス担当者に対する照会（依頼）】】をケアカンファレンスをケアカンファレンス
歯科介入歯科介入】】が果たせる筈ですが果たせる筈です？。？。



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 

 

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。 



こらからの介護
口から食べるための

口腔の機能障害に対するリハビリテ
まず、義歯を入れる前後の顔の表情まず、義歯を入れる前後の顔の表情
歯を治してもっとおいしく食べたいという

歯科医院に来るすべがなかったり歯科医院に来るすべがなかったり
諦めてしまっているのだと
『かかりつけ歯科『かかりつけ歯科

本当に食べられるかフォロ
新義歯を入

はきちんとはめていてもはきちんとはめていても
フォローをしないでいると
折角作った入折角作った入

コップの中に入れっぱなしという
日本の在宅介護日本の在宅介護

非常に問題視されるのは、此
☆それには、医科の往診と同様に安否確認

介護歯科のあり方
べるための支援と、
するリハビリテーションは、
表情の変化を見ると分かります。表情の変化を見ると分かります。
べたいという思いがあっても、

るすべがなかったり、るすべがなかったり、
めてしまっているのだと思います。

科医機能』とは科医機能』とは
フォローする事だと考えます。
入れた当日

はきちんとはめていても、はきちんとはめていても、
をしないでいると、

入れ歯も、入れ歯も、
れっぱなしという事になってしまいます。

在宅介護で、在宅介護で、
此処に在るのだと思います。
安否確認の評価が在るとと考えます。



世田谷区の『かかりつけ
【在宅障害者･要介護高齢【在宅障害者･要介護高齢

訪問口腔ケア

事業目的事業目的事業目的事業目的
この事業は、地域に密着
安心した歯科疾患の安心した歯科疾患の

かつ
保健、医療および福祉にわたる保健、医療および福祉にわたる

迅速かつ継続的に受けられるシステムの

一次医療機関である
二次、三次医療機
相互理解、機能分担相互理解、機能分担

効果的に機能するような連携
目的にしています目的にしています

かかりつけ歯科医推進事業』
齢者訪問歯科保健事業】齢者訪問歯科保健事業】

ケア推進事業

事業目的事業目的事業目的事業目的
密着した医療施設で、
の治療が受けられ、の治療が受けられ、
かつ
にわたる包括的サービスをにわたる包括的サービスを

けられるシステムの確立を目指した事業です。

である会員診療所と
療機関との間で、

機能分担、情報提供等が機能分担、情報提供等が
連携の強化をはかることを

にしています。にしています。



【【在宅障害者等かかりつけ在宅障害者等かかりつけ
この事業この事業

公社）東京都世田谷区歯
公社）東京都玉川公社）東京都玉川

在宅障害者等かかりつけ歯科
在宅障害者等の在宅障害者等の

在宅障害者･要介護高齢
および

歯科医療連携推進事業を歯科医療連携推進事業を
在宅障害者等に対する健診

連続かつ終始一貫したものであり連続かつ終始一貫したものであり
所期の目的を果

同一医療機関により実施されることが
したがって

☆在宅障害者等かかりつけ
在宅障害者等 訪問口腔在宅障害者等の訪問口腔

実施することはできない・・・

かかりつけかかりつけ歯歯科科医医とはとは!?!?】】
事業は、事業は、

区歯科医師会および
東京都玉川医師会会員が、東京都玉川医師会会員が、

科医名簿に登録した上で、
の患家に赴き、の患家に赴き、
齢者訪問ケア口腔事業

および
を実施するものです。を実施するものです。

健診、診療および改善指導は
したものであり、したものであり、
果すためには

されることが必須・・・となっています。
したがって、

かりつけ歯科医は

訪問口腔ケア事業のみ訪問口腔ケア事業のみを

・・・とされています。



事業事業対対

世田谷区在住で

ウイルス
在宅障害者

および

在宅要介護者在宅要介護者
（以下在宅障害者
下記の①から④

①介護保険要介護認定

②身体障害者

③愛の手帳③愛の手帳

④その他①～③に順ずる者で④その他①～③に順ずる者で

対対象象

で40歳以上の、
ウイルス性疾患感染者を除く
在宅障害者

および

在宅要介護者在宅要介護者
以下在宅障害者という）で、

④に該当する者

要介護認定１～５級

身体障害者１、２級

