
【指定居宅介護支援事業所】【みなし居宅療養管理指導事業所

（医社）仁承会:医療介護連携室（ＤＣＭＳ）

みなし居宅療養管理指導事業所】【在宅療養支援歯科診療所】【東京都摂食嚥下評価医】

医療介護連携室（ＤＣＭＳ）



はじめに
四人に一人が７５歳以上となった高齢社会の現在、四人に一人が７５歳以上となった高齢社会の現在、

『人生100年時代』になる中で、寿命は延びましたが、
口腔機能の低下から来たとみられる窒息死が、口腔機能の低下から来たとみられる窒息死が、

交通事故死を上回る程の社会現象となっています。
此処に【在宅歯科医療・口腔ケアの重要性

最早治療主体の〚訪問歯科診療最早治療主体の〚訪問歯科診療
【かかりつけ歯科医機能】を生涯を通じて求められています。

『終末期医療における調査等の報告書によると、『終末期医療における調査等の報告書によると、『終末期医療における調査等の報告書によると、『終末期医療における調査等の報告書によると、
『死期が迫った時に、自宅で療養したい

6割に達しているにも拘わらず、
自宅で最後まで療養する事は難しい

としている事から、
国民、医療者、看護職、介護職のいずれの職種も、国民、医療者、看護職、介護職のいずれの職種も、

【症状が急変した時の対応】
危惧を抱いていると言う現場の実態が浮かび上がっています。危惧を抱いていると言う現場の実態が浮かび上がっています。

『最期のワンスプーンまで自らのお口で

はじめに
四人に一人が７５歳以上となった高齢社会の現在、四人に一人が７５歳以上となった高齢社会の現在、

になる中で、寿命は延びましたが、
口腔機能の低下から来たとみられる窒息死が、口腔機能の低下から来たとみられる窒息死が、

交通事故死を上回る程の社会現象となっています。
在宅歯科医療・口腔ケアの重要性】があります。

訪問歯科診療〛を主体とした医療活動は、訪問歯科診療〛を主体とした医療活動は、
を生涯を通じて求められています。

『終末期医療における調査等の報告書によると、『終末期医療における調査等の報告書によると、『終末期医療における調査等の報告書によると、『終末期医療における調査等の報告書によると、
『死期が迫った時に、自宅で療養したい…とする者が

割に達しているにも拘わらず、
自宅で最後まで療養する事は難しい…と感じている』

としている事から、
国民、医療者、看護職、介護職のいずれの職種も、国民、医療者、看護職、介護職のいずれの職種も、

】や【家族の介護負担】に、
危惧を抱いていると言う現場の実態が浮かび上がっています。危惧を抱いていると言う現場の実態が浮かび上がっています。

最期のワンスプーンまで自らのお口で…が目標です!!』



、、



医療系スタッフとは医師・歯科医師・薬剤師医療系スタッフとは医師・歯科医師・薬剤師
及びそれに関わる職種を指しますが、

歯科医療系サービスの中には歯科医療系サービスの中には
【摂食・嚥下機能】と【食支援】がある事を、

一般的には残念ながらよくは知られていません。

【歯科の介入】の必要性があるかないかの判断は、
☆『デンタルケアマネ―ジメントサービス

窓口から本人・ご家族の方から主治医に相談した上で、
担当のケアマネージャーを介して、

申し込み頂きますと、申し込み頂きますと、
【口腔アセスメント】【摂食・嚥下アセスメント】に関して、

【在宅歯科医療・口腔ケアを広める【在宅歯科医療・口腔ケアを広める
仁承会二子玉川エンジェル歯科の

『登録在宅療養支援歯科療所
連繋機関と連携を図る事の出来る環境を当サイトで提供します。

医療系スタッフとは医師・歯科医師・薬剤師医療系スタッフとは医師・歯科医師・薬剤師
及びそれに関わる職種を指しますが、

歯科医療系サービスの中には、歯科医療系サービスの中には、
摂食・嚥下機能】と【食支援】がある事を、

一般的には残念ながらよくは知られていません。

【歯科の介入】の必要性があるかないかの判断は、
ジメントサービス』を共有名称とする

本人・ご家族の方から主治医に相談した上で、
担当のケアマネージャーを介して、

申し込み頂きますと、申し込み頂きますと、
【口腔アセスメント】【摂食・嚥下アセスメント】に関して、

在宅歯科医療・口腔ケアを広めるNET:せたがや】乃至は、在宅歯科医療・口腔ケアを広めるNET:せたがや】乃至は、
仁承会二子玉川エンジェル歯科のDCMSに申込み頂きます。

登録在宅療養支援歯科療所』グループ（仮称）及び
連繋機関と連携を図る事の出来る環境を当サイトで提供します。



以上に上げた環境の中で、
【指定居宅介護支援事業者】

また、【在宅療養支援歯科診療所
【在宅歯科医療・口腔ケア】をとらえなおしてみました。

それなくして、【在宅歯科医療・口腔ケア
いと感じたからです。いと感じたからです。

現在の医療介護環境を少しでも変えられればと思い、
インターネット上での活動を開始させました。インターネット上での活動を開始させました。

☆地域医療は自治体や地域歯科医師会の取り☆地域医療は自治体や地域歯科医師会の取り
組み方によって、その活動の在り様は様々です。

何れにせよ、地域に根差した活動でなくては何れにせよ、地域に根差した活動でなくては
実効性は乏しいと感じさせられています。

以上に上げた環境の中で、
】のケアマネージャーとして、

在宅療養支援歯科診療所】の歯科医師の立場から、
をとらえなおしてみました。

在宅歯科医療・口腔ケア】の展望は図れな
いと感じたからです。いと感じたからです。

現在の医療介護環境を少しでも変えられればと思い、
インターネット上での活動を開始させました。インターネット上での活動を開始させました。

☆地域医療は自治体や地域歯科医師会の取り☆地域医療は自治体や地域歯科医師会の取り
組み方によって、その活動の在り様は様々です。

何れにせよ、地域に根差した活動でなくては何れにせよ、地域に根差した活動でなくては
実効性は乏しいと感じさせられています。



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。

例えば、ヘルパーへの連絡のために、ケアマネジャーのねらいである例えば、ヘルパーへの連絡のために、ケアマネジャーのねらいである
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」にはなっています１表～６表も、「作成すること」にはなっています

（ただし、様式は必要な項目が入っていれば変更することができる）。
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」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、

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、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。作成率も低いのが実態でした。

2003年報酬改定で、ケアマネジャーの責務も変わり、改正後は、
1表～３表を利用者にも渡すことが義務付けられました

☆提出が義務付けられている７表・８表だけの作成では、☆提出が義務付けられている７表・８表だけの作成では、
ケアマネジャーの思いが現場に届かず、途切れているのが現実です。

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。

例えば、ヘルパーへの連絡のために、ケアマネジャーのねらいである例えば、ヘルパーへの連絡のために、ケアマネジャーのねらいである
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」にはなっています１表～６表も、「作成すること」にはなっています

（ただし、様式は必要な項目が入っていれば変更することができる）。
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」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、

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、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。作成率も低いのが実態でした。

年報酬改定で、ケアマネジャーの責務も変わり、改正後は、
表～３表を利用者にも渡すことが義務付けられました。

提出が義務付けられている７表・８表だけの作成では、提出が義務付けられている７表・８表だけの作成では、
ケアマネジャーの思いが現場に届かず、途切れているのが現実です。



【訪問口腔健診と訪問デンタルアセスメント】の案内を
各介護事業所に案内すると同時に、

歯科の【居宅療養管理指導歯科の【居宅療養管理指導
再認識する必要性があると感じました。

『口から食べたい!!』と言う在宅療養者の希望を把握し、『口から食べたい!!』と言う在宅療養者の希望を把握し、
お口や食事に問題があると感じた場合には、

担当のケアマネージャーさんより担当のケアマネージャーさんより
【訪問口腔健診とデンタルアセスメント】を申し込み頂きます。
登録歯科医院（歯科医師、歯科衛生士、歯科スタッフ）により、

先ず、応急処置と【口腔健診と口腔ケア】を行ないます。
（間接的嚥下トレーニングを口腔清掃を兼ねて行います）

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
どの様に摂っているか等を知る事が重要ですが、
☆日頃から、介護者周辺の全ての人々に対して、☆日頃から、介護者周辺の全ての人々に対して、

重要な関心事として頂かなければならないと考えています。

【訪問口腔健診と訪問デンタルアセスメント】の案内を
各介護事業所に案内すると同時に、

居宅療養管理指導】が何たるかを、居宅療養管理指導】が何たるかを、
再認識する必要性があると感じました。

』と言う在宅療養者の希望を把握し、』と言う在宅療養者の希望を把握し、
お口や食事に問題があると感じた場合には、

担当のケアマネージャーさんより担当のケアマネージャーさんより
【訪問口腔健診とデンタルアセスメント】を申し込み頂きます。
登録歯科医院（歯科医師、歯科衛生士、歯科スタッフ）により、

先ず、応急処置と【口腔健診と口腔ケア】を行ないます。
（間接的嚥下トレーニングを口腔清掃を兼ねて行います）

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
どの様に摂っているか等を知る事が重要ですが、
☆日頃から、介護者周辺の全ての人々に対して、☆日頃から、介護者周辺の全ての人々に対して、

重要な関心事として頂かなければならないと考えています。



摂食・嚥下障害をもった方が、
『自分に摂食・嚥下障害がある』等と訴える事はありません。

摂食・嚥下障害の診断と評価は、摂食・嚥下障害の診断と評価は、
医師や看護師と歯科医師が疑うところから始まります。

しかし、現実的には【摂食・嚥下障害のアセスメント】はしかし、現実的には【摂食・嚥下障害のアセスメント】は
おろか【口腔アセスメント】すら

そうした依頼や問い合わせが歯科医師の処に、そうした依頼や問い合わせが歯科医師の処に、
あまり為されていないのが現状で、

①痩せてきた…②食事時間が長くなった
④食事中…⑤食後に咳やむせがある

（声枯れ）がある…⑦食べると疲れる（声枯れ）がある…⑦食べると疲れる

あった場合は摂食・嚥下障害を疑います。

☆ベッドサイドアセスメントの実施が好ましいと考え☆ベッドサイドアセスメントの実施が好ましいと考え
ますので、ケアマネージャーを介し、ご相談下さい。

摂食・嚥下障害をもった方が、
『自分に摂食・嚥下障害がある』等と訴える事はありません。

摂食・嚥下障害の診断と評価は、摂食・嚥下障害の診断と評価は、
医師や看護師と歯科医師が疑うところから始まります。

しかし、現実的には【摂食・嚥下障害のアセスメント】はしかし、現実的には【摂食・嚥下障害のアセスメント】は
すら採らせて貰える事は少なく、

そうした依頼や問い合わせが歯科医師の処に、そうした依頼や問い合わせが歯科医師の処に、
あまり為されていないのが現状で、ケアマネが待望されます。

食事時間が長くなった…③時々発熱する…
⑤食後に咳やむせがある…⑥ゼロゼロ、ガラガラ声

食べると疲れる…』等の症状が、食べると疲れる…』等の症状が、

あった場合は摂食・嚥下障害を疑います。

☆ベッドサイドアセスメントの実施が好ましいと考え☆ベッドサイドアセスメントの実施が好ましいと考え
ますので、ケアマネージャーを介し、ご相談下さい。



口腔ケアにより種々の症例が予防ができ、退院後には各病院と口腔ケアにより種々の症例が予防ができ、退院後には各病院と
地域歯科との連携が、以下の５場面で取り組まれます。

① がん拠点病院との病診連携① がん拠点病院との病診連携
（がん対策推進基本法：地域連携を必要とされる拠点）

② 急性期・回復期・維持期病院との病診連携
③ 施設・在宅の訪問看護師・ケアマネージャー・ヘルパー・地域③ 施設・在宅の訪問看護師・ケアマネージャー・ヘルパー・地域

連携歯科医の役割として、入院期間を聞き取り、治療が必要
とされる場合には、応急処置（動揺歯の固定）し、退院後の、とされる場合には、応急処置（動揺歯の固定）し、退院後の、
地域口腔外科医や連携医療機関に連絡をしておきます。

④歯科衛生士が口腔ケア指導と口腔クリーニングを実施する際に④歯科衛生士が口腔ケア指導と口腔クリーニングを実施する際に
は、歯垢染め出し剤を２ 錠渡して、入院時と手術
口腔ケアを促し、プラークフリーの状態で治療・手術を受ける
態勢をとる様に指導しておきます。態勢をとる様に指導しておきます。

