
【地域包括ケアシステム】の構築に向けて【地域包括ケアシステム】の構築に向けて

【在宅療養支援歯科診療所講習会】が全国各地で開催され、
２０２５年度体制に向け、数における増強が推し進められています。２０２５年度体制に向け、数における増強が推し進められています。
折角指定を受けても【ツテ】や何らかの【ルート】に乗らなくては、

【活躍の場】が与えられていないのが現状です。
在宅患者を抱えた【高齢かかりつけ歯科医】は施設基準に叶わず、在宅患者を抱えた【高齢かかりつけ歯科医】は施設基準に叶わず、

何らかの支援なくてしては、個人単独の
☆『地域包括ケアシステム』の運用は、☆『地域包括ケアシステム』の運用は、

『地域歯科医師間の連携がより先行されなければならないと・・・
高齢社会では、業界を問わず高齢者の活躍が期待されています。高齢社会では、業界を問わず高齢者の活躍が期待されています。
それを後押しする【歯援診】が介護環境を変える

これは地域特性や地域事情ではなく、
【地域歯科医同士の意識の問題【地域歯科医同士の意識の問題

それを共に考えて頂く為、私の『試み

の構築に向けての構築に向けて

【在宅療養支援歯科診療所講習会】が全国各地で開催され、
２０２５年度体制に向け、数における増強が推し進められています。２０２５年度体制に向け、数における増強が推し進められています。
折角指定を受けても【ツテ】や何らかの【ルート】に乗らなくては、

【活躍の場】が与えられていないのが現状です。
在宅患者を抱えた【高齢かかりつけ歯科医】は施設基準に叶わず、在宅患者を抱えた【高齢かかりつけ歯科医】は施設基準に叶わず、

なくてしては、個人単独の【在宅歯科医療】は難しい環境です。
☆『地域包括ケアシステム』の運用は、☆『地域包括ケアシステム』の運用は、

地域歯科医師間の連携がより先行されなければならないと・・・!!』と考えます。
高齢社会では、業界を問わず高齢者の活躍が期待されています。高齢社会では、業界を問わず高齢者の活躍が期待されています。

が介護環境を変える…と信じています。
これは地域特性や地域事情ではなく、

地域歯科医同士の意識の問題】で変えられると考えました。地域歯科医同士の意識の問題】で変えられると考えました。
『試み』をプレゼンさせて頂きます。







世田谷区訪問口腔ケア健診世田谷区訪問口腔ケア健診



在宅療養支援歯科診療所
【現在】

応急の歯科治療
が中心
↓↓

口腔ケア・食べる機能の
維持・緩和維持・緩和

ケアまで手が及んではい
ません。

☆【在宅療養支援歯科診療所】の存在が周知徹底され、
【在宅歯科医療・口腔ケアの認識】の重要性が広まれば、

地域の多職種のケアマネから【在宅歯科医療】のニーズが顕在化され、地域の多職種のケアマネから【在宅歯科医療】のニーズが顕在化され、
日常歯科医療活動も地域の事情に合った行政のサービス
【地域包括ケア】は夫々の職種の積極的な取り組みで達成されると考え

【求められている形】

在宅療養支援歯科診療所は何故活性化しないのか?!!
【求められている形】

療養生活における
【歯科介入】

↓

必要性は、

ケアマネ及びヘルパーさんのケアマネ及びヘルパーさんの
注目度に係っていると

考えられます。

☆【在宅療養支援歯科診療所】の存在が周知徹底され、
【在宅歯科医療・口腔ケアの認識】の重要性が広まれば、

地域の多職種のケアマネから【在宅歯科医療】のニーズが顕在化され、地域の多職種のケアマネから【在宅歯科医療】のニーズが顕在化され、
地域の事情に合った行政のサービスが考えられるます。

は夫々の職種の積極的な取り組みで達成されると考えます。



【在宅療養支援歯科診療所ＮＥＴ

これからの地域歯科医療で求められる事

①通院患者の外に病院から退院される方や、将来的に在宅療養が予想される
（脳血管障害者、抗がん剤使用者、認知症、パーキンソン、多系統萎縮症な（脳血管障害者、抗がん剤使用者、認知症、パーキンソン、多系統萎縮症な

どの）方に対し、【在宅歯科医療・口腔ケア】の認識を喚起する事。

※訪問口腔ケア健診⇒訪問口腔アセスメント

訪問歯科診療⇒訪問口腔ケアを継続的に行う。訪問歯科診療⇒訪問口腔ケアを継続的に行う。

②他の医療・保健・福祉・介護関係者と共に社会サービス業であるとした職業②他の医療・保健・福祉・介護関係者と共に社会サービス業であるとした職業
認識を持って、夫々が適切に機能を発揮して支援する事。

【在宅療養支援歯科診療所ＮＥＴ:せたがや】の指標

これからの地域歯科医療で求められる事

①通院患者の外に病院から退院される方や、将来的に在宅療養が予想される
（脳血管障害者、抗がん剤使用者、認知症、パーキンソン、多系統萎縮症な（脳血管障害者、抗がん剤使用者、認知症、パーキンソン、多系統萎縮症な

どの）方に対し、【在宅歯科医療・口腔ケア】の認識を喚起する事。

訪問口腔アセスメント⇒

訪問口腔ケアを継続的に行う。訪問口腔ケアを継続的に行う。

②他の医療・保健・福祉・介護関係者と共に社会サービス業であるとした職業②他の医療・保健・福祉・介護関係者と共に社会サービス業であるとした職業
認識を持って、夫々が適切に機能を発揮して支援する事。



しかし、多くの歯科医院

自院のかかりつけ患者さんに自院のかかりつけ患者さんに

スタッフ構成や保険請求事務の煩雑さ

制度理解の難解さが壁となって

敬遠されがちなの敬遠されがちなの

ケアマネさんにも

何処が【在宅歯科医】であるかが何処が【在宅歯科医】であるかが

知られていないのが実情です

☆現代の生活情報は

常識となっているインターネット常識となっているインターネット
『地域で支える‶在宅歯科医療・口腔ケア〟』のサイトの登録者にはクラウドから

報』を取り出してして頂ける環境が提供されています

しかし、多くの歯科医院では、

自院のかかりつけ患者さんにさえ、自院のかかりつけ患者さんにさえ、

スタッフ構成や保険請求事務の煩雑さや、

制度理解の難解さが壁となって、

敬遠されがちなのが現実です。敬遠されがちなのが現実です。

ケアマネさんにも

何処が【在宅歯科医】であるかが何処が【在宅歯科医】であるかが

のが実情です。

生活情報は今や【スマホ検索】が

インターネット社会です。インターネット社会です。
サイトの登録者にはクラウドから『歯科をめぐる介護社会情

を取り出してして頂ける環境が提供されています。



在宅療養支援歯科診療所

考えられる問題点

在宅療養支援歯科診療所の存在とその所在が

考えられる問題点

在宅療養支援歯科診療所の存在とその所在が

ていない。

在宅歯科診療に地域歯科医が介入する機会が在宅歯科診療に地域歯科医が介入する機会が

歯科⇔他科の医師との間に連携する機会が

歯科⇔介護関係者との間に連携する機会が歯科⇔介護関係者との間に連携する機会が

地域歯科医と病院歯科医との間に連携する機会が乏しく、
トがないとされている事が理由と考えられる。トがないとされている事が理由と考えられる。

（６）高齢かかりつけ患者さんを抱えている地域の高齢歯科医師
有っても【施設基準】が障壁となっていて、有っても【施設基準】が障壁となっていて、
くしてると考えられる。