手帳１、２度手帳１、２度

で世田谷区が特に認めた者で世田谷区が特に認めた者



【かかりつけ歯科
1111＝ケアマネと歯科医

しう
しｋ

1111＝ケアマネと歯科医

通常の歯科訪問診療
歯科単独の活動であるのが歯科単独の活動であるのが
これからの【在宅

かかりつけ歯
ケアマネージャーからのケアマネージャーからの
主治医からの医療情報

在宅療養者に歯科医療サ
在宅療養における在宅療養における

療養者本人および家族更には介護
療養者のＡＤＬ・療養者のＡＤＬ・
図る事が地域で求

世田谷区の委託事業
『歯科訪問口腔健診』や『訪問口腔『歯科訪問口腔健診』や『訪問口腔
上記の好ましい関係が地域で展開

※【指定居宅介護支援事業者】と【在宅療養支援※【指定居宅介護支援事業者】と【在宅療養支援
ければなりません

科医の地域連携】
医療機関との連携推進＝医療機関との連携推進＝

科訪問診療は
であるのが普通でしたが、であるのが普通でしたが、
在宅歯科医療】は、

歯科医が、
からの生活情報やからの生活情報や

療情報の提供を受け、
サービスを提供し、かつ、

における指導を、における指導を、
介護従事者に実施する事で、
・QOLの向上を、・QOLの向上を、
求められています。

委託事業である
訪問口腔ケア』が推進されれば、訪問口腔ケア』が推進されれば、
展開される事が期待出来ます。

在宅療養支援歯科診療所】とが近しい関係でな在宅療養支援歯科診療所】とが近しい関係でな
ければなりません。



口腔ケアの
歩いて通院できない体の不自由歩いて通院できない体の不自由

自分でケアが行き届
虫歯や歯周病の進行が虫歯や歯周病の進行が
治療にもかなりの
その後のケアーが必要

【【寝たきりの
時として、以前受けた治療箇所

潰瘍形成を繰り返潰瘍形成を繰り返
残存歯や適合の悪い入れ

飲食が妨げられているケー飲食が妨げられているケー
なお、【周術期】や【摂

抱えている方に
※連携協力歯科医（※副かかりつけ

手が不自由で口腔清掃が

【歯科衛生士・訪問口腔ケア推進士【歯科衛生士・訪問口腔ケア推進士

世田谷区の受託事業
訪問歯科診療後【訪問口腔ケア】が

ケアの推進
不自由な障害者や高齢者の方は、不自由な障害者や高齢者の方は、

届かないために、
が多くみられます。が多くみられます。

にもかなりの期間を要し、
必要になります。
】たきりの方】では、

治療箇所の破損かてら、
返して放置され、返して放置され、
れ歯で粘膜が損傷し、

ースも少なくありません。ースも少なくありません。
摂食・嚥下】で問題を
に対しては、

かかりつけ歯科医）との連携も可能です
が不十分なままの方には

推進士】によって行う事も出来推進士】によって行う事も出来

受託事業には
が受けられる様になっています。



世田谷区の
【在宅障害者･要介護高齢【在宅障害者･要介護高齢

訪問口腔ケア

事業目的事業目的
この事業は、地域にこの事業は、地域に
安心した歯科疾患の

かつ
保健、医療および福祉にわたる

迅速かつ継続的に受けられるシステムの

一次医療機関である
二次、三次医療機二次、三次医療機
相互理解、機能分担

効果的に機能するような連携
目的にしています目的にしています

の委託事業
齢者訪問歯科保健事業】齢者訪問歯科保健事業】

ケア推進事業

事業目的事業目的
に密着した医療施設でに密着した医療施設で
の治療が受けられ、
かつ
にわたる包括的サービスを

けられるシステムの確立を目指した事業です。

である会員診療所と
療機関との間で、療機関との間で、

機能分担、情報提供等が
連携の強化をはかることを

にしています。にしています。



在宅障害者等かかりつけ在宅障害者等かかりつけ
この事業この事業

（公社）東京都世田谷
（公社）東京都玉川歯（公社）東京都玉川歯

在宅障害者等かかりつけ歯
在宅障害者等の

在宅障害者と要介護高
訪問口腔ケア事業を
歯科医療連携を推進歯科医療連携を推進

在宅障害者等に対するこの健診
連続かつ終始一貫したものでなければなければならない連続かつ終始一貫したものでなければなければならない

所期の目的を
同一医療機関により実

したがって
☆在宅障害者等かりつけ

在宅障害者等 訪問口腔在宅障害者等の訪問口腔
実施することはできません

かかりつけかかりつけ歯歯科科医医とはとは!?!?
事業は、事業は、

東京都世田谷区歯科医師会、と
歯科医師会の会員が、歯科医師会の会員が、