⑤ 必要な歯科治療等は退院後にリカバリーをする様にします。

※入院前に、『地域歯科による口腔ケア』を受けておく事で、入院中
の合併症が予防でき、かつ、【在宅歯科】的にも良好と考えます。

口腔ケアにより種々の症例が予防ができ、退院後には各病院と口腔ケアにより種々の症例が予防ができ、退院後には各病院と
地域歯科との連携が、以下の５場面で取り組まれます。

（がん対策推進基本法：地域連携を必要とされる拠点）

急性期・回復期・維持期病院との病診連携
施設・在宅の訪問看護師・ケアマネージャー・ヘルパー・地域施設・在宅の訪問看護師・ケアマネージャー・ヘルパー・地域
連携歯科医の役割として、入院期間を聞き取り、治療が必要
とされる場合には、応急処置（動揺歯の固定）し、退院後の、とされる場合には、応急処置（動揺歯の固定）し、退院後の、
地域口腔外科医や連携医療機関に連絡をしておきます。

④歯科衛生士が口腔ケア指導と口腔クリーニングを実施する際に④歯科衛生士が口腔ケア指導と口腔クリーニングを実施する際に
錠渡して、入院時と手術/治療直前の

口腔ケアを促し、プラークフリーの状態で治療・手術を受ける
態勢をとる様に指導しておきます。態勢をとる様に指導しておきます。
必要な歯科治療等は退院後にリカバリーをする様にします。

入院前に、『地域歯科による口腔ケア』を受けておく事で、入院中
の合併症が予防でき、かつ、【在宅歯科】的にも良好と考えます。



口腔ケアの必要性
歩いて通院できない体の不自由な障害者や高齢者の方は

自分でケアが出来ません。
虫歯が多く、しかも進行がみられ、

治療にもかなりの期間を要し、
時として骨膜炎や顎骨炎に至るケースも少なくありません。時として骨膜炎や顎骨炎に至るケースも少なくありません。

また、虫歯の状態のうえに、
歯周病が進行しているのが放置されていたり、歯周病が進行しているのが放置されていたり、
適合の悪い入れ歯を装着したままでいた結果、

粘膜に潰瘍を形成しているケースも見受けられます。粘膜に潰瘍を形成しているケースも見受けられます。

一方で入院中や入所中
または、居宅で寝たきりで、安静その他の理由で、または、居宅で寝たきりで、安静その他の理由で、

☆口腔清掃が不十分なままだったり、
必ずしも口腔ケアが十分になされている

とは言えないのが現状です。

口腔ケアの必要性
歩いて通院できない体の不自由な障害者や高齢者の方は

自分でケアが出来ません。
虫歯が多く、しかも進行がみられ、

治療にもかなりの期間を要し、
時として骨膜炎や顎骨炎に至るケースも少なくありません。時として骨膜炎や顎骨炎に至るケースも少なくありません。

また、虫歯の状態のうえに、
歯周病が進行しているのが放置されていたり、歯周病が進行しているのが放置されていたり、
適合の悪い入れ歯を装着したままでいた結果、

粘膜に潰瘍を形成しているケースも見受けられます。粘膜に潰瘍を形成しているケースも見受けられます。

一方で入院中や入所中
居宅で寝たきりで、安静その他の理由で、居宅で寝たきりで、安静その他の理由で、
口腔清掃が不十分なままだったり、

必ずしも口腔ケアが十分になされている
とは言えないのが現状です。



【デンタルアセスメント】で
『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、という願いに応えてくれる、

新しい【介護保険制度】は生まれました。
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が、

介護保険のサービス事業者が、介護保険のサービス事業者が、
ケアマネジメントを、

事業者のサービスをセットしてる事が多く事業者のサービスをセットしてる事が多く
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、歯科のニーズがあった場合に、
ケアマネージメントに歯科が参画するようにしましょう。

【デンタルアセスメント】で、ケアプランを!?
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、という願いに応えてくれる、

新しい【介護保険制度】は生まれました。
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が、

介護保険のサービス事業者が、介護保険のサービス事業者が、
ケアマネジメントを、

事業者のサービスをセットしてる事が多く、、事業者のサービスをセットしてる事が多く、、
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、歯科のニーズがあった場合に、
ケアマネージメントに歯科が参画するようにしましょう。★



これまでは、患者や介護者の判断によるこれまでは、患者や介護者の判断による
【歯科訪問診療】

それは『在宅歯科医療・口腔ケアそれは『在宅歯科医療・口腔ケア
その殆どが救急の対応に終始していた為、

有効な歯科医療管理を望む事が出来ないで来ました。有効な歯科医療管理を望む事が出来ないで来ました。
兎角、治療のタイミングが逸しがちで、

計画的な歯科治療を進める訳には行かなかったからです。計画的な歯科治療を進める訳には行かなかったからです。
これからは【世田谷区の訪問口腔ケア健診

切れ目なく継続的に口腔内の変化や切れ目なく継続的に口腔内の変化や
全身状態の変化を見据えて、

口腔環境をチェックする【口腔環境をチェックする【
必要なタイミングで、

【歯科介入】をかかりつけ歯科医に繋ぐ事が【歯科介入】をかかりつけ歯科医に繋ぐ事が
出来る様になる事が期待されます。

患者や介護者の判断による患者や介護者の判断による
の要請でしたが、

在宅歯科医療・口腔ケア』の認識が乏しく、在宅歯科医療・口腔ケア』の認識が乏しく、
その殆どが救急の対応に終始していた為、

有効な歯科医療管理を望む事が出来ないで来ました。有効な歯科医療管理を望む事が出来ないで来ました。
兎角、治療のタイミングが逸しがちで、

計画的な歯科治療を進める訳には行かなかったからです。計画的な歯科治療を進める訳には行かなかったからです。
世田谷区の訪問口腔ケア健診】の受診で、

切れ目なく継続的に口腔内の変化や切れ目なく継続的に口腔内の変化や
全身状態の変化を見据えて、

訪問口腔ケア】を励行し、訪問口腔ケア】を励行し、
必要なタイミングで、

をかかりつけ歯科医に繋ぐ事がをかかりつけ歯科医に繋ぐ事が
出来る様になる事が期待されます。



※具体的な歯科医療行為が設定し難い多重疾患などに
対しては、以下の様な問題があると言えます。

(1)在宅歯科診療を介入させる
(2)歯科⇔他科の医師とに接点
(3)歯科⇔介護関係者とに接点
(4)地域歯科医同士と病院間とに
【訪問歯科診療】は歯科治療で糊塗するのではなく、
【口腔ケア】や【食べる機能の維持や緩和ケア
その対応のシフトを替えて行く事が今後望まれます。その対応のシフトを替えて行く事が今後望まれます。

【介護歯科の視点】更には、
【摂食嚥下機能支援を必要とする重症な療養者【摂食嚥下機能支援を必要とする重症な療養者
【全ての気道感染予防】
2012年医療介護保険同時改定で示されました。2012年医療介護保険同時改定で示されました。
☆【口腔ケア】の重要性がココにもあります。

②②

具体的な歯科医療行為が設定し難い多重疾患などに
対しては、以下の様な問題があると言えます。
在宅歯科診療を介入させる接点が無い事。

接点が無い事。
接点が無い事。

地域歯科医同士と病院間とに連携が無い事。
は歯科治療で糊塗するのではなく、
食べる機能の維持や緩和ケア】へと

その対応のシフトを替えて行く事が今後望まれます。その対応のシフトを替えて行く事が今後望まれます。
【介護歯科の視点】更には、

摂食嚥下機能支援を必要とする重症な療養者】や摂食嚥下機能支援を必要とする重症な療養者】や
に迄言及させる方向が、

年医療介護保険同時改定で示されました。年医療介護保険同時改定で示されました。
の重要性がココにもあります。



＝ケアマネとの連携強の推進＝
しうしｋ

＝ケアマネとの連携強の推進＝

これまでの歯科訪問診療は
歯科単独の活動が普通でしたが、歯科単独の活動が普通でしたが、
これからの【在宅歯科医療

かかりつけ歯科医が、
ケアマネージャーからの生活情報やケアマネージャーからの生活情報や

主治医からの医療情報を得て、
療養者に歯科医療サービスが提供され、かつ、

在宅療養における指導を、在宅療養における指導を、
療養者本人および家族更には介護従事者に実施する事で、

療養者のＡＤＬ・
図る事が求められています。

世田谷区の委託事業で、
『訪問口腔健診』や『訪問口腔ケア』が推進されれば、『訪問口腔健診』や『訪問口腔ケア』が推進されれば、

上記の好ましい関係で、より好い展開をさせる事が期待されます。
【在宅療養支援歯科診療所】と

【みなし居宅療養管理指導事業所】が【みなし居宅療養管理指導事業所】が
地域住民の身近な位置付けでなければなりません。

ケアマネとの連携強の推進＝

③
ケアマネとの連携強の推進＝

これまでの歯科訪問診療は
歯科単独の活動が普通でしたが、歯科単独の活動が普通でしたが、

在宅歯科医療】は、
かかりつけ歯科医が、

ケアマネージャーからの生活情報やケアマネージャーからの生活情報や
主治医からの医療情報を得て、

療養者に歯科医療サービスが提供され、かつ、
在宅療養における指導を、在宅療養における指導を、

療養者本人および家族更には介護従事者に実施する事で、
療養者のＡＤＬ・QOLの向上を、
図る事が求められています。

世田谷区の委託事業で、
訪問口腔健診』や『訪問口腔ケア』が推進されれば、訪問口腔健診』や『訪問口腔ケア』が推進されれば、

上記の好ましい関係で、より好い展開をさせる事が期待されます。
【在宅療養支援歯科診療所】と

【みなし居宅療養管理指導事業所】が【みなし居宅療養管理指導事業所】が
地域住民の身近な位置付けでなければなりません。



これからの【歯科訪問診療】の医院環境整備
＝歯科医院スタッフ全員の態勢の共通認識形成＝

Ａ．歯科訪問診療：訪問口腔ケア：訪問口腔健診活動の周知方法

①院内掲示物による案内 ②インターネットよる案内

③ビラ・チラシによる案内 ④③ビラ・チラシによる案内 ④

Ｂ．案内記事の背景としての院内体制の整備

Ｃ．案内記事に対応できる院外（他業種）との連携体制の整備

a.医療機関(患者・利用者の主事医；歯科医）との連携

b.介護支援事業者（ケアマネージャー）との連携

ｃ処方薬局における【在宅療養支援歯科診療所】としての連携ｃ処方薬局における【在宅療養支援歯科診療所】としての連携

d.在宅療養支援歯科診療所としての多職種事業者との連携

Ｄ.医療保険および介護保険請求
（医療情報提供がらみで請求額違いが出る

これからの【歯科訪問診療】の医院環境整備
＝歯科医院スタッフ全員の態勢の共通認識形成＝

Ａ．歯科訪問診療：訪問口腔ケア：訪問口腔健診活動の周知方法

②インターネットよる案内

④処方薬局におけるポスター④処方薬局におけるポスター

Ｂ．案内記事の背景としての院内体制の整備

他業種）との連携体制の整備

患者・利用者の主事医；歯科医）との連携

介護支援事業者（ケアマネージャー）との連携.