福祉の【横だしサービス】の形でケアマネ＋在宅療養支援歯科診療所による
医科＝歯科連携と歯科診＝診連携の推進が考えられます。

在宅療養支援歯科診療所は？活性化しないのでしょうか

考えられる問題点

在宅療養支援歯科診療所の存在とその所在が知られ

考えられる問題点

在宅療養支援歯科診療所の存在とその所在が知られ

在宅歯科診療に地域歯科医が介入する機会が乏しい。在宅歯科診療に地域歯科医が介入する機会が乏しい。

他科の医師との間に連携する機会が乏しい。

介護関係者との間に連携する機会が乏しい。介護関係者との間に連携する機会が乏しい。

地域歯科医と病院歯科医との間に連携する機会が乏しく、 1病院側にメリッ
理由と考えられる。理由と考えられる。

（６）高齢かかりつけ患者さんを抱えている地域の高齢歯科医師ｂｂにとって、意思が
が障壁となっていて、１1【在宅療養者に対する歯科介入】を難しが障壁となっていて、１1【在宅療養者に対する歯科介入】を難し

福祉の【横だしサービス】の形でケアマネ＋在宅療養支援歯科診療所による【摂食・嚥下アセスメント】が行われるとすれば
医科＝歯科連携と歯科診＝診連携の推進が考えられます。



問題点は知られていない事
多くの歯科医院では、 自院のかかりつけ患者さんに対してすら、
タッフ構成や保険請求事務の煩雑さと制度理解の難解さが壁となって

問題点は知られていない事

タッフ構成や保険請求事務の煩雑さと制度理解の難解さが壁となって
敬遠され、在宅歯科医療は取り組まれていないのが実情です。

また、ケアマネさんにとっても何処が【在宅歯科医】であるかが分から
ないでいる状況にあります。ないでいる状況にあります。

・今や、現代社会において汎用されているインターネット利用を考え、『地域で支える
在宅歯科医療・口腔ケア〟NET』のNET

サイトを立ち上げ、
【地域包括ケアと在宅歯科医療】の啓発を進めて行きたいと考えています。

問題点は知られていない事!?
自院のかかりつけ患者さんに対してすら、 ス

タッフ構成や保険請求事務の煩雑さと制度理解の難解さが壁となって

問題点は知られていない事!?

タッフ構成や保険請求事務の煩雑さと制度理解の難解さが壁となって
敬遠され、在宅歯科医療は取り組まれていないのが実情です。

また、ケアマネさんにとっても何処が【在宅歯科医】であるかが分から

現代社会において汎用されているインターネット利用を考え、『地域で支える‶

サイトを立ち上げ、
の啓発を進めて行きたいと考えています。



問題点とその対応策
多くの歯科医院は、 自院のかかりつけ患者さんに対しても、多くの歯科医院は、 自院のかかりつけ患者さんに対しても、
成や保険請求事務の煩雑さと制度理解の難解さが壁とされている事が
最重要課題です。

ケアマネさんにも何処が【在宅歯科医】であるかが知られていない事が
重要課題です。

・現代社会において汎用されているインターネット利用を考え、
１【スマホタイプ携帯電話】などで、

容易に情報収集・報告・連絡・相談・問い合わせを、
『地域で支える‶在宅歯科医療・口腔ケア

供する事を企図しています。供する事を企図しています。

多職種が多忙な中でも遠隔地からリアルタイムに、多職種が多忙な中でも遠隔地からリアルタイムに、
映像付き情報等で交流する事も可能となります。

また、専門性を迅速に活かす事も可能となります。また、専門性を迅速に活かす事も可能となります。

問題点とその対応策
自院のかかりつけ患者さんに対しても、 スタッフ構自院のかかりつけ患者さんに対しても、 スタッフ構

成や保険請求事務の煩雑さと制度理解の難解さが壁とされている事が

ケアマネさんにも何処が【在宅歯科医】であるかが知られていない事が

現代社会において汎用されているインターネット利用を考え、 それも、
【スマホタイプ携帯電話】などで、

容易に情報収集・報告・連絡・相談・問い合わせを、
在宅歯科医療・口腔ケアNET』から交信できる環境を提

供する事を企図しています。
NET

供する事を企図しています。

多職種が多忙な中でも遠隔地からリアルタイムに、多職種が多忙な中でも遠隔地からリアルタイムに、
映像付き情報等で交流する事も可能となります。

また、専門性を迅速に活かす事も可能となります。また、専門性を迅速に活かす事も可能となります。



歯科治療主体の日常歯科臨床に追われる
この四ツの【識】が希薄にさせていたのだ

【関わり方】における気迫も足り【関わり方】における気迫も足り

認認
【歯科と健康寿命との関係

知知

医療保険;介護保険の知識不足医療保険;介護保険の知識不足

意
医療を《社会サービス医療を《社会サービス

見見
《地域包括ケア》における職業人としての見識と自覚

歯科治療主体の日常歯科臨床に追われる‶歯科医師の性〟が、
…にさせていたのだ…と感じます。

も足りなかっ事に気がつかされます。も足りなかっ事に気がつかされます。

識識
歯科と健康寿命との関係】の認識と自覚

識識

介護保険の知識不足介護保険の知識不足

識
社会サービス》とする意識と自覚社会サービス》とする意識と自覚

識識
における職業人としての見識と自覚



これからの介護社会での地域歯科医療
これまでの医療保険

療養者本人を対象と
ケアマネージャーをはじめした

多職種と連携して、多職種と連携して、
地域内の全ての社会資源を

【在宅・病院・施設での療養生活
ケアマネージャーをケアマネージャーを

多職種からの生活情報や
主治医からの医療情報を

療養者のＡＤＬ・ＱＯＬの向上を療養者のＡＤＬ・ＱＯＬの向上を

歯科医療活動は医療資源の一つとして、
家族及び介護者を含めた地域社会に貢献する事に成りました。家族及び介護者を含めた地域社会に貢献する事に成りました。

社会資源全てが地域の公共財産であり、歯科への期待に対しても応えなければ成りません。

‶歯科診療の場〟が医院から在宅に代わる事だけの違いではありません。‶歯科診療の場〟が医院から在宅に代わる事だけの違いではありません。

社会での地域歯科医療活動は、
これまでの医療保険での

とするだけではなく、
ケアマネージャーをはじめした

多職種と連携して、多職種と連携して、
域内の全ての社会資源を駆使して行われ、

在宅・病院・施設での療養生活】を、
ケアマネージャーを始めとして、ケアマネージャーを始めとして、

多職種からの生活情報や
医療情報を得て行われ、

のＡＤＬ・ＱＯＬの向上を図る事が出来ます。のＡＤＬ・ＱＯＬの向上を図る事が出来ます。

活動は医療資源の一つとして、
含めた地域社会に貢献する事に成りました。含めた地域社会に貢献する事に成りました。

社会資源全てが地域の公共財産であり、歯科への期待に対しても応えなければ成りません。

が医院から在宅に代わる事だけの違いではありません。が医院から在宅に代わる事だけの違いではありません。



多職種連携の為の共有認識

『地域包括ケアシステム『地域包括ケアシステム
＝歯科領域の立場からの見えて来る事＝

地域医療の充実は、歯科医院の世代交代をも地域医療の充実は、歯科医院の世代交代をも
切れ目なく継続的に世代間の【かかりつけ歯科医

その為の取り組みの一つに《かかりつけ歯科医推進事業の一環
《副かかりつけ歯科医Ａ・Ｂ》と連携するパートナーシップ《副かかりつけ歯科医Ａ・Ｂ》と連携するパートナーシップ