歯科医名簿に登録した上で、
の患家に赴いて、

要介護高齢者を訪問して、
を推進させると共に、
推進させる事業です。推進させる事業です。
健診・診療および改善指導は、

したものでなければなければならない…とされています。したものでなければなければならない…とされています。
を果すためには、
実施されることが必須です。

したがって、
かりつけ歯科医は

訪問口腔ケア事業のみ訪問口腔ケア事業のみを

することはできません。
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  お口の中の調子が今ひとつよくない、心配だけどどうしていいかわ分らない。なんていうお悩みは無いでしょ

うか？そんな悩みを解決するために、歯医者さんの訪問無料検診※１を受けましょう。 

歯医者さんが居宅を訪問して、お口の状態をチェックしたり、治療をしてくれます※２。 

※１：健診当日に治療を受けられた場合は治療費が掛かります。（治療に入る前にお知らせします） 

    ※２：訪問無料歯科検診の対象者は、通院が困難な方が対象となります。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●口臭がする 

  歯周病やお口の中の雑菌が繁殖 

    している可能性があります。

 

 

 

 

    まずは、健診希望の旨を下記

       電話番号まで連絡ください。

       連絡は、ご本人（ご家族） 

       ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 

 

 

 

 

 

のどちらからでも結構です。 

虫歯治療だけでなく、 

こんな時には 

すぐにご相談ください。 

 

 

 

 

●噛む動作は、脳に刺激を与え 

   言語発音機能の回復 

          を促します。 

お口の健康は、心と体の 

健康に 

つながります。 

 

訪問検診のすすめ方 

ご依頼 

 

 

 

 

 

     している可能性があります。

●入れ歯が合わない、 
   入れ歯を持っていない 

  お口に合った入れ歯をすると、 

     食事を美味しくとれます。

●食事をよくこぼす 

  患者様の症状に合わせた 

    摂取方法を検討しましょう。

    当院から連絡をし、健診希望

       確認と実施日を設定します。

      ※ご本人（ご家族）ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

       両方にご連絡さしあげます。

    お口の健康状態をチェック 

      し結果をお知らせし、今後 

      の対応を検討します。 

      治療方針に基づき具体的な 

      治療や口腔ケアを始めます。

のどちらからでも結構です。 

 

 

 

 

 

 

          を促します。 

●規則正しい食事の習慣は 

   自然な新陳代謝 

         を促進します。 

●噛み合せを正しく調整すると 

    姿勢が矯正 

          されます。 

●歯の病気による 

ご連絡 

検診

 

 

 

 

 

 

●うまく飲み込めない 

  嚥下障害の可能性があります。 

  誤嚥や、誤嚥性肺炎が心配です。

●寝たきりなので 

     お口の中が心配 

  ブラッシング等の口腔ケアを 

指導します。 

      治療や口腔ケアを始めます。

      治療不要の場合や治療が終 

      了後も定期的な検診、口腔 

      ケアをお勧めします。 

 

※訪問の際、交通事情により往診時間は 
 前後する場合があります。予めご了承 

 ください。 

 

 

 

 

 

 

 

●歯の病気による 

   摂食障害が改善 

          されます。 

●口腔ケアによる 

   感染症の予防 

  は、肺炎などの併発を回避します。

治療 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
◎治療について                       ◎口腔ケアについて                     