処方薬局における【在宅療養支援歯科診療所】としての連携処方薬局における【在宅療養支援歯科診療所】としての連携

在宅療養支援歯科診療所としての多職種事業者との連携

（医療情報提供がらみで請求額違いが出る）



【デンタルケアマネージャーならではの働きかけ】
①介護保険認定申請の代行（※担当ケアマネ指定

②退院後の在宅生活についての相談
③在宅での、医療・介護保険の利用の相談（
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（※要ケアマネ指定）⑤介護保険施設の紹介（※要ケアマネ指定）

⑥在宅での医療・介護保険利用情報

⑦住宅改修、福祉用具に関する相談（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

⑨担当ケアマネと連携したアセスメント

☆歯科・医科の受診／定期健診をケアプラン作成☆歯科・医科の受診／定期健診をケアプラン作成
移動手段を講じた上で、通院介助の

ケアカンファレンスに働きかけ。

☆世田谷区内には【そとでる】以外にも

【デンタルケアマネージャーならではの働きかけ】
担当ケアマネ指定を受けた場合）

相談 （※事業所内）
利用の相談（※事業所内）

介護保険サービス事業所の紹介（※要ケアマネ指定）
要ケアマネ指定）要ケアマネ指定）

医療・介護保険利用情報を担当ケアマネ宛に提供

住宅改修、福祉用具に関する相談（※要ケアマネ指定）住宅改修、福祉用具に関する相談（※要ケアマネ指定）

計画的な歯科訪問診療】など

担当ケアマネと連携したアセスメント（※病院・一時帰宅の居宅）

ケアプラン作成に当たって、ケアプラン作成に当たって、
のサービスが受けられる様に、

にも送迎・搬送サービスがあります。



高齢者の口腔機能管理のあり方
保健・医療・福祉の分野で共通言語となった『口腔ケア』は、保健・医療・福祉の分野で共通言語となった『口腔ケア』は、

介護保険法の創設時に生まれた言葉です。

多職種の間で要介護高齢者の誤嚥性肺炎の予防や多職種の間で要介護高齢者の誤嚥性肺炎の予防や

生活の質を維持・向上させる

重要なケアであるという認識が定着しています。重要なケアであるという認識が定着しています。

その一方で、現在わが国の

感染や縟瘡発生率や在院日数・医療費等節減など感染や縟瘡発生率や在院日数・医療費等節減など

患者のＱＯＬ向上や経済効果に

が寄与している事をご存知でしたでしょうか。が寄与している事をご存知でしたでしょうか。

NSTの定義としては、『栄養管理を症例個々や各疾患治療に

応じて適切に実施することを

栄養サポート

この栄養サポートを医師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師などの多職種で実践する
集団（チーム）をＮＳＴ

（日本栄養療法推進協議会）』称しています。

高齢者の口腔機能管理のあり方
保健・医療・福祉の分野で共通言語となった『口腔ケア』は、保健・医療・福祉の分野で共通言語となった『口腔ケア』は、

介護保険法の創設時に生まれた言葉です。

多職種の間で要介護高齢者の誤嚥性肺炎の予防や多職種の間で要介護高齢者の誤嚥性肺炎の予防や

生活の質を維持・向上させる

重要なケアであるという認識が定着しています。重要なケアであるという認識が定着しています。

現在わが国の1000以上の施設で、

感染や縟瘡発生率や在院日数・医療費等節減など感染や縟瘡発生率や在院日数・医療費等節減など

患者のＱＯＬ向上や経済効果にＮＳＴ（栄養サポートチーム）

与している事をご存知でしたでしょうか。与している事をご存知でしたでしょうか。

の定義としては、『栄養管理を症例個々や各疾患治療に

応じて適切に実施することを

栄養サポートといい、

この栄養サポートを医師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師などの多職種で実践する
ＮＳＴと言います。

（日本栄養療法推進協議会）』称しています。



【口腔感染症の予防】
むし歯や歯周病などの歯科疾患や

カンジダ性口内炎などの口腔感染症を予防します。カンジダ性口内炎などの口腔感染症を予防します。

【口腔機能の維持・回復】
咀嚼機能の改善および摂食・嚥下障害を改善させ、

口腔機能の低下や
廃用症候群の予防に繋がります。

【全身感染症の予防】【全身感染症の予防】
誤嚥性肺炎などの原因となる口の中の細菌の数を減少させ、

全身感染症の予防をはかります。
【全身状態やQOL【全身状態やQOL
経口摂食を促す事により、

低栄養や脱水を防ぎ、
体力回復や意欲向上、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機能の回復】【コミュニケーション機能の回復】
構音機能の維持・回復により

コミュニケーション機能が回復します。

【口腔感染症の予防】
むし歯や歯周病などの歯科疾患や

カンジダ性口内炎などの口腔感染症を予防します。カンジダ性口内炎などの口腔感染症を予防します。

【口腔機能の維持・回復】
咀嚼機能の改善および摂食・嚥下障害を改善させ、

口腔機能の低下や
廃用症候群の予防に繋がります。

【全身感染症の予防】【全身感染症の予防】
誤嚥性肺炎などの原因となる口の中の細菌の数を減少させ、

全身感染症の予防をはかります。
QOLの向上】QOLの向上】

経口摂食を促す事により、
低栄養や脱水を防ぎ、
体力回復や意欲向上、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機能の回復】【コミュニケーション機能の回復】
構音機能の維持・回復により

コミュニケーション機能が回復します。



口腔ケア病診連携

看護・介護の両面から口腔ケアの重要性が、

認知されてきています。

そして今後は、地域連携クリティカルパスそして今後は、地域連携クリティカルパス
用した地域完結型医療における連携の輪の中で、

地域歯科医の役割を明確にする事によって、

途切れのない口腔ケアを

提供する事が、

必要に行くと考えら成ってれます。必要に行くと考えら成ってれます。

口腔ケア病診連携

看護・介護の両面から口腔ケアの重要性が、

認知されてきています。

地域連携クリティカルパスを活地域連携クリティカルパスを活
用した地域完結型医療における連携の輪の中で、

地域歯科医の役割を明確にする事によって、

途切れのない口腔ケアを

提供する事が、

考えら成ってれます。考えら成ってれます。



肺炎予防対策としての口腔ケア
日本人の死亡原因の第日本人の死亡原因の第

高齢期になるほど増加し、
後期高齢者においては第後期高齢者においては第

そして、
高齢者肺炎の約１
飲み込み障害による肺炎と

推測されています。
この肺炎を予防するために、この肺炎を予防するために、

口腔ケアが組み込まれています。

特に、介護疾患を有する方の直接的な死亡原因は、特に、介護疾患を有する方の直接的な死亡原因は、
という日本人の死因の１，

がんや心疾患が合わせてもがんや心疾患が合わせても
それらにかわり、呼吸器を含む感染症が

約半数を占めてきています。

※このポスターで、『口腔ケアの重要性

肺炎予防対策としての口腔ケア
日本人の死亡原因の第4位である肺炎は、日本人の死亡原因の第4位である肺炎は、

高齢期になるほど増加し、
後期高齢者においては第1位となります。後期高齢者においては第1位となります。

そして、
高齢者肺炎の約１/３～半数が/
飲み込み障害による肺炎と

推測されています。
この肺炎を予防するために、『介護予防』として、この肺炎を予防するために、『介護予防』として、

口腔ケアが組み込まれています。

特に、介護疾患を有する方の直接的な死亡原因は、特に、介護疾患を有する方の直接的な死亡原因は、
という日本人の死因の１，2位を占める

がんや心疾患が合わせても20％程度に減少して、がんや心疾患が合わせても20％程度に減少して、
それらにかわり、呼吸器を含む感染症が

約半数を占めてきています。

口腔ケアの重要性』を知って頂きましょう



抗ガン治療中の口内炎予防
抗ガン治療は、

ガン細胞を攻撃しますが、
それと同時にお口の中の正常な細胞にもダメージを与えるため、それと同時にお口の中の正常な細胞にもダメージを与えるため、

つらい口内炎や歯茎の腫れなどが
発生しやすくなります。発生しやすくなります。

ガン治療中は、
ばい菌などの異物の侵入を防御する仕組み、

すなわち、すなわち、
『免疫のチカラ』が弱る時があります。

口内炎ができたり

普段なんでもないお口の中のばい菌から

感染を引き起こす事
これらのトラブルこれらのトラブル

☆お口の衛生状態が悪い人に起こりやすく、
ガン治療を始める前から予防的な口腔ケアをする事でガン治療を始める前から予防的な口腔ケアをする事で

その症状を軽くすることが出来ます

抗ガン治療中の口内炎予防
抗ガン治療は、

ガン細胞を攻撃しますが、
それと同時にお口の中の正常な細胞にもダメージを与えるため、それと同時にお口の中の正常な細胞にもダメージを与えるため、

つらい口内炎や歯茎の腫れなどが
発生しやすくなります。発生しやすくなります。

ガン治療中は、
ばい菌などの異物の侵入を防御する仕組み、

すなわち、すなわち、
『免疫のチカラ』が弱る時があります。

ができたり、
お口の中のばい菌から

引き起こす事もあります。

これらのトラブルは、これらのトラブルは、

お口の衛生状態が悪い人に起こりやすく、
ガン治療を始める前から予防的な口腔ケアをする事で、ガン治療を始める前から予防的な口腔ケアをする事で、

その症状を軽くすることが出来ます。



がん療養中にお口
①口内炎

②お口や歯茎が痛んだり、舌がヒリヒリする。②お口や歯茎が痛んだり、舌がヒリヒリする。

③感染を起こす

④お口の中が乾燥する

⑤味が変わって感じる⑤味が変わって感じる

⑥粘膜の表面がはがれる、腫れる

上記のような症状が現れます上記のような症状が現れます

☆入院が決まりましたら、

一度かかりつけ歯科医へ受診して

口腔クリーニングとブラッシング指導を受けてから口腔クリーニングとブラッシング指導を受けてから

入院する事をお勧めします

お口に起こるトラブル

り、舌がヒリヒリする。り、舌がヒリヒリする。

粘膜の表面がはがれる、腫れる

上記のような症状が現れます｡上記のような症状が現れます｡

入院が決まりましたら、

一度かかりつけ歯科医へ受診して、

口腔クリーニングとブラッシング指導を受けてから、口腔クリーニングとブラッシング指導を受けてから、

入院する事をお勧めします。



動もあります。

歯科の役割として、

摂食・嚥下障害者に対するケア』があり、摂食・嚥下障害者に対するケア』があり、

主な役割は主な役割は

口腔ケアの指導と認知期～口腔期における

歯科的な問題点の指導・支援があります。

また、積極的な支援活動を実施しようとするならばまた、積極的な支援活動を実施しようとするならば

・摂食・嚥下障害の診断・食形態の決定

・摂・経口摂取の開始から嚥下療法への介入を・摂・経口摂取の開始から嚥下療法への介入を

看護師等のＮＳＴチームと協力しながら

チームアプローチを進める必要があります。

動もあります。

歯科の役割として、

摂食・嚥下障害者に対するケア』があり、摂食・嚥下障害者に対するケア』があり、

主な役割は主な役割は

口腔ケアの指導と認知期～口腔期における

歯科的な問題点の指導・支援があります。

また、積極的な支援活動を実施しようとするならば,また、積極的な支援活動を実施しようとするならば,

・摂食・嚥下障害の診断・食形態の決定

・摂・経口摂取の開始から嚥下療法への介入を・摂・経口摂取の開始から嚥下療法への介入を

看護師等のＮＳＴチームと協力しながら

チームアプローチを進める必要があります。



【食生活への関与】
噛むという動作は、

食物を切断、破砕し、口の中で唾液と混ぜ合わせる消化作用の第一段階です。食物を切断、破砕し、口の中で唾液と混ぜ合わせる消化作用の第一段階です。
※食物として異物であると感じた場合に、

反射的にそれを吐き出す防御反応も持ち合わせています。

骨や筋肉のバランスへの関与】【骨や筋肉のバランスへの関与】
噛む力が低下すると、顎が小さくなったり、噛み合わせが悪くなり、

清掃が難しくなり、清掃が難しくなり、
むし歯や歯周病が増悪する誘因ともなります。

【脳の発育を促し、老化防止への関与】
噛むという行為は噛むという行為は

筋肉や舌などを反射的に反応させ、
脳や身体に刺激を与えて脳を活性化させ、

脳の老化を防ぐ一因ともなります。脳の老化を防ぐ一因ともなります。
歯がなくなると咀嚼能力の低下や発音障害を生じさせるばかりでなく、

食生活への欲望など、人としての意欲が失われ、
その為に脳に対する刺激が減り、認知症にもつながります。その為に脳に対する刺激が減り、認知症にもつながります。

☆噛むという行為は老化防止と密接なつながりがあります。

【運動能力を高める】【運動能力を高める】
噛むと言うことは、全身的運動の一部で、運動能力を高めたり、かみ合わせの

バランスが身体の平衡感覚にも影響を与えています。

【食生活への関与】
噛むという動作は、

食物を切断、破砕し、口の中で唾液と混ぜ合わせる消化作用の第一段階です。食物を切断、破砕し、口の中で唾液と混ぜ合わせる消化作用の第一段階です。
食物として異物であると感じた場合に、

反射的にそれを吐き出す防御反応も持ち合わせています。

骨や筋肉のバランスへの関与】骨や筋肉のバランスへの関与】
噛む力が低下すると、顎が小さくなったり、噛み合わせが悪くなり、

清掃が難しくなり、清掃が難しくなり、
むし歯や歯周病が増悪する誘因ともなります。

【脳の発育を促し、老化防止への関与】
噛むという行為は噛むという行為は

筋肉や舌などを反射的に反応させ、
脳や身体に刺激を与えて脳を活性化させ、

脳の老化を防ぐ一因ともなります。脳の老化を防ぐ一因ともなります。
歯がなくなると咀嚼能力の低下や発音障害を生じさせるばかりでなく、

食生活への欲望など、人としての意欲が失われ、
その為に脳に対する刺激が減り、認知症にもつながります。その為に脳に対する刺激が減り、認知症にもつながります。

☆噛むという行為は老化防止と密接なつながりがあります。

【運動能力を高める】【運動能力を高める】
噛むと言うことは、全身的運動の一部で、運動能力を高めたり、かみ合わせの

バランスが身体の平衡感覚にも影響を与えています。



これまでの療養の場は、これまでの療養の場は、
専門職が常駐する医療・介護の現場でしたが、
これからは、家族の誰かが担う事になります。

退院前に、退院前に、
自宅の療養環境を整え、

これからの在宅療養生活への心構えを持つ事が、
何よりも重要な事である事を先ず、伝えておきたいモノです。何よりも重要な事である事を先ず、伝えておきたいモノです。
また、ご家族ができる医療的ケアや介護の方法については、