新たに《世田谷方式？》で出来る事を妄想としていま

連携の為の共有認識

ケアシステム』とは⁉ケアシステム』とは⁉
領域の立場からの見えて来る事＝

地域医療の充実は、歯科医院の世代交代をも含める必要があると考え、地域医療の充実は、歯科医院の世代交代をも含める必要があると考え、
かかりつけ歯科医】の交代が果たされる事が望まれます。

かかりつけ歯科医推進事業の一環》として、
と連携するパートナーシップ（チーム医療）の態勢がと連携するパートナーシップ（チーム医療）の態勢が

出来る事を妄想としています。





医科歯科連携の必要性
＝≪周術期口腔機能管理＝≪周術期口腔機能管理

２０１２年の診療報酬改定で新設された
化学療法や放射線療法を受けた患者等に専門的口腔ケアをした時に、化学療法や放射線療法を受けた患者等に専門的口腔ケアをした時に、

算定できる診療報酬の事です。
この事は、《歯科の口腔管理

広く周知されて来た事が物語られていますが
一般開業医の日常臨床では

歯科医院単独で行っている処は在っても、医科歯科歯科医院単独で行っている処は在っても、医科歯科

そうした事が、此処に来て≪医科側から歯科側
この機に真摯に応える体制を創らなくてはならない

ここで最も重要な事は、これまで我々開業歯科医は、ここで最も重要な事は、これまで我々開業歯科医は、
ほとんどが基礎疾患のない通院可能な歯科治療を行って来た為、

たまに有病者患者を診るのでさえも麻酔
有病者治療を避ける有病者治療を避ける

しかし、これからは６５歳以上の疾病を抱えた人
因みに、すでに６５歳以上でがんに罹っている人は、

２人に１人という時代と成って２人に１人という時代と成って

☆従って、全身疾患を持つ高齢者の歯科治療は医科との連携を密にして行われなくては
成らない時代です。その事を十分認識しておかなくてはなりません。

医科歯科連携の必要性
周術期口腔機能管理≫を軸とする対応＝周術期口腔機能管理≫を軸とする対応＝

２０１２年の診療報酬改定で新設された≪周術期口腔機能管理≫とは、
療法や放射線療法を受けた患者等に専門的口腔ケアをした時に、療法や放射線療法を受けた患者等に専門的口腔ケアをした時に、

できる診療報酬の事です。
歯科の口腔管理》が健康維持に貢献する事が

されて来た事が物語られていますが、
開業医の日常臨床では取り込み難く、

在っても、医科歯科連携で行われてはいません。在っても、医科歯科連携で行われてはいません。

医科側から歯科側≫へ要請が在ったと言う事で、
この機に真摯に応える体制を創らなくてはならない…と考えます。

で最も重要な事は、これまで我々開業歯科医は、で最も重要な事は、これまで我々開業歯科医は、
ほとんどが基礎疾患のない通院可能な歯科治療を行って来た為、

たまに有病者患者を診るのでさえも麻酔一本を躊躇い、
病者治療を避ける傾向にもありました。病者治療を避ける傾向にもありました。

、これからは６５歳以上の疾病を抱えた人にも携わる事となります。
因みに、すでに６５歳以上でがんに罹っている人は、

２人に１人という時代と成っています。２人に１人という時代と成っています。

従って、全身疾患を持つ高齢者の歯科治療は医科との連携を密にして行われなくては
成らない時代です。その事を十分認識しておかなくてはなりません。



知っておきたい〝地域包括ケア知っておきたい〝地域包括ケア

Ⅰ．介護と医療の連携の推進Ⅰ．介護と医療の連携の推進

Ⅱ．連携のための拠点の確保Ⅱ．連携のための拠点の確保

Ⅲ．入院時からの在宅移行支援

Ⅳ.  看護師等の役割

Ⅴ．フォーマル・サービスの基盤整備Ⅴ．フォーマル・サービスの基盤整備

Ⅵ．インフォーマル・サポートの活性化Ⅵ．インフォーマル・サポートの活性化

Ⅶ． フォーマル・サービスの充実Ⅶ． フォーマル・サービスの充実

地域包括ケア〟の認識地域包括ケア〟の認識

介護と医療の連携の推進介護と医療の連携の推進

連携のための拠点の確保連携のための拠点の確保

入院時からの在宅移行支援

看護師等の役割

フォーマル・サービスの基盤整備フォーマル・サービスの基盤整備

インフォーマル・サポートの活性化インフォーマル・サポートの活性化

フォーマル・サービスの充実フォーマル・サービスの充実



Ⅰ．介護と医療の連携の

地域包括ケアシステムを構築していくためには、
在宅療養の中核的なサービスである在宅療養の中核的なサービスである

介護サービスと医療（歯科）サービスの基盤整備
各サービスの充実を図り、各サービスの充実を図り、

双方の連携を一層強化していく事が重要であり、
在宅生活の継続には、在宅生活の継続には、

状態の変化に応じた医療サービスの提供が

不可欠であるとされています。不可欠であるとされています。
（⇒訪門口腔ケア健診

在宅療養を進めるに当たり、在宅療養を進めるに当たり、
かかりつけ医や訪問看護師等

介護・医療サービスに関わる様々な機関や介護・医療サービスに関わる様々な機関や
多職種の「連繋」が鍵となります。

と医療の連携の推進

地域包括ケアシステムを構築していくためには、
在宅療養の中核的なサービスである在宅療養の中核的なサービスである

介護サービスと医療（歯科）サービスの基盤整備を進め、
各サービスの充実を図り、各サービスの充実を図り、

双方の連携を一層強化していく事が重要であり、
在宅生活の継続には、在宅生活の継続には、

状態の変化に応じた医療サービスの提供が

不可欠であるとされています。不可欠であるとされています。
訪門口腔ケア健診+アセスメント）

在宅療養を進めるに当たり、在宅療養を進めるに当たり、
訪問看護師等が、

介護・医療サービスに関わる様々な機関や介護・医療サービスに関わる様々な機関や
多職種の「連繋」が鍵となります。



（かかりつけ医等の役割）

在宅療養に
患者や家族を医療の側面患者や家族を医療の側面

支える【かかりつけ医の
住民健康診査住民健康診査

社会的な機能をも担わされています。社会的な機能をも担わされています。
（⇒世田谷区のかかりつけ歯科医推進事業

【地域包括ケアシステム【地域包括ケアシステム
積極的に関わり

☆地域の職域団体として、☆地域の職域団体として、
提案・情報発信等を行う事が

今後求められて来ます。

（かかりつけ医等の役割）

療養において、
や家族を医療の側面からや家族を医療の側面から

医の役割】が大きく、
住民健康診査などの住民健康診査などの
機能をも担わされています。機能をも担わされています。

世田谷区のかかりつけ歯科医推進事業）

ケアシステムの構築】に向け、ケアシステムの構築】に向け、
に関わり、

☆地域の職域団体として、☆地域の職域団体として、
発信等を行う事が

今後求められて来ます。



Ⅱ．連携のための拠点の
病院と地域との連携を進める上

救急搬送による入院患者救急搬送による入院患者
【かかりつけ医を持たない患者

退院後の地域における退院後の地域における
必要であり、何らかの【窓口

（⇒『地域医療保健福祉連携窓口（⇒『地域医療保健福祉連携窓口
また、地域において

【在宅療養に携わるかかりつけ
患者・家族の不安を解消する患者・家族の不安を解消する

病状の急変や家族介護者
受けられる医療機関が確保される必要があります。受けられる医療機関が確保される必要があります。
☆それらの機能を持った【歯援診】が知られていないのが実状です。