 医療保険の適用となります。「歯科訪問診療」             介護保険の適用となります。「居宅療養管理指導」(ｹｱﾌﾟﾗﾝとは別枠) 

  ①７５歳以上の老人保険の方                     ①歯科医師によるもの 

   定率１割負担 ※一定以上の所得がある方は２割負担          １回５００円（月２回まで） 

  ②障害者、生活保護の方                       ②歯科衛生士によるもの 

   各市町村の減免と同じ扱いです。                   １回３５０円（月４回まで） 

治療される場合の治 療 費 は 、 保 険 診 療 が 適 用 さ れ ま す 。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
お問合わせ       TEL/FAX03－3700－8241 

   各市町村の減免と同じ扱いです。                   １回３５０円（月４回まで） 

          ※対象外の方は この限りではありません。 

③一般の方 

   一般の医療保険の自己負担と同じ扱いです。 

  ※①、②は自己負担限度額を超えた場合は還付されます。 

  ※出張料、謝礼等は一切必要ありませんが必要に応じて、器具機材の搬入んぽ宅配・タクシー利用の場合は実費をお願いします。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

お問合わせ           TEL/FAX03－3700－8241 
医療法人社団仁承会          携帯電話 090・4679・7862（090 の夜なく悩む 2 人）
二子玉川エンジェル歯科          （ＦＡＸ携帯電話は２４時間対応） 

〒１５８－００９４                 

東京都世田谷区玉川 4－8－4 深志ビル２F 総合受付 PM9:00～AM:7:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●入れ歯が合わない、 
   入れ歯を持っていない 

  お口に合った入れ歯をすると、 

 

 

 

 

検 診 まずは、お口の中の健康状態 

（無料） をチェックさせていただき、 

※但し検 患者様ひとりひとりに合わせ 

診当日に た適切な対応を検討いたしま 

 

 

 

 

 

 

虫歯治療だけでなく、 

こんな時には 

すぐにご相談ください。 

 

 

 

 

●噛む動作は、脳に刺激を与え 

   言語発音機能の回復 

お口の健康は、心と体の 

健康に 

つながります。 

訪問診療のすすめ方 

[ご自宅での検診（無料） 

も実施しております] 

  お口に合った入れ歯をすると、 

    食事を美味しくとれます。 

●食事をよくこぼす 

  患者様の症状に合わせた 

   摂取方法を検討しましょう。 

●うまく飲み込めない 

  嚥下障害の可能性があります。 

診当日に た適切な対応を検討いたしま 

治療を受 す。 

けた場合 （ご希望があれば、施設での 

は治療費  集団検診も実施致します。 

が掛かり  お気軽におたずねください 

ます。  ） 

ご説明 検診結果を詳しくご説明し、 

ご相談 その後の対応についてご相談 

     します。スケジュールは、 

     患者様の健康状態やご都合に 

 

 

 

 

 

 

   言語発音機能の回復 

          を促します。 

●規則正しい食事の習慣は 

   自然な新陳代謝 

         を促進します。 

●噛み合せを正しく調整すると 

    姿勢が矯正   嚥下障害の可能性があります。 

  誤嚥や、誤嚥性肺炎が心配です。

●寝たきりなので 

     お口の中が心配 

  ブラッシング等の口腔ケアを 

指導します。 

     患者様の健康状態やご都合に 

     合わせて立てさせていただき
ます。 

治 療 治療方針に基づき具体的な 

     治療や口腔ケアを始めます。 

訪問定 お口や身体の健康維持のため 

期検診 治療終了後も定期的な検診・ 

     口腔ケアをお勧めします。 
     当医院からもご案内させて 

 

 

 

 

 

 

          されます。 

●歯の病気による 

   摂食障害が改善 

          されます。 

●口腔ケアによる 

   感染症の予防 

  は、肺炎などの併発を回避しま
     当医院からもご案内させて 
     いただきます。 

※訪問の際、交通事情により往診時間は 
 前後する場合があります。予めご了承 
 ください。 

 

 

 

 

 

 

  は、肺炎などの併発を回避しま

す。 

 

 

 

治 療 費 は 、 保 険 診 療 が 適 用 さ れ ま す 。 

 

 

 