これからも【医療系スタッフ】
逐次サポートする事を伝えて安心して頂きます。逐次サポートする事を伝えて安心して頂きます。

今後は、ケアマネージャーを【要】として、
多職種やボランティアなどが協働で行ない、

歯科医師と歯科衛生士も
【訪問口腔健診;診療;口腔ケア;口腔機能アセスメント

上に努め、関与する事を伝えておきます。上に努め、関与する事を伝えておきます。
☆当サイトは、歯科医療機関と介護支援事業所やその他の社会資源を、

検索する機能を持ち合わせている為、
担当ケアマネ、担当医師・歯科医師との連携も速やかに行います。担当ケアマネ、担当医師・歯科医師との連携も速やかに行います。

これまでの療養の場は、これまでの療養の場は、
専門職が常駐する医療・介護の現場でしたが、
これからは、家族の誰かが担う事になります。

退院前に、退院前に、
自宅の療養環境を整え、

これからの在宅療養生活への心構えを持つ事が、
何よりも重要な事である事を先ず、伝えておきたいモノです。何よりも重要な事である事を先ず、伝えておきたいモノです。
また、ご家族ができる医療的ケアや介護の方法については、

【医療系スタッフ】が
逐次サポートする事を伝えて安心して頂きます。逐次サポートする事を伝えて安心して頂きます。

今後は、ケアマネージャーを【要】として、
多職種やボランティアなどが協働で行ない、

歯科医師と歯科衛生士も
口腔機能アセスメント】を通し、ADL&QOLの向

上に努め、関与する事を伝えておきます。上に努め、関与する事を伝えておきます。
☆当サイトは、歯科医療機関と介護支援事業所やその他の社会資源を、

検索する機能を持ち合わせている為、
担当ケアマネ、担当医師・歯科医師との連携も速やかに行います。担当ケアマネ、担当医師・歯科医師との連携も速やかに行います。



【これからの介護歯科のあり方
口から食べるための支援と、

口腔の機能障害に対するリハビリテーションは、
まず、義歯を入れる前後の顔の表情の変化を見ると分かります。まず、義歯を入れる前後の顔の表情の変化を見ると分かります。

歯をチャンと治してもっとおいしく食べたいという想いも、
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感じます。

『かかりつけ歯科医機能』とは
本当に食べられているか・・・までもフォローする事だと考えます。

新義歯を入れた当日は、
きちんとはめていても、きちんとはめていても、

フォローをして上げないでいると、
折角作った入れ歯も、折角作った入れ歯も、

コップの中に入れっぱなし・・・という事になっています。
日本の在宅介護で、

非常に問題視されるのは、多職種連携がない事に在ると思います。非常に問題視されるのは、多職種連携がない事に在ると思います。
☆【安否確認】同様【お口の不具合】の【巡回口腔健診】が必要だと考えます。

これからの介護歯科のあり方】
口から食べるための支援と、

口腔の機能障害に対するリハビリテーションは、
まず、義歯を入れる前後の顔の表情の変化を見ると分かります。まず、義歯を入れる前後の顔の表情の変化を見ると分かります。

歯をチャンと治してもっとおいしく食べたいという想いも、
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感じます。

『かかりつけ歯科医機能』とは
本当に食べられているか・・・までもフォローする事だと考えます。

新義歯を入れた当日は、
きちんとはめていても、きちんとはめていても、

フォローをして上げないでいると、
折角作った入れ歯も、折角作った入れ歯も、

コップの中に入れっぱなし・・・という事になっています。
日本の在宅介護で、

非常に問題視されるのは、多職種連携がない事に在ると思います。非常に問題視されるのは、多職種連携がない事に在ると思います。
☆【安否確認】同様【お口の不具合】の【巡回口腔健診】が必要だと考えます。





在宅療養支援歯科診療所ＮＥＴ：せ

居宅療養管理指導事業所

歯・口腔機能アセスメント

せたがや登録医



これからの介護社会における地域歯科医による医療活動は、

これまでの訪問歯科診療とは異なって、これまでの訪問歯科診療とは異なって、

ケアマネージャーとの連携が必須とされています。

地域の多職種との連携により、地域の多職種との連携により、

療養者本人とその家族及び介護者を支援する事が、

現場で求めている在宅歯科医療です。現場で求めている在宅歯科医療です。

【在宅・病院・施設での療養生活

ケアマネージャーのケアマネージャーの

主治医の医療情報

療養者のＡＤＬ・ＱＯＬの向上を図る為の療養者のＡＤＬ・ＱＯＬの向上を図る為の

歯科医療活動でなくてはなりません。

通院が訪問に代わっただけの違いではありません。

これからの介護社会における地域歯科医による医療活動は、

これまでの訪問歯科診療とは異なって、これまでの訪問歯科診療とは異なって、

ケアマネージャーとの連携が必須とされています。

地域の多職種との連携により、地域の多職種との連携により、

療養者本人とその家族及び介護者を支援する事が、

現場で求めている在宅歯科医療です。現場で求めている在宅歯科医療です。

在宅・病院・施設での療養生活】は、

ケアマネージャーの生活情報やケアマネージャーの生活情報や

医療情報を得て行われ、

療養者のＡＤＬ・ＱＯＬの向上を図る為の療養者のＡＤＬ・ＱＯＬの向上を図る為の

歯科医療活動でなくてはなりません。

通院が訪問に代わっただけの違いではありません。



. （医社）仁承会二子玉川エンジェル歯科の

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
二子玉川エンジェル歯科のケアマネージャー（男女の歯科医師）が、

【介護への歯科の介入】を視野に入れた支援をします。【介護への歯科の介入】を視野に入れた支援をします。
因みに、退院を控えている方や、

【周術期の受診者【周術期の受診者
【指定居宅介護支援事業所・みなし指定居宅療養管理指導事業所

【在宅療養支援歯科診療所
病院・居宅を訪問し、

訪問歯科診療・口腔健診・アセスメント等を行った上で、
【在宅歯科医療・口腔ケア】を視野に入れた、【在宅歯科医療・口腔ケア】を視野に入れた、

【ケアプラン作成】の情報提供を担当ケアマネに行います。

※ケアマネとして指定の契約をされた場合には、引き続き居宅での療養生活を※ケアマネとして指定の契約をされた場合には、引き続き居宅での療養生活を
他職種と連携したケアマネージメントを行うと共に、

訪問口腔ケアの継続と年1度の【世田谷区の無料訪問口腔健診】を行います。

☆病院（※入･退院後）に介護保険利用をお考えの方
病院・一時帰宅時の【退院時共同指導】とアセスメントが重要です。

（医社）仁承会二子玉川エンジェル歯科の

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
二子玉川エンジェル歯科のケアマネージャー（男女の歯科医師）が、

介護への歯科の介入】を視野に入れた支援をします。介護への歯科の介入】を視野に入れた支援をします。
因みに、退院を控えている方や、

周術期の受診者】に対し、周術期の受診者】に対し、
みなし指定居宅療養管理指導事業所】

在宅療養支援歯科診療所】の機能を発揮する為に、
病院・居宅を訪問し、

訪問歯科診療・口腔健診・アセスメント等を行った上で、
【在宅歯科医療・口腔ケア】を視野に入れた、【在宅歯科医療・口腔ケア】を視野に入れた、

の情報提供を担当ケアマネに行います。

ケアマネとして指定の契約をされた場合には、引き続き居宅での療養生活をケアマネとして指定の契約をされた場合には、引き続き居宅での療養生活を
他職種と連携したケアマネージメントを行うと共に、

度の【世田谷区の無料訪問口腔健診】を行います。

退院後）に介護保険利用をお考えの方には、
病院・一時帰宅時の【退院時共同指導】とアセスメントが重要です。



相談できる内容
①介護保険認定申請の代行

②退院後の在宅生活についての相談

③在宅で生活していて介護が必要になり、今後

④介護保険サービス事業所の紹介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【デンタルアセスメント】による【歯科の介入

⑨ケアマネと連携し、【デイサービス帰路の通院診療

☆歯科・医科の受診／定期健診をケアプラン作成に当
動手段を講じた上で、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他にボランティアにも働きかけます。
☆世田谷区内には【そとでる】以外に送迎・搬送サービスがあります。る

相談できる内容

在宅生活についての相談

生活していて介護が必要になり、今後の利用の相談

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

在宅で介護保険サービスを受ける為のケアプラン作成在宅で介護保険サービスを受ける為のケアプラン作成

住宅改修、福祉用具に関する相談

歯科の介入】など

デイサービス帰路の通院診療】を具現します。

歯科・医科の受診／定期健診をケアプラン作成に当たっ て、移
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他にボランティアにも働きかけます。
以外に送迎・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 
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）

糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害

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



介護保険で求めらている介護保険 求
介護保険でケアマネジャーに求

①いつ・・・・・・・・・・・・・ を受けたら①いつ・・・・・・・・・・・・・ を受けたら

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③誰のために・・・・・・・ 本人と介護者・家族のために

④なんの為に・・・・・・・ 本人が有する能力に応じて自立生活が送れ
るように、るように、

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や家族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、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、事業者と利用に、事業者と利用
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。

いるケアマネジメントとは？ケアマネジメント ？
求めているケアマネジメントとは？

ケアマネジャーが

本人と介護者・家族のために本人と介護者・家族のために

本人が有する能力に応じて自立生活が送れ

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や家族どのようにして・・・・・心身の状況、置かれている環境本人や家族
勘案して、

どうする・・・・・・・・・・利用するサービスの種類・内容を組み立てて、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。に、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。



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。→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。
→利用頻度を検討する。→利用頻度を検討する。
→事業者を選ぶ。
→コスト計算をする。
→実施状況を把握して、→実施状況を把握して、
→その都度見直し、
→これを繰り返す。→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

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。その目標のために有効なサービス内容を検討する。

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

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。



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。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

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

４表：サービス担当者会議（ケアカンファレンス）を開いて、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。

６表：ケアマネジャーがどういう風に動いているか、何を目的に訪問６表：ケアマネジャーがどういう風に動いているか、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）。

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。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、さもなくば、横道にそれてしまう。

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。

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）を開いて、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。

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

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

８表：コスト計算表（サービス利用票別表・提供票別表）。



介護認定調査
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、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

事前に、保険者
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。提出しておかなければなりません。

従って、

☆区の委託事業である☆区の委託事業である
地区のかかりつけ歯科医が行なう
【デンタルアセスメント】によって、【デンタルアセスメント】によって、

歯科が介護保険に参画する機会が広がる・・・と考えています。

介護認定調査
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、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、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、
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。提出しておかなければなりません。

従って、

区の委託事業である『訪問口腔健診』 、区の委託事業である『訪問口腔健診』で、
地区のかかりつけ歯科医が行なう
【デンタルアセスメント】によって、【デンタルアセスメント】によって、

歯科が介護保険に参画する機会が広がる・・・と考えています。★
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事業対象事業対象
世田谷区在住で世田谷区在住で

ウイルス性疾患感染者を除く
在宅障害者在宅障害者

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、
下記の①から④に該当する者下記の①から④に該当する者

①介護保険要介護認定１～５級①介護保険要介護認定１～５級

②身体障害者１、２級

③愛の手帳１、２度

④その他①～③に順ずる者で世田谷区が特に認めた者

事業対象事業対象
世田谷区在住で40歳以上の、世田谷区在住で40歳以上の、

ウイルス性疾患感染者を除く
在宅障害者在宅障害者

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、
下記の①から④に該当する者下記の①から④に該当する者

①介護保険要介護認定１～５級①介護保険要介護認定１～５級

④その他①～③に順ずる者で世田谷区が特に認めた者



 

 

 

 

 
  お口の中の調子が今ひとつよくない、心配だけど何処に頼んだらいいのか分らない。というお悩みをお持ち

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  お口の中の調子が今ひとつよくない、心配だけど何処に頼んだらいいのか分らない。というお悩みをお持ち

の患者・利用者の方々やケアマネージャーの方の悩みを解決するために、（医社）仁承会 二子玉川エンジェ

ル歯科が行なっている指定居宅介護支援事業者として、地域の多職種の方々と歯科医療界とを結ぶネットワ

ークを『在宅療養支援歯科診療所 NET 世田谷』を通して、『地域で取り組む食支援』の為のケアマネージメ

ント・サービスを行なっています。 

歯科医師（※ケアマネ）が居宅を訪問して、お口の状態をチェックし、応急の歯科治療をして、担当ケアマ

ネやかかりつけ歯科医に繋ぎます。 

※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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    まずは、健診希望の旨を下記 