のための拠点の確保
と地域との連携を進める上で、

搬送による入院患者や搬送による入院患者や
を持たない患者】などについて、

おける【受入先の確保】がおける【受入先の確保】が
窓口】の設置が望まれます。

地域医療保健福祉連携窓口』の設置等）。地域医療保健福祉連携窓口』の設置等）。
、地域において、

携わるかかりつけ医】を支えるには、
の不安を解消するために、の不安を解消するために、

の急変や家族介護者の入院医療の提供を
受けられる医療機関が確保される必要があります。受けられる医療機関が確保される必要があります。

が知られていないのが実状です。



あわせて、あわせて、
『特別養護老人ホーム等の入所

【看取りへの対応【看取りへの対応
医療機能の充実医療機能の充実

国の動きを待つだけでなく
医療・介護関係者が

地域における機能確保地域における機能確保
と言う事がと言う事が

既に国から示されている処です。

あわせて、あわせて、
の入所施設については、

対応】を含めて、対応】を含めて、
充実が必要であり、充実が必要であり、

の動きを待つだけでなく、
・介護関係者が連携して、

における機能確保を図るべきである』における機能確保を図るべきである』
と言う事がと言う事が

既に国から示されている処です。



『在宅療養に関する区民への啓蒙
区民に対して、区民に対して、

高齢者の医療の特性を
十分に理解を募り、十分に理解を募り、

病気と共存しながらＱＯＬの維持・向上を病気と共存しながらＱＯＬの維持・向上を
必要な医療サービス
啓発していかなければなりません。啓発していかなければなりません。