 

 

 

 

◎治療について                ◎口腔ケアについて             
  医療保険の適用となります。「歯科訪問診療」             介護保険の適用となります。「居宅療養管理指導」(ｹｱﾌﾟﾗﾝとは別枠) 

  ①75 歳以上の老人保険の方                  ①歯科医師によるもの 

   定率１割負担※一定以上の所得がある方は２割負担          １回 500 円（月２回まで） 

  ②障害者、生活保護の方                    ②歯科衛生士によるもの 

   各市町村の減免と同じ扱いです。                １回 350 円（月４回まで） 

     ※対象外の方は この限りではありません。 

訪問歯科診療は、通院が困難な方が対象となります。

 

 

 

 

 

 

     ※対象外の方は この限りではありません。 

③一般の方 

   一般の医療保険の自己負担と同じ扱いです。 

  ※①、②は自己負担限度額を超えた場合は還付されます。 

※交通費歯一般交通機関分の実費かタクシー《搬送機器》実費をお願いします。お気軽にお申し込み下さい。 

お問合わせ 《在宅療養支援歯科診療所》TEL/FAX03－3700－8241 
 

 

 

 

 

 

お問合わせ 《在宅療養支援歯科診療所》TEL/FAX03－3700－8241 
医療法人社団仁承会          携帯電話 090・4679・7862（090 の夜なく悩む 2 人）
二子玉川エンジェル歯科          （ＦＡＸ携帯電話は２４時間対応） 

〒１５８－００９４                 

東京都世田谷区玉川 4－8－4 深志ビル２F 総合受付 PM9:00～AM:7:00 



次に、『口から食べる』という
舌がしっかり動かなくては舌がしっかり動かなくては

入れ歯を入れれば食べ、飲み込めると
と言う事を啓発

本当に口からきちんと食
唇や舌がちゃんと機能していなければ
因みに、麻痺などで舌が動因みに、麻痺などで舌が動
リハビリを続け、食べさせるようにする

【介護歯科】と言【介護歯科】と言
それらが、我々がこれからやらなくてはいけない

次に口腔ケアで
家族にも口腔ケアの
残存機能を働かせる

本人に一生懸命やってもらう本人に一生懸命やってもらう

最終的には介護する
口腔ケアの最終責任者口腔ケアの最終責任者

家族の協力が不可欠

という事において重要な事は、
かなくては出来ないと言う事と、かなくては出来ないと言う事と、

めると言うモノではない・・・
発する事です。
食べられるという事は、

していなければ出来ない事なのです。
動かなくなったとしても、動かなくなったとしても、
べさせるようにする事が
言うモノです。言うモノです。

がこれからやらなくてはいけない事なのです。
ケアで重要な事は、
ケアの方法を教えて、
かせる様にして、

やってもらう事がまず大切です。やってもらう事がまず大切です。

する人たちが、
最終責任者であり、最終責任者であり、
不可欠だからなのです。



１

☆の症状のある方には
ご自宅・病院・施設に
訪問致します。

１

１１
２

訪問致します。

☆入れ歯が合わない ２

３
☆入れ歯が壊れた

☆入れ歯を持っていない

１１
４

☆歯が痛む

☆飲食

１１
■
１

☆口臭が気になる

☆口がサッパリしない

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

■
※
１

☆ブリッジが壊れた

☆インプラントがおかしい

☆むせる

治療には保険診療が適用されます。

１．老人保険１．老人保険
1割が負担金となります（一定以上の所得があ

１１る方は3割負担）。
２．障害者・生活保護２．障害者・生活保護
各市町村の減免と同じ取り扱いになります。

３．健康保険
一般の医療保険の一部負担金と同じ取り扱い一般の医療保険の一部負担金と同じ取り扱い

１１になります。
４．介護保険
在宅の場合は、居宅療養管理指導費が介護保在宅の場合は、居宅療養管理指導費が介護保

１１険の適用となります。
■歯科医師による診療：1回 500円（月2 １回ま
１で）

1 350 4■歯科衛生士による診療：1回 350円（月4回まで）
※交通費は交通費の実費をお願いしています（電
１車･バス･都合によりタクシー代）。