    

 

 

 

 

 

 

 

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 

お口の健康は、心と体の 
健康に 

つながります。 

 

訪問健診のすすめ方 

    ※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。 

●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 

       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。 

    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 

 

 

 

 

 

 

 

●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。 

●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 

ご依頼 

ご連絡 

健診 

 

 

 

 

 

 

 
●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。 

  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 

  

      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。 

      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 

 

 

 

 

 

 

 

    姿勢が矯正 

          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す。 

治療 

 

 

 

 

 

 

  ブラッシング等の口腔ケアを 

指導します。 

 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 

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 

  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。 

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・宅配・タクシー利用の実費をお願いします。 

せた☆世田谷区民に対しては地元歯科医師会の居たく事業の【 世田谷区民に対しては地元歯科医師会の委託事業として、世田谷区・玉川歯

科医師会の登録歯科医院において、【訪問口腔健診】が【訪問歯科診療】を実

施した医療機関で引き続き【訪問口ケア】を実施する事が出来ます。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援専門員としての機能を活かした多職種との連携で、『地域で取り組む食支援』を行ない

ます、在宅療養者の ADL&QOL の向上を『在宅療養支援歯科診療所』の歯科医師として行います。                       

 

 

 

 

 

 

 

 

検 診 まずは、お口の中の健康状態 

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。 

 

 

 

 

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] 

ます、在宅療養者の ADL&QOL の向上を『在宅療養支援歯科診療所』の歯科医師として行います。                       

 

●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。 

 

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 
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 

 

●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。 

●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 
●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。 

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 
     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。 

●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 

   摂食障害が改善 

          されます。 

●口腔ケアによる 

   感染症の予防      口腔ケアをお勧めします。 
     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。 

   感染症の予防 

  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） 

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。 

※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・宅配・タクシー利用の実費をお願いします。  

お問合わせ           TEL/FAX03－3700－8241 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:6:00 



介護現場での『食介護・支援』の意識調査 

食介護・支援に関するアンケート項目 ケアマネージャー回答                                  ホームヘルパー報告 

①食事場面での立ち会い経験はありますか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ①食事場面での立ち会い経験はありますか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

  A)ある    B)時々ある   C)ほとんどない A)     B)      C) a)      b)      c  

②立会い経験で、食介護の対象者は如何でしたか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

A)かなりいる B)いる  C)少しいる  D)ほとんどいない  A)    B)    C)  D） a)    b)    c)  ｄ） 

③対象者の状態は如何でしたか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

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 E)食べるのが遅い F)口が開かない G)食

べこぼす 

Ａ）  Ｂ）  Ｃ）  

D）  E)   F)   G)   

a）  b）  c）  

d）  e)   f)   g) 

④対象者に自信が持てない食事事情は何ですか？  ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

Ａ）むせる方の食事介助Ｂ）食事介助の時間内サービス 

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 

 

Ａ）  Ｂ）  Ｃ）  

D） E)   F)   G)   

 

a）  b）  c）  

d）  e)   f)   g) Ｅ）とろみの付け方 Ｆ）食具の選び方 Ｇ）食事態勢 D） E)   F)   G)   d）  e)   f)   g) 

⑤対象者の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 

E)食べるのが遅い F)口が開かない G)食べこぼす  

Ｈ）椅子（車）とテーブルとの関係 

 

Ａ）  Ｂ）  Ｃ）  D） 

E)   F)   G)   Ｈ）  

 

a）   b）  c）  d）  

e)    f)   g)  ｈ） 

 

⑥対象者の食事介助の困難点は在りましたか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ⑥対象者の食事介助の困難点は在りましたか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

Ａ）よくある  B）ある   C)時々ある   D)殆どない  A)    B)    C)  D） a)    b)    c)    d) 

⑦対象者の調理支援のケアプランを立てましたか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

A)ある     B)時々ある   C)ほとんどない A)     B)      C) ・・・・・・・・・・ 

⑧対象者の食事介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 A)     B)      C) ・・・・・・・・・・ 

⑨対象者の食事介助の困難点は在りましたか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

A)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  D)調理時間がない E)食形態に不安   

F)調理時間が足りない   G)食材を買う店が無い 

 Ａ）  Ｂ）  Ｃ）  

D）  E)   F)   G)   

a）  b）  c）  

d）  e)   f)   g)  

⑩対象者の調理支援の不安点は在りますか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・ a)    b)    c)    d)  ・・・・・・・・・・ a)    b)    c)    d) 

⑪【食支援】【歯科の介入】の対応はどうしていますか？ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

A)ステーションに持ち帰りスタッフ間で相談 

B)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） 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



医院名 郵便番号 住所

1 横田歯科医院 〒156-0054 世田谷区桜丘五丁目

2 近藤歯科医院 〒157-0067 世田谷区喜多見九丁目

3 こはた歯科 〒157-0066 世田谷区成城四丁目

在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所

4 池田歯科医院 〒156-0043 世田谷区松原二丁目

5 サワキ歯科医院 〒157-0067 世田谷区喜多見五丁目

6 加藤歯科東北沢診療所 〒155-0031 世田谷区北沢三丁目

7 オカムラ歯科医院
http://www.okamura-dc.com/index2.htm

〒158-0095 世田谷区瀬田四丁目

在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所

http://www.okamura-dc.com/index2.htm

8 内藤歯科医院 〒157-0071 世田谷区千歳台一丁目

9 清水歯科医院 〒156-0045 世田谷区桜上水五丁目

10 河合歯科クリニック 〒154-0023 世田谷区若林三丁目

11 山田歯科クリニック 〒158-0081 世田谷区深沢五丁目

在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所

12 二子玉川エンジェル歯科

二子玉川エンジェル歯科

〒158-0094 世田谷区玉川四丁目

13 河瀬歯科医院 〒155-0031 世田谷区北沢二丁目

14 石川歯科医院 〒157-0065 世田谷区上祖師谷五丁目

在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所

15 島貫歯科医院 〒158-0096 世田谷区玉川台一丁目

16 押切歯科医院 〒158-0083 世田谷区奥沢四丁目

17 医療法人社団大熊歯科医院 〒158-0094 世田谷区玉川三丁目

18 大島歯科医院 〒158-0083 世田谷区奥沢七丁目

19 石田歯科医院 〒154-0023 世田谷区若林四丁目

在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所
Ｎ
Ｅ
Ｔ

19 石田歯科医院 〒154-0023 世田谷区若林四丁目

20 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

21 伊東歯科医院 〒158-0086 世田谷区尾山台三丁目

22 田中歯科医院 〒154-0014 世田谷区新町二丁目

23 酒井歯科クリニック 〒157-0067 世田谷区喜多見三丁目

Ｎ
Ｅ
Ｔ
せ
た
が
や

23 酒井歯科クリニック 〒157-0067 世田谷区喜多見三丁目

24 川田歯科クリニック 〒158-0093 世田谷区上野毛一丁目

25 はせべ歯科 〒158-0091 世田谷区中町三丁目

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た
が
や

27 二子玉川小児歯科 〒158-0094 世田谷区玉川二丁目

28 山本歯科クリニック 〒158-0082 世田谷区等々力二丁目

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

30 こじま歯科クリニック 〒158-0097 世田谷区用賀二丁目

電話 歯援診 登録番号および所得年月日

世田谷区桜丘五丁目48番10号 03-3427-2255 第200146号平成20年7月1日

世田谷区喜多見九丁目5番17号 03-3489-4351 第200147号 平成20年7月1日

世田谷区成城四丁目19番7号 03-3482-7541 第200148号 平成20年7月1日

世田谷区松原二丁目32番32号 03-3321-2534 第200099号 平成20年6月1日

世田谷区喜多見五丁目22番21 03-3416-6411 第200149号 平成20年7月1日

世田谷区北沢三丁目1番10号ﾆｭｰｱｲﾗﾝﾄﾞ東北沢2階203号 03-3719-3046 第200150号 平成20年7月1日

世田谷区瀬田四丁目15番30号ｽﾎﾟｰﾂｺﾈｸｼｮﾝ別館1階 03-3709-3666 第220013号 平成22年6月1日

世田谷区千歳台一丁目11番3号 03-3484-3711 第200102号 平成20年6月1日

世田谷区桜上水五丁目14番9号コート桜水(175) 03-3329-3490 第200103号 平成20年6月1日

世田谷区若林三丁目18番5号 カリヨネビル2階 03-3795-1114 第200104号 平成20年6月1日

世田谷区深沢五丁目14番15号 03-3703-8080 第210008号 平成21年11月1日

世田谷区玉川四丁目8番4号 深志ビル2階 03-3700-8241 第200105号 平成20年6月1日
http://www.dentalshuttle.com

世田谷区北沢二丁目23番12号 03-3414-4428 第200151号 平成20年6月1日

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 第200106号 平成20年6月1日

世田谷区玉川台一丁目5番11号 03-3700-8008 第220014号 平成22年7月1日

世田谷区奥沢四丁目27番2号 03-3727-6480 第210009号 平成21年11月1日

世田谷区玉川三丁目21番8号 03-3708-4114 第210010号 平成21年11月1日

世田谷区奥沢七丁目47番17号 03-3701-1459 第200231号 平成21年2月1日

世田谷区若林四丁目5番20号 03-3421-8009 第200167号 平成20年8月1日世田谷区若林四丁目5番20号 03-3421-8009 第200167号 平成20年8月1日

世田谷区砧八丁目8番19号 田中ビル1階 03-3749-8811 第200107号 平成20年6月1日

世田谷区尾山台三丁目34番8号 03-3703-8809 第200152号 平成20年7月1日

世田谷区新町二丁目11番8号 03-3420-7521 第210001号 平成21年5月1日

世田谷区喜多見三丁目22番20号 ヒノキビル2階 03-3416-4182 第200108号 平成20年6月1日世田谷区喜多見三丁目22番20号 ヒノキビル2階 03-3416-4182 第200108号 平成20年6月1日

世田谷区上野毛一丁目25番10号 03-3701-0550 第200160号 平成20年7月1日

世田谷区中町三丁目1番22号 タミーズワン１階 03-5706-2500 第200136号 平成20年6月1日

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 第210011号 平成21年11月1日

世田谷区玉川二丁目14番9号 03-5717-3500 第210012号 平成21年11月1日

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 第210013号 平成21年11月1日

世田谷区経堂二丁目6番6号 小松ビル1階 03-3706-3388 第200109号 平成20年6月1日

世田谷区用賀二丁目33番4号 03-3708-0648 第210014号 平成21年11月1日









医療保健福祉関係者への情報提供医療保健福祉関係者への情報提供
。



主治医から得ておきたい医療情報
①病名と全身状況 :   患者家族から聞いた事と違う基①病名と全身状況 :   患者家族から聞いた事と違う基

礎疾患がある事が多くあります。

②今後の見通し ： 進行性の疾患であれば、その進
行度と余命がどの位かは行度と余命がどの位かは

１１１１１１１１１１１１１１１１いて

③投薬内容 : 特に③投薬内容 : 特に
の情報

④取り巻く諸状況 ： 患者・家族の理解度・協力度、④取り巻く諸状況 ： 患者・家族の理解度・協力度、
家族関係、経済状況など。

※これらの情報は事前に得ておく必要がありますが、
１１１ ④については、ケアマネージャーや訪問看師が詳しいので、

1111先ずは、ケアマネージャーに連絡を取る様に1111先ずは、ケアマネージャーに連絡を取る様に
1111職種の方との接点が持ちやすく成

主治医から得ておきたい医療情報
患者家族から聞いた事と違う基患者家族から聞いた事と違う基
礎疾患がある事が多くあります。

進行性の疾患であれば、その進
行度と余命がどの位かは必ず聞行度と余命がどの位かは必ず聞
ておかなればなりません。

特に【口腔乾燥症】【MRSA】など特に【口腔乾燥症】【MRSA】など
の情報

患者・家族の理解度・協力度、患者・家族の理解度・協力度、
家族関係、経済状況など。

得ておく必要がありますが、 １
については、ケアマネージャーや訪問看師が詳しいので、

ジャーに連絡を取る様にすると、その後多ジャーに連絡を取る様にすると、その後多
方との接点が持ちやすく成る事が期待出来ます。



歯科の二次医療機関等
観血処置が必要で二次医療機関に送る場合や、

患者の施設入所等で、
協力歯科医に診察を引き継ぐ場合も考えられ協力歯科医に診察を引き継ぐ場合も考えられ
次の事も留意しておく必要があります。

在宅での観血処置は無理をせず、リスク管理が十分に、在宅での観血処置は無理をせず、リスク管理が十分に、
１１１１１１１１できなければ入院させるのが原則です。

★無責任な紹介入院は患者に不利益をもたらすこともある事を、
１１１１１１１１認識しておかなければなりません。

※良質のケアが提供できる病院であれば、
ショートステイの役割も果たせて、家族にも喜ばれます
ケアがしっかりしていないと、入院期間中に褥瘡ができたり、ケアがしっかりしていないと、入院期間中に褥瘡ができたり、