行政や医療提供者は
日頃から情報発信や学習機会の提供など日頃から情報発信や学習機会の提供など

充実を図るべき
また、患者・家族や地域の住民側にも

在宅療養の実現に在宅療養の実現に
主体的な取組みを求めて行かなければなりません。

在宅療養に関する区民への啓蒙』
区民に対して、区民に対して、

の医療の特性を
理解を募り、理解を募り、

と共存しながらＱＯＬの維持・向上を目指させ、と共存しながらＱＯＬの維持・向上を目指させ、
な医療サービスを受けることを

啓発していかなければなりません。啓発していかなければなりません。

や医療提供者は、
情報発信や学習機会の提供などの情報発信や学習機会の提供などの

を図るべきであり、
、患者・家族や地域の住民側にも、

療養の実現に向けた療養の実現に向けた
取組みを求めて行かなければなりません。



Ⅲ．入院時からの在宅移行
在宅療養を進める上

退院時に退院時に
患者の状況に応じた受入体制

整備されている整備されている
入院治療開始時から

在宅復帰を念頭に置いた治療を進めるとともに在宅復帰を念頭に置いた治療を進めるとともに
退院後にスムーズに在宅療養に移行できるよう

入院中から病院が、
診療所及び地域包括支援センター診療所及び地域包括支援センター

病院と地域側の多職種
協働して支援する仕組み協働して支援する仕組み

検討する事が必要であると行政からされています。

時からの在宅移行支援
療養を進める上で、

時に、時に、
の状況に応じた受入体制が、

整備されていることが重要で、整備されていることが重要で、
治療開始時から、

復帰を念頭に置いた治療を進めるとともに、復帰を念頭に置いた治療を進めるとともに、
に在宅療養に移行できるよう、

入院中から病院が、
支援センター等と連携し、支援センター等と連携し、

と地域側の多職種が
して支援する仕組みをして支援する仕組みを

あると行政からされています。



『入院時からの在宅移行支援
在宅療養を進める上では在宅療養を進める上では

退院時に
患者の状況に応じた受入患者の状況に応じた受入
整備されている事が

入院治療開始時から入院治療開始時から
在宅復帰を念頭に置いた治療

進めるとともに進めるとともに

入院中

退院後にスムーズに在宅療養に移行できるよう、退院後にスムーズに在宅療養に移行できるよう、
病院が診療所及び地域包括支援センター等と

連携し、病院と地域側の多職種が
協働して支援する仕組みを協働して支援する仕組みを

検討する事が必要だとされています。

入院時からの在宅移行支援』
療養を進める上では、療養を進める上では、

時に、
応じた受入体制が応じた受入体制が

整備されている事が重要であり、
治療開始時から、治療開始時から、

復帰を念頭に置いた治療を
とともに、とともに、

入院中から

退院後にスムーズに在宅療養に移行できるよう、退院後にスムーズに在宅療養に移行できるよう、
病院が診療所及び地域包括支援センター等と

連携し、病院と地域側の多職種が
協働して支援する仕組みを協働して支援する仕組みを

検討する事が必要だとされています。



『看護師等の
病院や訪問看護ステーション等の看護職には病院や訪問看護ステーション等の看護職には

かかりつけ医と介護の関係機関
架け橋となることが期待されて架け橋となることが期待されて

訪問診療や訪問看護訪問診療や訪問看護
訪問リハビリテーションなど訪問型のサービスは

患者・家族の安心感を高め患者・家族の安心感を高め
中重度の要介護者

在宅生活の限界点を引き上げる上で在宅生活の限界点を引き上げる上で
有効かつ不可欠有効かつ不可欠

今後、在宅療養患者の増加が見込まれる中で、
サービスの量的な拡大とともに、サービスの量的な拡大とともに、

生活全体を支える上で機能強化が求められています。

等の役割』
や訪問看護ステーション等の看護職には、や訪問看護ステーション等の看護職には、

医と介護の関係機関との
となることが期待されています。となることが期待されています。

診療や訪問看護、診療や訪問看護、
リハビリテーションなど訪問型のサービスは、

の安心感を高め、の安心感を高め、
の要介護者の

生活の限界点を引き上げる上で、生活の限界点を引き上げる上で、
かつ不可欠な事です。かつ不可欠な事です。

今後、在宅療養患者の増加が見込まれる中で、
サービスの量的な拡大とともに、サービスの量的な拡大とともに、

生活全体を支える上で機能強化が求められています。



Ⅵ．インフォーマル・サポートの活性化
（インフォーマル・サポートの重要性）（インフォーマル・サポートの重要性）

・サポートの活性化
（インフォーマル・サポートの重要性）（インフォーマル・サポートの重要性）



Ⅶ．フォーマルサービスの充実

（フォーマル・サービスの基盤整備

在宅生活を継続するためには、在宅生活を継続するためには、
地域におけるフォーマル・サービスの基盤整備

進、地域拠点の整備・機能強化が重要です。

地域包括支援センターが、地域包括支援センターが、

地域の拠点としての機能を
十分に発揮することが期待されますが、十分に発揮することが期待されますが、

小規模多機能居宅介護の事業所
日常生活圏域において実践的な活動を

行う拠点としての役割を担う可能性があり、行う拠点としての役割を担う可能性があり、
今後整備が進むことが期待される処です。

フォーマルサービスの充実

（フォーマル・サービスの基盤整備）

在宅生活を継続するためには、在宅生活を継続するためには、
地域におけるフォーマル・サービスの基盤整備と連携の推

進、地域拠点の整備・機能強化が重要です。

地域包括支援センターが、地域包括支援センターが、

地域の拠点としての機能を
十分に発揮することが期待されますが、十分に発揮することが期待されますが、

小規模多機能居宅介護の事業所なども、
日常生活圏域において実践的な活動を

行う拠点としての役割を担う可能性があり、行う拠点としての役割を担う可能性があり、
今後整備が進むことが期待される処です。⇒新規活動







２立会い経験で、食介護の対象者は如何でしたか？

かなりいる B)いる C)少しいる D)ほとんどいない

対象者の状態は如何でしたか？

）むせる B)なかなか飲み込まないC)口に溜めてしまうD)食事量が減った

食べるのが遅い F)口が開かないG)食べこぼす

対応で自信が持てなかった食事態勢は何ですか？

Ａ）むせる方の食事介助Ｂ）食事介助の時間内サービスＡ）むせる方の食事介助Ｂ）食事介助の時間内サービス

Ｃ）食形態 Ｄ）食事介助のペース配分

Ｅ）とろみの付け方 Ｆ）食具の選び方 Ｇ）食事態勢

食機能低下傾向は何ですか？

A)むせる B)なかなか飲み込まない

C)口に溜めてしまう D)食事量が減った

食べるのが遅い F)口が開かない G)食べこぼす

食事介助の困難点は在りますか？

Ａ）よくある B）ある C)時々ある D)殆どない

調理支援のケアプランを立てましたか？

ある B)時々ある C)ほとんどない

食事援助のケアプランを立てましたか？

A))ある B)時々ある C)殆どない

食事援助の問題点は何ですか？

B) C)食材に制約がある B)冷蔵庫の物で作る様に指示 C)調理が苦手

調理時間がない D)食形態に不安 F)調理時間が足りない

食材を買う店が無い

調理支援の不安点は在りますか？

）よくある B)ある C)時々ある D)殆どない

調理支援と食事介助の対応はどうしてますか？

ステーションに持ち帰りスタッフ間で相談

他の職種に相談 C)自分で調べる D)何もしていない

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

A)           B)        C) D） a)        b)        c)       ｄ）

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

A） B） C）

D） E)        F )         G)

a） b） c）

d） e)        f)           g)

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

Ａ） Ｂ） Ｃ） a） b） c）Ａ） Ｂ） Ｃ）

D） E)        F)      G)   

a） b） c）

d） e)        f)       g)

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

Ａ） Ｂ） Ｃ）

D） E)      F) G)   

a） b） c）

d） e)        f)       g)

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

A)          B)         C) D） a)       b)     c)     d)

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

A) B)               C) ・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

A) B)               C) ・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

Ａ） Ｂ） Ｃ）

D） E)  F) G)  

a） b） c）

d） e)        f)       g)

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・ a)     b)     c)     d)

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

A)        B)       C) D） a)    b)   c)     d)



☆『地域で取り組む食支援』は多職種のケアマネージャーと『在宅療養支援歯科診療所』と
広まりません。このアンケートを梃子に、他職種間と歯科との交流の〝場〟広まりません。このアンケートを梃子に、他職種間と歯科との交流の〝場〟

１．貴事業所のケアマネージャーの合計とその基礎資格者の内訳をご記入下さい。

看護師（ 人） 保健師（ 人） 歯科衛生士（ 人）看護師（ 人） 保健師（ 人） 歯科衛生士（ 人）

介護士（ 人） 福祉士（ 人） 栄養士（ 人） 薬剤師（
一事業所のケアマネージャー総人数（ 人）一事業所のケアマネージャー総人数（ 人）

２．【歯科の介入】には、歯科訪問診療・訪問口腔健診・訪問口腔ケアに加えて、訪問口腔アセスメントがある
事をご存知ですか？

A) 知っていた。（※詳細記入欄） Ｂ）知らなかった。

３．【歯科の介入】のうちの【訪問口腔アセスメント】には、摂食・嚥下のアセスメントがある事をご存知でした
か？

A) 知っていた。（※詳細記入欄） Ｂ）知らなかった。

４．【歯科の介入】のうちの訪問口腔健診・訪問口腔ケアが世田谷区と（歯科医師会世田谷・玉川）会員の診
療所において無料の住宅事業として【訪問口腔ケア健診】が行われている事をご存じでしたか？

A) 知っていた。（※詳細記入欄） Ｂ）知らなかった。A) 知っていた。（※詳細記入欄） Ｂ）知らなかった。

☆『地域で取り組む食支援』は多職種のケアマネージャーと『在宅療養支援歯科診療所』との連携がなければ
職種間と歯科との交流の〝場〟が立ち上げられればと考えてます職種間と歯科との交流の〝場〟が立ち上げられればと考えてます

１．貴事業所のケアマネージャーの合計とその基礎資格者の内訳をご記入下さい。

人） 言語聴覚士（ 人）人） 言語聴覚士（ 人）

薬剤師（ 人） その他（ 人）

２．【歯科の介入】には、歯科訪問診療・訪問口腔健診・訪問口腔ケアに加えて、訪問口腔アセスメントがある

Ｂ）知らなかった。 Ｃ）ここで知った。

３．【歯科の介入】のうちの【訪問口腔アセスメント】には、摂食・嚥下のアセスメントがある事をご存知でした

Ｂ）知らなかった。 Ｃ）ここで知った。

４．【歯科の介入】のうちの訪問口腔健診・訪問口腔ケアが世田谷区と（歯科医師会世田谷・玉川）会員の診
療所において無料の住宅事業として【訪問口腔ケア健診】が行われている事をご存じでしたか？

Ｂ）知らなかった。 Ｃここで知った。Ｂ）知らなかった。 Ｃここで知った。



【歯科の介入】によって、介護の負担軽減が期待できる事をご存知でしたか？
A)知っていた。（※詳細記入欄） B)知らなかった。

【歯科の介入】は何処にアクセスしたら好いかご存知でしたか？
A) 知っていた。（※詳細記入欄） B)知らなかった

７．【在宅療養支援歯科診療所】が歯科訪問・訪問口腔ケア・摂食・
嚥下指導に
対応出来る歯科医院である事をご存知でしたか？対応出来る歯科医院である事をご存知でしたか？
A) 知っていた。（※詳細記入欄） B)知らなかった。

８．また、その存在を知ってから、何処かにアクセスしましたか？
A)地元の歯科医師会
B)地域包括支援センターB)地域包括支援センター
C)インターネットの『歯科訪問診療専門サイト』で探した所
D)ケアマネを関与させずに、利用者自身に探させた。
E)アクセスするところが分からなかった。E)アクセスするところが分からなかった。

９．

１０、

※退院直後の【摂食嚥下】等の口腔機能の低下は以上の様な注目が重要と成ります

【歯科の介入】によって、介護の負担軽減が期待できる事をご存知でしたか？
知らなかった。 C)ここで知った。

【歯科の介入】は何処にアクセスしたら好いかご存知でしたか？
た C)ここで知った。

７．【在宅療養支援歯科診療所】が歯科訪問・訪問口腔ケア・摂食・

知らなかった。 C)ここで知った。

８．また、その存在を知ってから、何処かにアクセスしましたか？

インターネットの『歯科訪問診療専門サイト』で探した所
ケアマネを関与させずに、利用者自身に探させた。

等の口腔機能の低下は以上の様な注目が重要と成ります.