嚥下食に対応できないため、
食事量が減って栄養状態が悪化したり、食事量が減って栄養状態が悪化したり、

QOLが低下して、退院後に介護負担が増す

歯科の二次医療機関等との連携
観血処置が必要で二次医療機関に送る場合や、

患者の施設入所等で、
協力歯科医に診察を引き継ぐ場合も考えられ、協力歯科医に診察を引き継ぐ場合も考えられ、
次の事も留意しておく必要があります。

在宅での観血処置は無理をせず、リスク管理が十分に、在宅での観血処置は無理をせず、リスク管理が十分に、
できなければ入院させるのが原則です。

無責任な紹介入院は患者に不利益をもたらすこともある事を、
認識しておかなければなりません。

良質のケアが提供できる病院であれば、
ショートステイの役割も果たせて、家族にも喜ばれますが、
ケアがしっかりしていないと、入院期間中に褥瘡ができたり、ケアがしっかりしていないと、入院期間中に褥瘡ができたり、

嚥下食に対応できないため、
食事量が減って栄養状態が悪化したり、食事量が減って栄養状態が悪化したり、

退院後に介護負担が増す場合もあります。



福祉サービス提供者との連携
★福祉サービス提供者との連携において★福祉サービス提供者との連携において

医療機関関係者に対するのと
同様の対応が必要同様の対応が必要

★歯科医院側の方針に対して理解と協力を得たい時は、
まず直接会ってまず直接会って

こちらがどんなことを考え、
どんなことをしようとしているかを、どんなことをしようとしているかを、
説明するのが好ましいと

★互いに〝顔〟つまり相手の
信頼が生まれ、信頼が生まれ、

連携もスムーズに行くのだと・・・考えます。

※在宅患者さんの口腔内を良い状態に保つには、
信頼できる連携相手は多い方が信頼できる連携相手は多い方が

※機会あるごとに自分の歯科医療

福祉サービス提供者との連携
福祉サービス提供者との連携において、福祉サービス提供者との連携において、
医療機関関係者に対するのと
同様の対応が必要です。同様の対応が必要です。

歯科医院側の方針に対して理解と協力を得たい時は、
まず直接会って、まず直接会って、

こちらがどんなことを考え、
どんなことをしようとしているかを、どんなことをしようとしているかを、
説明するのが好ましいと思います。

つまり相手の考えが見えてこそ、
信頼が生まれ、信頼が生まれ、

連携もスムーズに行くのだと・・・考えます。

在宅患者さんの口腔内を良い状態に保つには、
信頼できる連携相手は多い方が好く、それには、信頼できる連携相手は多い方が好く、それには、

機会あるごとに自分の歯科医療姿勢を示す様にして連係します。



世田谷区の『かかりつけ歯科医推進事業』

訪問口腔ケア推進事業訪問口腔ケア推進事業

事業目的事業目的
この事業は、地域に密着した医療施設で
安心した歯科疾患の治療が受けられ、

かつかつ
保健、医療および福祉にわたる包括的サービス

迅速かつ継続的に受けられるシステムの確立を目指した事業です。迅速かつ継続的に受けられるシステムの確立を目指した事業です。

一次医療機関である会員診療所
二次、三次医療機関二次、三次医療機関

相互理解、機能分担、情報提供等
効果的に機能するような連携の強化効果的に機能するような連携の強化

目的にした区の委託事業です。

世田谷区の『かかりつけ歯科医推進事業』

訪問口腔ケア推進事業訪問口腔ケア推進事業

事業目的事業目的
この事業は、地域に密着した医療施設で
安心した歯科疾患の治療が受けられ、

かつかつ
保健、医療および福祉にわたる包括的サービスを

迅速かつ継続的に受けられるシステムの確立を目指した事業です。迅速かつ継続的に受けられるシステムの確立を目指した事業です。

一次医療機関である会員診療所と
二次、三次医療機関との間で、二次、三次医療機関との間で、

相互理解、機能分担、情報提供等が
効果的に機能するような連携の強化をはかることを効果的に機能するような連携の強化をはかることを

にした区の委託事業です。



在宅障害者等かかりつけ歯科医とは在宅障害者等かかりつけ歯科医とは
この事業は、この事業は、

公社）東京都世田谷区歯科医師会および
公社）東京都玉川医師会会員が、公社）東京都玉川医師会会員が、

在宅障害者等かかりつけ歯科医名簿に登録した上で、
在宅障害者等の患家に赴き、

在宅障害者･要介護高齢者訪問ケア口腔事業
および

歯科医療連携推進事業を実施するものです。歯科医療連携推進事業を実施するものです。
在宅障害者等に対する健診、診療および改善指導は

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、
所期の目的を果すためには

同一医療機関により実施されることが必須・・・となっています。
したがって、したがって、

☆在宅障害者等か

在宅障害者等の訪問口腔ケア事業のみ在宅障害者等の訪問口腔ケア事業のみ
実施することはできない・・・とされています。

在宅障害者等かかりつけ歯科医とは在宅障害者等かかりつけ歯科医とは!?!?
この事業は、この事業は、

社）東京都世田谷区歯科医師会および
社）東京都玉川医師会会員が、社）東京都玉川医師会会員が、

在宅障害者等かかりつけ歯科医名簿に登録した上で、
在宅障害者等の患家に赴き、

在宅障害者･要介護高齢者訪問ケア口腔事業
および

歯科医療連携推進事業を実施するものです。歯科医療連携推進事業を実施するものです。
在宅障害者等に対する健診、診療および改善指導は

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、
所期の目的を果すためには

同一医療機関により実施されることが必須・・・となっています。
したがって、したがって、

かかりつけ歯科医は

訪問口腔ケア事業のみ訪問口腔ケア事業のみを

実施することはできない・・・とされています。





調剤薬局の待合室でのポスターの掲示調剤薬局の待合室でのポスターの掲示
歯科には、歯科には、

在宅療養患者の生活の質を上げる為の
摂食機能障害（※よだれ・ムセなど）摂食機能障害（※よだれ・ムセなど）
支援があり、それを知って頂くポスターがあります。

ポスターを配った調剤薬局のポスターを配った調剤薬局の
名前の入った「おくすり手帳」などを

利用する事
より好い地域医療連携より好い地域医療連携

信頼関係の輪が広がる事が期待できます。

躊躇うことなく、先ずは、近所の処方薬局に、
飛び込んでみたいと考えています。飛び込んでみたいと考えています。

『このポスターを待合室に貼らせて頂けませんか
『在宅医療を当院はやってますので、ご案内ください『在宅医療を当院はやってますので、ご案内ください

『訪問歯科治療以外にも、歯科が関係している事を知って頂きたいので、
よろしくお願いします!!』…などとご挨拶に伺う事となると思います。

ここで、歯科と薬局のお付き合いのキッカケが生まれます。ここで、歯科と薬局のお付き合いのキッカケが生まれます。

調剤薬局の待合室でのポスターの掲示調剤薬局の待合室でのポスターの掲示
歯科には、歯科には、

在宅療養患者の生活の質を上げる為の
よだれ・ムセなど）の方に対する、よだれ・ムセなど）の方に対する、

支援があり、それを知って頂くポスターがあります。
ポスターを配った調剤薬局のポスターを配った調剤薬局の

名前の入った「おくすり手帳」などを
事によって、

地域医療連携が生まれ、地域医療連携が生まれ、
広がる事が期待できます。

躊躇うことなく、先ずは、近所の処方薬局に、
飛び込んでみたいと考えています。飛び込んでみたいと考えています。

『このポスターを待合室に貼らせて頂けませんか!?』
『在宅医療を当院はやってますので、ご案内ください!!』『在宅医療を当院はやってますので、ご案内ください!!』

『訪問歯科治療以外にも、歯科が関係している事を知って頂きたいので、
などとご挨拶に伺う事となると思います。

ここで、歯科と薬局のお付き合いのキッカケが生まれます。ここで、歯科と薬局のお付き合いのキッカケが生まれます。



超高齢化時代となった現在、高齢者が安心して食事を楽しみ享受できる事は、ごく
当たり前の生活の営みであり、自分の口から食事を摂る事が出来る事こそ、当たり前の生活の営みであり、自分の口から食事を摂る事が出来る事こそ、
実現』そのモノと言え、『尊厳を守る事ではないでしょうか。

その為には、【在宅療養支援歯科診療所】
医療・口腔ケア】という分野への地域住民の注目となって、医療・口腔ケア】という分野への地域住民の注目となって、
、地域の多職種や在宅療養者から【在宅歯科医療
護社会での歯科医師の日常歯科医療活動が活発になる事に期待が持たれます。

① 【訪問口腔ケア健診（※世田谷区委託事業）

② 【訪問口腔アセスメント（※当事業所推奨）

③ 【訪問歯科診療】のデンタルサポート⇒

④ 【通院介助】【階段昇降機レンタル】により通院歯科診療の啓発

⑤ 【口腔ケア】のデンタルサポート（※口腔ガン検診等と周術期口腔ケア）⑤ 【口腔ケア】のデンタルサポート（※口腔ガン検診等と周術期口腔ケア）

⑥ 【在宅療養支援歯科診療所】への【周術期口腔ケア

【訪問口腔ケアステーション】の開設許可に向けた働きかけ【訪問口腔ケアステーション】の開設許可に向けた働きかけ

⑦ 【摂食・嚥下機能指導】のデンタルケアサポート体制づくり

超高齢化時代となった現在、高齢者が安心して食事を楽しみ享受できる事は、ごく
当たり前の生活の営みであり、自分の口から食事を摂る事が出来る事こそ、『自己当たり前の生活の営みであり、自分の口から食事を摂る事が出来る事こそ、『自己

尊厳を守る事ではないでしょうか。

】の存在の周知徹底こそが、【在宅歯科
という分野への地域住民の注目となって、『生涯健康』に繋げられという分野への地域住民の注目となって、『生涯健康』に繋げられ

在宅歯科医療】のニーズとして顕在化され、介
護社会での歯科医師の日常歯科医療活動が活発になる事に期待が持たれます。

世田谷区委託事業）】の推進⇒

当事業所推奨）】の推進⇒

⇒

により通院歯科診療の啓発⇒

口腔ガン検診等と周術期口腔ケア）口腔ガン検診等と周術期口腔ケア）

周術期口腔ケア】の展開と

の開設許可に向けた働きかけ⇒の開設許可に向けた働きかけ⇒

のデンタルケアサポート体制づくり⇒



可搬型階段昇降機 スカラモービル

ScalamobilScalamobil 介助者ひとりで高
齢化や障害者の
方々を簡単に階

介護レンタル対象品
¥6,000 / 月

方々を簡単に階
段昇降が出来る
様にデザインされ
た秀逸な介助用

けあ

た秀逸な介助用
移動機器です。

けあ

※操作者講習受講者が操作します

介護タクシー介護タクシー



在宅医療・口腔ケアを広めるＮＥＴ

【デンタルサポート:訪問デンタルアセスメント【デンタルサポート:訪問デンタルアセスメント
各自歯科医院は、

【在宅療養歯科・口腔ケアを広めるＮＥＴ（【在宅療養歯科・口腔ケアを広めるＮＥＴ（
『在宅主治歯科医を持つけるサイト

【医療介護プラットフォーム（
同類サイトと連携した各機能を共有出来る環境を提供しています。同類サイトと連携した各機能を共有出来る環境を提供しています。
この地区において、【訪問口腔ケア健診
【訪問口腔健診・訪問口腔ケア・訪問【訪問口腔健診・訪問口腔ケア・訪問

歯科衛生
お口のお手入れ方法や義歯の使用方法などについてお口のお手入れ方法や義歯の使用方法などについて

摂食・嚥下障害
【在宅医療・口腔ケアを広めるＮＥＴ：訪問デンタルアセスメント
以下の実施手順で【専門的な支援以下の実施手順で【専門的な支援

当院は【居宅介護支援事業所】でもあ
医療介護両面で、医療介護両面で、

（※） お申し込み頂きますと、以下の手順で進めて参ります

在宅医療・口腔ケアを広めるＮＥＴ

訪問デンタルアセスメント】訪問デンタルアセスメント】
各自歯科医院は、

在宅療養歯科・口腔ケアを広めるＮＥＴ（※広めるNET)】、在宅療養歯科・口腔ケアを広めるＮＥＴ（※広めるNET)】、
在宅主治歯科医を持つけるサイト』が用意する

医療介護プラットフォーム（※独自ツール）】を使用し、
同類サイトと連携した各機能を共有出来る環境を提供しています。同類サイトと連携した各機能を共有出来る環境を提供しています。