地域包括ケアを支える‶食支援

【訪問口腔ケア健診+デンタルアセスメント】の案内+
各介護事業所に【在宅療養支援歯科診療所

ご案内します。
歯科からの【居宅療養管理指導】の必要性を歯科からの【居宅療養管理指導】の必要性を

先ず、担当ケアマネさんにお伝えしたいと思います。
『口から食べたい!!』と言う在宅療養者の希望があった場合、『口から食べたい!!』と言う在宅療養者の希望があった場合、

又は、お口や食事に問題があると気づいた場合には、
速やかに、担当のケアマネさんから要請を

それを受け【代理かかりつけ
当【デンタルケアマネージメントサービス

歯科医師･衛生士歯科医師･衛生士
先ず、【口腔健診と口腔ケア】を行います。

【訪問口腔ケア健診+デンタルアセスメント】も、【訪問口腔ケア健診+デンタルアセスメント】も、
同意が得られれば行います。

食事を何処でどのような格好でどの様なものをどの様に摂ってるか？
等の生活情報もケアマネから予め得ておく情報です。

☆日頃から【食餌事情】も歯科への情報提供の対象とする事をお願い致しします。

食支援⇔口腔機能管理〟ＮＥＴ

デンタルアセスメント】の案内
各介護事業所に【在宅療養支援歯科診療所NET:せたがや】を

ご案内します。
歯科からの【居宅療養管理指導】の必要性を歯科からの【居宅療養管理指導】の必要性を

先ず、担当ケアマネさんにお伝えしたいと思います。
』と言う在宅療養者の希望があった場合、』と言う在宅療養者の希望があった場合、

又は、お口や食事に問題があると気づいた場合には、
速やかに、担当のケアマネさんから要請をして頂き、

かかりつけ歯科医】として、
デンタルケアマネージメントサービス】が、

衛生士を送り込んで、衛生士を送り込んで、
先ず、【口腔健診と口腔ケア】を行います。

デンタルアセスメント】も、デンタルアセスメント】も、
同意が得られれば行います。

食事を何処でどのような格好でどの様なものをどの様に摂ってるか？
等の生活情報もケアマネから予め得ておく情報です。

☆日頃から【食餌事情】も歯科への情報提供の対象とする事をお願い致しします。



サービス担当者に対する照会
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。



2008年４月の【後期高齢者医療保険制度
その後にその運用が変えられ、現在に及んでいます。

何れにしましても、今までの病院・医療保健施設での療養に代わって、何れにしましても、今までの病院・医療保健施設での療養に代わって、
在宅や有料老人ホーム等での療養が今後増える事が予測されています。

そして、今迄の歯科単独での医療サービスもそして、今迄の歯科単独での医療サービスも
地域の医療・保健・福祉関係者と連携を

ケアマネージャーを介して行なう事が求められています。

【居宅療養管理指導【居宅療養管理指導
必ずしもケアプランに載せる必要が無い

ケアマネとの関わりは、情報提供と報告に留まり、
患者・利用者との同意書も交わされないままでいたのが実状で患者・利用者との同意書も交わされないままでいたのが実状で

【かかりつけ歯科医
歯科医師による専門性を活かした

実効性のある医療・保健・福祉活動の地域展開は難しいと感じさせられます。実効性のある医療・保健・福祉活動の地域展開は難しいと感じさせられます。

そこで、『地域における食支援
【在宅療養支援歯科診療所リスト【在宅療養支援歯科診療所リスト

介護現場での食支援の実態のアンケートをとる事と、
その結果の発表とその周辺の情報を発信し、

夫々の【かかりつけ歯科医】と担当ケアマネさんに対して、夫々の【かかりつけ歯科医】と担当ケアマネさんに対して、
【在宅療養支援歯科診療所訪問口腔ケア健診＋アセスメント

クラウドからより容易に入手出来る環境を提供します。

後期高齢者医療保険制度】の施行は、
その後にその運用が変えられ、現在に及んでいます。

何れにしましても、今までの病院・医療保健施設での療養に代わって、何れにしましても、今までの病院・医療保健施設での療養に代わって、
在宅や有料老人ホーム等での療養が今後増える事が予測されています。

l

そして、今迄の歯科単独での医療サービスもそして、今迄の歯科単独での医療サービスも
地域の医療・保健・福祉関係者と連携を

ケアマネージャーを介して行なう事が求められています。
ｌ

居宅療養管理指導】は居宅療養管理指導】は
必ずしもケアプランに載せる必要が無い…と言う歯科医師間の認識から

ケアマネとの関わりは、情報提供と報告に留まり、
交わされないままでいたのが実状です。交わされないままでいたのが実状です。

ｌ

かかりつけ歯科医】の活躍は、
歯科医師による専門性を活かした【歯･口腔アセスメント】無くしては、

実効性のある医療・保健・福祉活動の地域展開は難しいと感じさせられます。実効性のある医療・保健・福祉活動の地域展開は難しいと感じさせられます。
ｌ

おける食支援』の手初めは、
在宅療養支援歯科診療所リスト】の公開と、在宅療養支援歯科診療所リスト】の公開と、

介護現場での食支援の実態のアンケートをとる事と、
発表とその周辺の情報を発信し、

と担当ケアマネさんに対して、と担当ケアマネさんに対して、
在宅療養支援歯科診療所訪問口腔ケア健診＋アセスメント】等の進め方を

ラウドからより容易に入手出来る環境を提供します。



『在宅療養者の食事事情に注視しましょう
歯科医師が入れ歯を入れ、歯科衛生士が口の中の衛生指導を行うと、歯科医師が入れ歯を入れ、歯科衛生士が口の中の衛生指導を行うと、

日常生活動作が向上する事は介護現場ではもはや常識となっています。

ところが、介護現場から『歯科へのニーズ
【食餌事情】はよる年波の変化で珍しい事ではなく、【食餌事情】はよる年波の変化で珍しい事ではなく、

歳をとれば当たり前・・・とした受け止め方が為されているのだと思います。
食事時に立ち会ってみれば、

『口腔機能の低下』は早期に察知できる事です。『口腔機能の低下』は早期に察知できる事です。
その事により、より好い【食支援】が出来る

日ごろの食事風景の中に、潜在的な問題点を見つけ出す事は可能です。日ごろの食事風景の中に、潜在的な問題点を見つけ出す事は可能です。
家人及び介護者の日常介護業務の中で、