訪問口腔ケア健診（世田谷区の委託事業）】を、
訪問口腔健診・訪問口腔ケア・訪問定期健診】にまで高め、訪問口腔健診・訪問口腔ケア・訪問定期健診】にまで高め、

歯科衛生士が、
お口のお手入れ方法や義歯の使用方法などについてや、お口のお手入れ方法や義歯の使用方法などについてや、

嚥下障害関連の情報を、
在宅医療・口腔ケアを広めるＮＥＴ：訪問デンタルアセスメント】を、

専門的な支援者】として行って頂きます。専門的な支援者】として行って頂きます。

【居宅介護支援事業所】でもある事から
医療介護両面で、医療介護両面で、

ますと、以下の手順で進めて参ります。



①受付 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、

居宅・病院・施設を訪問して担当ケアマネ同行居宅・病院・施設を訪問して担当ケアマネ同行

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
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。
人員は当面は歯科医師・歯科衛生士２名１チーム人員は当面は歯科医師・歯科衛生士２名１チーム

③初回訪問
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

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、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のごのご用意用意を頂きますを頂きます。。
担当されているケアマネージャーと連携して、

担当ケアマネ同行で行います。担当ケアマネ同行で行います。

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（※応急処置対応の為）。
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。
人員は当面は歯科医師・歯科衛生士２名１チーム(※)で訪問します。人員は当面は歯科医師・歯科衛生士２名１チーム(※)で訪問します。

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、
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、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、
全員参加のもとで症例検討会（カンファレンス）を行い、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、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※かかりつけ歯科医院の外来で受診して頂くか、歯科

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に
は当事業所（※歯科医師会が勧める歯科医院）

⑥口腔ケアプラン策定
事前アセスメントの結果から口腔ケアプランを策定
クライアントを担当するケアマネージャーに情報提供クライアントを担当するケアマネージャーに情報提供
ケアプランに平行して、【デンタルケアプラン】を提案

☆ケアカンファレンスは夫々の立場の方
利用者および家族を交えられる場所（※利用者および家族を交えられる場所（※
行なう様に心がけて、速やかな対応に努

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。
歯科各症例毎にアセスメント・事前評価などを行い、
全員参加のもとで症例検討会（カンファレンス）を行い、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。

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、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、歯科訪問診療の依頼書を発行します。かかりつけ歯科医院の外来で受診して頂くか、歯科訪問診療の依頼書を発行します。

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に
歯科医師会が勧める歯科医院）が歯科訪問診療に応じます。

策定して、
情報提供を行って、情報提供を行って、
提案をします。

立場の方の負担を軽減する様に、
※病院・施設・居宅）で、※病院・施設・居宅）で、
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
を頂きます。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
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※寝たきりの方はやや起きた体勢、或いは、車いすのまま

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円咀嚼嚥下障害のある方については５２０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。

（※世田谷区の委託事業＝在宅療養者訪問口腔ケアとの兼ね合い）

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。

⑦利用者および家族への説明と同意
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同意を得て、同意書の署名

【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、訪問による口腔ケアを

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

料金の目安は１割の場合では３５０円～１４００円
５２０円～２０６０円、５２０円～２０６０円、

施設入所者は全て医療保険となります。※区との交渉項目
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。

世田谷区の委託事業＝在宅療養者訪問口腔ケアとの兼ね合い）※区との交渉項目

(口腔ケアプランにしたがって利用者の希望と当院(※担当歯科医院）スタッフ間の

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



☆歯科通院が可能な段階で、それまで
に治療を受けたところを含めて、予測さ
れる歯科医療ニーズを取り除く為にも順れる歯科医療ニーズを取り除く為にも順
次口腔を改善し、将来の【口腔機能の
保持・増進・向上】と個々の患者さんの【
在宅診療】のニーズを減らす事に繋がり在宅診療】のニーズを減らす事に繋がり
ます。

☆今後、予測される在宅療養者の増加☆今後、予測される在宅療養者の増加
に伴い、歯科需要の増加も視野に入れ
ておかなければなりません。

☆歯科訪問診療や訪問口腔ケアに関し
てサポートする事を約束いたしますが，
その為には、担当のケアマネさんからごその為には、担当のケアマネさんからご
依頼頂き、 （※状況によっては医療・介
護保険適応とならないケースになります
ので、予めご相談ください）。
口腔ケアアセスメントを取らせて頂く事
になります。

☆歯科訪問診療に関しては【かかりつ
け歯科医】の受託医師を確認しておい
て下さい。



アセスメントと通院介助
アセスメントを行わなくては、通院介助の算定は出来ません。アセスメントを行わなくては、通院介助の算定は出来ません。

• 通院の車中の時間は、アセスメントによっては、算定できません。

• 院内介助は、病院側の管理であり、院内介助を行う場合は、病院の確認書
が必要です。

• 院内介助は、病院側の管理であり、院内介助を行う場合は、病院の確認書
が必要です。

診察時間は、算定は出来ず、通院介助の時間から差し引いて計算されます
。

•• 院内介助の内、待機時間は、アセスメントの内容によっては
せん。

• 通院介助は、道路運送法の許可・通院等乗降介助の登録・持込車の許可・
料金の 認定を行い、運転手の運行管理規定を守り、車両整備規定を守り、料金の 認定を行い、運転手の運行管理規定を守り、車両整備規定を守り、
利用者のアセスメントを行い、違法行為のない安全な通院の介助をすること
が必要です。

通院介助については、前前介助・前介助・乗車介助・移送・降車介助・院内
介助・待機時間・診察時間・前介助・乗車介助・移送・降車介助・後介助・後
々介助の全ての時間を記録して、不正請求のない管理が必要とされます。々介助の全ての時間を記録して、不正請求のない管理が必要とされます。

アセスメントと通院介助
アセスメントを行わなくては、通院介助の算定は出来ません。アセスメントを行わなくては、通院介助の算定は出来ません。
通院の車中の時間は、アセスメントによっては、算定できません。

院内介助は、病院側の管理であり、院内介助を行う場合は、病院の確認書院内介助は、病院側の管理であり、院内介助を行う場合は、病院の確認書

診察時間は、算定は出来ず、通院介助の時間から差し引いて計算されます

アセスメントの内容によっては、算定は出来ま

通院介助は、道路運送法の許可・通院等乗降介助の登録・持込車の許可・
認定を行い、運転手の運行管理規定を守り、車両整備規定を守り、認定を行い、運転手の運行管理規定を守り、車両整備規定を守り、

利用者のアセスメントを行い、違法行為のない安全な通院の介助をすること

通院介助については、前前介助・前介助・乗車介助・移送・降車介助・院内
介助・待機時間・診察時間・前介助・乗車介助・移送・降車介助・後介助・後
々介助の全ての時間を記録して、不正請求のない管理が必要とされます。々介助の全ての時間を記録して、不正請求のない管理が必要とされます。



高齢者の介護保険利用における、
通院介助

• 2004年１0月から、支援費制度の通院介助に新たな給付• 2004年１0月から、支援費制度の通院介助に新たな給付
が加えられました。

• サービス提供責任者は、この多様な通院形態について、
それぞれの法の規定と道路運送法の知識を持ち、正確な
サービスの提供が必要とされます。

• 介護保険制度では、歯科医院はみなし居宅療養管理指• 介護保険制度では、歯科医院はみなし居宅療養管理指
導事業者としての指定を受けていますので、
介助についての認識もしておいた方が良いと思います。介助についての認識もしておいた方が良いと思います。

• 『歯科通院介助』をケアプランに入れる事で、歯科医療提• 『歯科通院介助』をケアプランに入れる事で、歯科医療提
供の機会が必ず広がると思います。

高齢者の介護保険利用における、
通院介助

月から、支援費制度の通院介助に新たな給付月から、支援費制度の通院介助に新たな給付

サービス提供責任者は、この多様な通院形態について、
それぞれの法の規定と道路運送法の知識を持ち、正確な
サービスの提供が必要とされます。

介護保険制度では、歯科医院はみなし居宅療養管理指介護保険制度では、歯科医院はみなし居宅療養管理指
導事業者としての指定を受けていますので、通院等乗降
介助についての認識もしておいた方が良いと思います。介助についての認識もしておいた方が良いと思います。

『歯科通院介助』をケアプランに入れる事で、歯科医療提『歯科通院介助』をケアプランに入れる事で、歯科医療提
供の機会が必ず広がると思います。



道路運送法と介護保険による通院介助
道路運送法の許可のない事業者

• ① 従来型 ヘルパーが公共交通機関を使って行う
• ２ 二人対応 ヘルパーの一人はボランティアの運転手とする• ２ 二人対応 ヘルパーの一人はボランティアの運転手とする
• ３ 通院等乗降介助 ヘルパーがボランティア運転手を兼務する
• ４ ボランティア団体利用 許可のないボランティア団体を利用する
• ⑤家族移送 家族の提供する車での通院介助• ⑤家族移送 家族の提供する車での通院介助

道路運送法の許可のある事業者
• ６ 介護輸送サービス二人対応 ヘルパーの一人はタクシー運転手
• ７ 介護輸送サービス一人対応 ヘルパーがタクシー運転手を兼務する• ７ 介護輸送サービス一人対応 ヘルパーがタクシー運転手を兼務する
• ８ ケア輸送サービス タクシー業務ヘルパーの資格必要なし
• ⑨有償運送サービス団体利用 ４条・８０条許可の団体を利用する。

※２・３・４は、１８年３月３１日までの限定です。

※ 許可のない事業者は、これ以降１・５・９以外に利用ができなくな
ります。

と介護保険による通院介助
道路運送法の許可のない事業者

ヘルパーが公共交通機関を使って行う
ヘルパーの一人はボランティアの運転手とするヘルパーの一人はボランティアの運転手とする
ヘルパーがボランティア運転手を兼務する
許可のないボランティア団体を利用する
家族の提供する車での通院介助家族の提供する車での通院介助

道路運送法の許可のある事業者
ヘルパーの一人はタクシー運転手
ヘルパーがタクシー運転手を兼務するヘルパーがタクシー運転手を兼務する

タクシー業務ヘルパーの資格必要なし
４条・８０条許可の団体を利用する。

２・３・４は、１８年３月３１日までの限定です。

許可のない事業者は、これ以降１・５・９以外に利用ができなくな



利用できる外出先利用できない外出先
利用できるのは・・･介護保険で

要介護認定区分が「要介護要介護認定区分が「要介護

要支援又は自立の方は利用できません。

利用できる外出先利用できない外出先利用できる外出先利用できない外出先
• 継続的な治療のための病院への通院
• 買い物，預金の引き降ろし，旅行など• 買い物，預金の引き降ろし，旅行など
• 趣味趣向に関わる外出，地域での行事や交流会などへの参加には
利用できません。詳しくは担当のケアマネージャーにご相談ください利用できません。詳しくは担当のケアマネージャーにご相談ください
。

◎介護保険の通院等乗降介助は「訪問介護（ホームヘルプサービス）
」です，通常のタクシー料金に補助を行うものではありません。」です，通常のタクシー料金に補助を行うものではありません。

利用できない外出先
利用できるのは・・･介護保険で

要介護認定区分が「要介護1～5」の方で、要介護認定区分が「要介護1～5」の方で、
要支援又は自立の方は利用できません。

利用できない外出先利用できない外出先
継続的な治療のための病院への通院お見舞い，理美容，お墓参り

買い物，預金の引き降ろし，旅行など買い物，預金の引き降ろし，旅行など

趣味趣向に関わる外出，地域での行事や交流会などへの参加には
利用できません。詳しくは担当のケアマネージャーにご相談ください利用できません。詳しくは担当のケアマネージャーにご相談ください

◎介護保険の通院等乗降介助は「訪問介護（ホームヘルプサービス）
」です，通常のタクシー料金に補助を行うものではありません。」です，通常のタクシー料金に補助を行うものではありません。



因みに通院等のための通院等乗降介助
• 外出介助とは・・・通院等のため，ホームヘルパー（訪• 外出介助とは・・・通院等のため，ホームヘルパー（訪
問介護員等）が自らの運転する車両への乗車又は降
車の介助を行うとともに，乗車前若しくは降車後の屋車の介助を行うとともに，乗車前若しくは降車後の屋
内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出
先での受診等の介助を行うことです。先での受診等の介助を行うことです。

《通院等乗降介助の内容》

• ①外出準備（着替え，整容，持ち物確認）• ①外出準備（着替え，整容，持ち物確認）
• ②車両までの移動介助（歩行や車椅子の介助）
• ③乗車の介助• ③乗車の介助
• ④降車の介助
• ⑤病院内への移動介助（歩行や車椅子の介助）
• ⑥受診等の介助（診療受付など）•