さほど注目される事なく、過ごされて来た事に気が付かされます。
『どの様な姿勢で…、『どの様な姿勢で…、

どの様に調理した食事を…どの様にして召し上がってるかを観察し、
問題点があれば【口腔・歯アセスメント

歯科情報をケアプラン作成に活かす事が重要だと考えます。歯科情報をケアプラン作成に活かす事が重要だと考えます。

『食の支援』は要支援者には【調理支援】、
患者・利用者の身近にいるヘルパー・ケアマネさんを筆頭にして、患者・利用者の身近にいるヘルパー・ケアマネさんを筆頭にして、

調理支援及び食事介助・食介護を含めて、
食環境を見据える事を提案させて頂きます。

在宅療養者の食事事情に注視しましょう!?』
歯科医師が入れ歯を入れ、歯科衛生士が口の中の衛生指導を行うと、歯科医師が入れ歯を入れ、歯科衛生士が口の中の衛生指導を行うと、

日常生活動作が向上する事は介護現場ではもはや常識となっています。

歯科へのニーズ』として上がって来ていないのは、
はよる年波の変化で珍しい事ではなく、はよる年波の変化で珍しい事ではなく、

歳をとれば当たり前・・・とした受け止め方が為されているのだと思います。
食事時に立ち会ってみれば、

は早期に察知できる事です。は早期に察知できる事です。
が出来る…とデンタルケアマネは感じています。

日ごろの食事風景の中に、潜在的な問題点を見つけ出す事は可能です。日ごろの食事風景の中に、潜在的な問題点を見つけ出す事は可能です。
家人及び介護者の日常介護業務の中で、

さほど注目される事なく、過ごされて来た事に気が付かされます。
、どの様な食材を…、どの様な食材を…

どの様にして召し上がってるかを観察し、
口腔・歯アセスメント】をとり、

歯科情報をケアプラン作成に活かす事が重要だと考えます。歯科情報をケアプラン作成に活かす事が重要だと考えます。

、要介護者には【食介護】がありますが、
患者・利用者の身近にいるヘルパー・ケアマネさんを筆頭にして、患者・利用者の身近にいるヘルパー・ケアマネさんを筆頭にして、

調理支援及び食事介助・食介護を含めて、
食環境を見据える事を提案させて頂きます。



これまで、
【在宅歯科医療・口腔ケア【在宅歯科医療・口腔ケア
求めてくる患者さんの多くは、

その都度、患者さん側のニーズから
《治療修復・修理

時機を逸した≫治療余なるケースが多くありました。
その為、《口腔機能管理その為、《口腔機能管理

《口腔ケア》は他職種との連携で、
ＱＯＬ；ＡＤＬの向上を果かるＱＯＬ；ＡＤＬの向上を果かる

この所は歯科医師・歯科衛生士共に心して、この所は歯科医師・歯科衛生士共に心して、
【デンタル･サポート

関わり直す必要があると痛感させられています。関わり直す必要があると痛感させられています。
それには《歯科との出会いの

機会を逸する事は減ると考えられます。機会を逸する事は減ると考えられます。

☆世田谷から始める情報発信が全国に波及する事を企図しています。

これまで、
在宅歯科医療・口腔ケア】を在宅歯科医療・口腔ケア】を

求めてくる患者さんの多くは、
その都度、患者さん側のニーズから

治療修復・修理》が主体の為、
治療余なるケースが多くありました。
口腔機能管理》は歯科医療者、口腔機能管理》は歯科医療者、

は他職種との連携で、
ＱＯＬ；ＡＤＬの向上を果かる事が重要に成ります。ＱＯＬ；ＡＤＬの向上を果かる事が重要に成ります。

この所は歯科医師・歯科衛生士共に心して、この所は歯科医師・歯科衛生士共に心して、
デンタル･サポート】を駆使して、

関わり直す必要があると痛感させられています。関わり直す必要があると痛感させられています。
歯科との出会いの〝場〟》があればこそ、

機会を逸する事は減ると考えられます。機会を逸する事は減ると考えられます。

世田谷から始める情報発信が全国に波及する事を企図しています。



【在宅歯科医療・口腔ケアＮＥＴ：訪問口ケア健診・アセスメント】

【訪問口腔アセスメント】の実施手順【訪問口腔アセスメント】の実施手順
【地域での訪問口腔ケア】と言う医療サービス

介護事業所と地域歯科医と連携する事によって果たされます。介護事業所と地域歯科医と連携する事によって果たされます。
これまでの歯科医師単独の歯科訪問診療の外に、

定期的に歯科衛生士が、定期的に歯科衛生士が、
病院や居宅を訪問して、

お口のお手入れ方法や義歯の使用方法などについて、
専門的なアドバイスや支援を行います。専門的なアドバイスや支援を行います。

※食事摂取の状況や嚥下障害の方の※食事摂取の状況や嚥下障害の方の
【訪問口腔アセスメント】などを行ない、

担当ケアマネと連携して行います。担当ケアマネと連携して行います。
お申し込みは当ＮＥＴにご連絡下さるか、

最寄りの居宅介護支援事業所に
ご連絡下さい。ご連絡下さい。

当ＮＥＴにお申し込み頂きますと、以下の手順で進めて行きます

在宅歯科医療・口腔ケアＮＥＴ：訪問口ケア健診・アセスメント】

【訪問口腔アセスメント】の実施手順【訪問口腔アセスメント】の実施手順
【地域での訪問口腔ケア】と言う医療サービスは、

介護事業所と地域歯科医と連携する事によって果たされます。介護事業所と地域歯科医と連携する事によって果たされます。
これまでの歯科医師単独の歯科訪問診療の外に、

定期的に歯科衛生士が、定期的に歯科衛生士が、
病院や居宅を訪問して、

お口のお手入れ方法や義歯の使用方法などについて、
専門的なアドバイスや支援を行います。専門的なアドバイスや支援を行います。

食事摂取の状況や嚥下障害の方の食事摂取の状況や嚥下障害の方の
【訪問口腔アセスメント】などを行ない、

担当ケアマネと連携して行います。担当ケアマネと連携して行います。
お申し込みは当ＮＥＴにご連絡下さるか、

最寄りの居宅介護支援事業所に
ご連絡下さい。ご連絡下さい。

当ＮＥＴにお申し込み頂きますと、以下の手順で進めて行きます。



①受付 先ず、健康保険証と介護保険証健康保険証と介護保険証
※担当されているケアマネージャーと連携して、※担当されているケアマネージャーと連携して、

ケアプラン作成に際して、必要に応じて

②出発準備
訪問先の選定とスケジュール調整を行ない、訪問先の選定とスケジュール調整を行ない、
携行品の準備確認や器械器具点検します。

・車両手配・訪問ルートのチェックを行い、対応の仕方を決定します。・車両手配・訪問ルートのチェックを行い、対応の仕方を決定します。

③初回訪問 （※初回は歯科医師・歯科衛生士２名１チームでお伺いします）
初回訪問については健康保険証・介護保険証

・老人障害者原爆医療などの各医療証（あるいは複写の用意）を提示頂きます。・老人障害者原爆医療などの各医療証（あるいは複写の用意）を提示頂きます。
生活保護者は医療券・介護券の提示を頂きます。

④事前アセスメント
口腔内の歯牙 歯肉 舌 口腔粘膜 咽頭口腔内の歯牙 歯肉 舌 口腔粘膜 咽頭

ついで、摂食嚥下機能の異常の有無について評価し、
既に実施されている口腔ケアの現状について把握して、

専用の評価シートに記入してまいります。
☆☆摂食嚥下障害の場合にはその障害の程度も事前に評価します。摂食嚥下障害の場合にはその障害の程度も事前に評価します。

必要とされる口腔ケアとリハビリについて必要とされる口腔ケアとリハビリについて必要とされる口腔ケアとリハビリについて必要とされる口腔ケアとリハビリについて
歯科医師と歯科衛生士スタッフによるケースカンファレンスを実施して、歯科医師と歯科衛生士スタッフによるケースカンファレンスを実施して、

どのように行っていくのかを検討します。どのように行っていくのかを検討します。

健康保険証と介護保険証健康保険証と介護保険証ををご用意下さい。ご用意下さい。
担当されているケアマネージャーと連携して、担当されているケアマネージャーと連携して、

ケアプラン作成に際して、必要に応じてデンタルケアプランを立てます。

訪問先の選定とスケジュール調整を行ない、訪問先の選定とスケジュール調整を行ない、
携行品の準備確認や器械器具点検します。

・車両手配・訪問ルートのチェックを行い、対応の仕方を決定します。・車両手配・訪問ルートのチェックを行い、対応の仕方を決定します。

初回は歯科医師・歯科衛生士２名１チームでお伺いします）
初回訪問については健康保険証・介護保険証

・老人障害者原爆医療などの各医療証（あるいは複写の用意）を提示頂きます。・老人障害者原爆医療などの各医療証（あるいは複写の用意）を提示頂きます。
生活保護者は医療券・介護券の提示を頂きます。

咽頭 顎堤 修復物 補綴物などの形、咽頭 顎堤 修復物 補綴物などの形、
ついで、摂食嚥下機能の異常の有無について評価し、
既に実施されている口腔ケアの現状について把握して、

専用の評価シートに記入してまいります。
摂食嚥下障害の場合にはその障害の程度も事前に評価します。摂食嚥下障害の場合にはその障害の程度も事前に評価します。

必要とされる口腔ケアとリハビリについて必要とされる口腔ケアとリハビリについて必要とされる口腔ケアとリハビリについて必要とされる口腔ケアとリハビリについて
歯科医師と歯科衛生士スタッフによるケースカンファレンスを実施して、歯科医師と歯科衛生士スタッフによるケースカンファレンスを実施して、

どのように行っていくのかを検討します。どのように行っていくのかを検討します。



⑤対応方法の選別
ⅰ歯科治療が不要の場合にはそのまま訪問口腔ケアの実施ⅰ歯科治療が不要の場合にはそのまま訪問口腔ケアの実施

歯科各症例毎にアセスメント・事前評価などを行い、
全員参加のもとでケアプランのたたき台となる
要点目標を立てて【デンタルケアプラン】を作成します。要点目標を立てて【デンタルケアプラン】を作成します。

ⅱ治療が必要な場合には速やかに訪問診療へ移行します。

ⅲ歯科医師の訪問診療を依頼する場合には原則として利用者の希望を優先して、
既にかかりつけの歯医者さんが決まっている場合には
診療情報提供書（紹介状）を作成し、それをお持ち頂きます。
※かかりつけ歯科医院の外来で受診して頂くか、歯科

ます。ます。

ⅳ歯科.訪問診療が必要にもかかわらず、かかりつけ歯科医による訪問診療が不可
の場合は当事業が歯科訪問診療に応じます。の場合は当事業が歯科訪問診療に応じます。

⑥デンタルケアプラン策定
事前アセスメントの結果からデンタルケアプランを策定して、

クライアントを担当するケアマネージャーに情報提供を行って、
ケアプランに平行して、【デンタルケアプラン】

☆ケアカンファレンスは夫々の立場の方の負担を軽減する様に、☆ケアカンファレンスは夫々の立場の方の負担を軽減する様に、
利用者および家族を交えられる場所（

行なう様に心がけ、速やかなる対応に努めます。

訪問口腔ケアの実施となります。訪問口腔ケアの実施となります。

要点目標を立てて【デンタルケアプラン】を作成します。要点目標を立てて【デンタルケアプラン】を作成します。

治療が必要な場合には速やかに訪問診療へ移行します。

歯科医師の訪問診療を依頼する場合には原則として利用者の希望を優先して、

診療情報提供書（紹介状）を作成し、それをお持ち頂きます。
訪問診療の依頼書を発行し

訪問診療が必要にもかかわらず、かかりつけ歯科医による訪問診療が不可

事前アセスメントの結果からデンタルケアプランを策定して、
クライアントを担当するケアマネージャーに情報提供を行って、

【デンタルケアプラン】を提案をします。
ケアカンファレンスは夫々の立場の方の負担を軽減する様に、ケアカンファレンスは夫々の立場の方の負担を軽減する様に、

利用者および家族を交えられる場所（※病院・施設・居宅）で、
行なう様に心がけ、速やかなる対応に努めます。



⑦利用者および家族への説明と同意
【デンタルアセスメント】の結果にもとづいて、
必要な口腔ケア・摂食嚥下障害リハビリプログラムの提案をします。必要な口腔ケア・摂食嚥下障害リハビリプログラムの提案をします。
また、その利用料、個人情報の利用と保護について説明して
の署名を頂きます。

【在宅療養支援歯科診療所：訪問口腔ケア】の実施時期を決定し、訪問による【在宅療養支援歯科診療所：訪問口腔ケア】の実施時期を決定し、訪問による
アを実施します。

※寝たきりの方はやや起きた体勢、或いは、車いすのまま
用)で行ないます。用)で行ないます。

料金の目安は１割の場合では３５０円～１４００円
咀嚼嚥下障害のある方については５２０円～２０６０円、咀嚼嚥下障害のある方については５２０円～２０６０円、
施設入所者は全て医療保険となります。

※居宅利用者は口腔ケアは介護保険、摂食嚥下障害リハビリ
のみ 医療保険扱いとなります。

⑧訪問口腔ケア
口腔ケアプランにしたがって利用者の希望と当院スタッフ間のスケジュール調整によっ
て実施されます。

⑨摂食嚥下障害リハビリ⑨摂食嚥下障害リハビリ
摂 食嚥下障害についてはケースカンファレンスを行なって、必要とされるリハビリプロ
グラム 、リハビリを実施する事になります。

必要な口腔ケア・摂食嚥下障害リハビリプログラムの提案をします。必要な口腔ケア・摂食嚥下障害リハビリプログラムの提案をします。
また、その利用料、個人情報の利用と保護について説明して 同意を得て、同意書

【在宅療養支援歯科診療所：訪問口腔ケア】の実施時期を決定し、訪問による 口腔ケ【在宅療養支援歯科診療所：訪問口腔ケア】の実施時期を決定し、訪問による 口腔ケ

寝たきりの方はやや起きた体勢、或いは、車いすのまま(※特殊装置使

５２０円～２０６０円、５２０円～２０６０円、

居宅利用者は口腔ケアは介護保険、摂食嚥下障害リハビリ
医療保険扱いとなります。

口腔ケアプランにしたがって利用者の希望と当院スタッフ間のスケジュール調整によっ

食嚥下障害についてはケースカンファレンスを行なって、必要とされるリハビリプロ