通院等のための通院等乗降介助とは

外出介助とは・・・通院等のため，ホームヘルパー（訪外出介助とは・・・通院等のため，ホームヘルパー（訪
問介護員等）が自らの運転する車両への乗車又は降
車の介助を行うとともに，乗車前若しくは降車後の屋車の介助を行うとともに，乗車前若しくは降車後の屋
内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出
先での受診等の介助を行うことです。先での受診等の介助を行うことです。

《通院等乗降介助の内容》

①外出準備（着替え，整容，持ち物確認）①外出準備（着替え，整容，持ち物確認）

②車両までの移動介助（歩行や車椅子の介助）

⑤病院内への移動介助（歩行や車椅子の介助）

⑥受診等の介助（診療受付など）



《外来歯科との連携システム》《外来歯科との連携システム》
①ICU 入室予定の方、
②免疫抑制が予想される方、
③がん治療予定の方、③がん治療予定の方、

※術前から地域歯科医での【口腔ケア】の指導が、
効果的になる事が期待できる対象者となります。効果的になる事が期待できる対象者となります。

《入院前後口腔ケア連携》
①病院外来⇒入院説明⇒入院中病棟①病院外来⇒入院説明⇒入院中病棟
②外来看護師/医師や病棟看護師
③病院入院後の退院前口腔ケア資料の配布③病院入院後の退院前口腔ケア資料の配布
④術前のﾌﾟﾗｰｸﾌﾘｰ後口腔ケア資料の配布
⑤地域口腔外科観血処置の連携⑤地域口腔外科観血処置の連携
⑥地域口腔管理歯科口腔クリーニング

病院外来医師・看護師よりリーフレット・配布物病院外来医師・看護師よりリーフレット・配布物
⇒患者さんの口腔管理開始。

《外来歯科との連携システム》《外来歯科との連携システム》

術前から地域歯科医での【口腔ケア】の指導が、
効果的になる事が期待できる対象者となります。効果的になる事が期待できる対象者となります。

《入院前後口腔ケア連携》
入院中病棟⇒退院説明入院中病棟⇒退院説明

医師や病棟看護師/医師よる資料の配布
③病院入院後の退院前口腔ケア資料の配布③病院入院後の退院前口腔ケア資料の配布
④術前のﾌﾟﾗｰｸﾌﾘｰ後口腔ケア資料の配布
⑤地域口腔外科観血処置の連携⑤地域口腔外科観血処置の連携

クリーニング

病院外来医師・看護師よりリーフレット・配布物病院外来医師・看護師よりリーフレット・配布物
患者さんの口腔管理開始。



２４年度医療介護保険同時改訂以降の在宅歯科医療

� 『介護社会における歯科の役割

①食介護負担軽減

②口腔感染症予防

③低栄養対策

が挙げられますが、今改定では病院との連携強化として

術期医療体制】と【地域包括支援体制
１１ました。

� 従来からの医療保険の【医学管理
理指導】に【地域包括医療支援体制理指導】に【地域包括医療支援体制
充実整備されました。

� 従来の歯科単独による訪問歯科診療で事足れりとはせず� 従来の歯科単独による訪問歯科診療で事足れりとはせず
今後は【在宅歯科医療・口腔ケア
科医療】をも視野に入れた医療療養効果を上げ、ＡＤＬ＆ＱＯＬ科医療】をも視野に入れた医療療養効果を上げ、ＡＤＬ＆ＱＯＬ
の向上と介護負担の軽減を図る事が求められ来ています。

２４年度医療介護保険同時改訂以降の在宅歯科医療

介護社会における歯科の役割』は、

が挙げられますが、今改定では病院との連携強化として【周

地域包括支援体制】が加えられ、整備され

医学管理】と介護保険の【居宅療養管
地域包括医療支援体制】が加えられ、管理体制が地域包括医療支援体制】が加えられ、管理体制が

従来の歯科単独による訪問歯科診療で事足れりとはせずに、従来の歯科単独による訪問歯科診療で事足れりとはせずに、
在宅歯科医療・口腔ケア】の体制を整え、【周術期歯
視野に入れた医療療養効果を上げ、ＡＤＬ＆ＱＯＬ視野に入れた医療療養効果を上げ、ＡＤＬ＆ＱＯＬ

の向上と介護負担の軽減を図る事が求められ来ています。



【マイケアプランの手順
☆準備(マイケアプラン宣言) ☆準備(マイケアプラン宣言) 
区・市町村に自己作成の旨を伝え提出用紙を入手する。
※計算は専門的ですが、最寄りの地域包括支援センターの※計算は専門的ですが、最寄りの地域包括支援センターの

ケアマネージャーに教えてもらうことができます。
※東京都では区役所・支所職員の支援が受けられますので、

窓口で相談してみるとよろしいでしょう。
☆区・市町村への提出(役所の支援で意外にカンタン
東京都では、提出用紙を確認の後、必要な４つの正式書類を東京都では、提出用紙を確認の後、必要な４つの正式書類を
直ちにコンピューターで作成・交付してくれます。
自分で予定したサービスの内容のメモを持参し、正式書類に自分で予定したサービスの内容のメモを持参し、正式書類に
作成してもらうこともできます（※要サービス提供者との確認）。

所定の用紙の提出（※慣れれば月１回、提出に行くだけ）し、
利用実績を記入し、翌月の計画書の提出が必要になります。

月末のサービス利用を終え、翌月のサービス利用が始まるまで
(東京都の場合は毎月５日まで)に一緒に提出すれば、窓口への届け出が一(東京都の場合は毎月５日まで)に一緒に提出すれば、窓口への届け出が一
度で済み、提出後に変更があれば「サービス利用票」を再作成して届けます

手順（世田谷区の場合）】

区・市町村に自己作成の旨を伝え提出用紙を入手する。
計算は専門的ですが、最寄りの地域包括支援センターの計算は専門的ですが、最寄りの地域包括支援センターの

ケアマネージャーに教えてもらうことができます。
東京都では区役所・支所職員の支援が受けられますので、

窓口で相談してみるとよろしいでしょう。
役所の支援で意外にカンタン) 

東京都では、提出用紙を確認の後、必要な４つの正式書類を東京都では、提出用紙を確認の後、必要な４つの正式書類を
直ちにコンピューターで作成・交付してくれます。
自分で予定したサービスの内容のメモを持参し、正式書類に自分で予定したサービスの内容のメモを持参し、正式書類に

要サービス提供者との確認）。

慣れれば月１回、提出に行くだけ）し、
利用実績を記入し、翌月の計画書の提出が必要になります。

月末のサービス利用を終え、翌月のサービス利用が始まるまで
に一緒に提出すれば、窓口への届け出が一に一緒に提出すれば、窓口への届け出が一

度で済み、提出後に変更があれば「サービス利用票」を再作成して届けます。



●当院の依頼の殆どが、かかりつけ患者からの直接の要請で●当院の依頼の殆どが、かかりつけ患者からの直接の要請で
●ケアマネさんからの依頼例は、終末期を迎えていたり、将来

的に摂食･嚥下障害が懸念されるケースで、それらは継続的な的に摂食･嚥下障害が懸念されるケースで、それらは継続的な
対応は医療に委ねられて入院されるケースが多く、その後は在
宅歯科医としての連携は途絶えがちです。

●治療の内容から見ると、その多くが多数歯に亘る治療を要す
る事例が多く、そのメインは広範囲の虫歯や歯周病の治療など
発病以前からの症例が殆どですが、口腔ケアや介護食の相談を
受ける例や【口腔機能向上】の為の訓練の要望もあります。
【在宅療養支援歯科診療所】となってからの体験は皆無です。【在宅療養支援歯科診療所】となってからの体験は皆無です。

●当院の掲げる【在宅歯科医療・口腔ケア】の推進は、先ず、
他職種のケアマネジャーさんに【訪問口腔健診他職種のケアマネジャーさんに【訪問口腔健診
【訪問歯科診療】【訪問口腔ケア
は保たれるのだと言う事を啓発して頂く事だと思っています。は保たれるのだと言う事を啓発して頂く事だと思っています。

※デイ利用者の《歯科医院立ち寄り歯科受診のプラン

●当院の依頼の殆どが、かかりつけ患者からの直接の要請で●当院の依頼の殆どが、かかりつけ患者からの直接の要請で
●ケアマネさんからの依頼例は、終末期を迎えていたり、将来

的に摂食･嚥下障害が懸念されるケースで、それらは継続的な的に摂食･嚥下障害が懸念されるケースで、それらは継続的な
対応は医療に委ねられて入院されるケースが多く、その後は在
宅歯科医としての連携は途絶えがちです。

●治療の内容から見ると、その多くが多数歯に亘る治療を要す
事例が多く、そのメインは広範囲の虫歯や歯周病の治療など

発病以前からの症例が殆どですが、口腔ケアや介護食の相談を
受ける例や【口腔機能向上】の為の訓練の要望もあります。
【在宅療養支援歯科診療所】となってからの体験は皆無です。【在宅療養支援歯科診療所】となってからの体験は皆無です。

●当院の掲げる【在宅歯科医療・口腔ケア】の推進は、先ず、
他職種のケアマネジャーさんに【訪問口腔健診】から始め、他職種のケアマネジャーさんに【訪問口腔健診】から始め、

訪問口腔ケア】に繋げる事で【口腔保健】
は保たれるのだと言う事を啓発して頂く事だと思っています。は保たれるのだと言う事を啓発して頂く事だと思っています。

歯科医院立ち寄り歯科受診のプラン》の実現‼



●歯科訪問診療には専用機材が必要になる事もありますが、当
院では、宅急便などで運び込む事もあります。

●ポータブルユニット・治療椅子・照明器具付切削機を用いる
他、ポータブルレザー治療器や高周波治療器で短時日治療を

心がけ、患者さんの負担を軽減させています。心がけ、患者さんの負担を軽減させています。

●デイケアの帰路に自院に途中下車（
せて、レントゲン（※口外法）全顎撮影の対応もあります。

●インプラント患者さんに対し、ゴムチップのスケーラー（●インプラント患者さんに対し、ゴムチップのスケーラー（
薬液・生食液のタンク使用）をバキュームで対応します。

今後、後遺症による片麻痺の患者さんやインプラント患者さ今後、後遺症による片麻痺の患者さんやインプラント患者さ
んの医療情報や居宅・施設のケアマネさんからの生活情報の
入手が望まれます。入退院の繰り返しや退院後に直接施設
に入居するケースでは、それ迄の在宅歯科医との断絶となる

事は、地域包括サービスにおいて重大課題であると感じます。

●歯科訪問診療には専用機材が必要になる事もありますが、当
院では、宅急便などで運び込む事もあります。

●ポータブルユニット・治療椅子・照明器具付切削機を用いる
他、ポータブルレザー治療器や高周波治療器で短時日治療を

心がけ、患者さんの負担を軽減させています。心がけ、患者さんの負担を軽減させています。

●デイケアの帰路に自院に途中下車（※ケアマネとの連携）さ
口外法）全顎撮影の対応もあります。

●インプラント患者さんに対し、ゴムチップのスケーラー（※●インプラント患者さんに対し、ゴムチップのスケーラー（※
薬液・生食液のタンク使用）をバキュームで対応します。

今後、後遺症による片麻痺の患者さんやインプラント患者さ今後、後遺症による片麻痺の患者さんやインプラント患者さ
医療情報や居宅・施設のケアマネさんからの生活情報の

入手が望まれます。入退院の繰り返しや退院後に直接施設
に入居するケースでは、それ迄の在宅歯科医との断絶となる

事は、地域包括サービスにおいて重大課題であると感じます。



当院では午後6時過ぎの夕食事時に訪問して、当院では午後6時過ぎの夕食事時に訪問して、
診察後に食事し
その次に計画的に行う事が、

在宅療養支援としての歯科治療になります。
【歯科訪問診療】は【口腔機能管理】の一歩に過ぎず、
計画的な診療計画に基づく歯科医療としていますが、計画的な診療計画に基づく歯科医療としていますが、

積極的に行なうには、【口腔ケア】は不可欠です。
しかし、多くの場合、しかし、多くの場合、

緊急性のある歯科治療の要請が殆どで、
その部位のみの応需で、その部位のみの応需で、

『事足れリ・・・
日頃の口腔環境は省みられず、断続的な治療が繰り返えされ、

【口腔ケア】は『たかが歯磨き
『居宅療養管理指導』の意義が理解されず拒否されています。
処が【口腔健診・デンタルアセスメント】で明らかにされれば、処が【口腔健診・デンタルアセスメント】で明らかにされれば、
☆【居宅療養管理指導】に対する理解が得られると思います

時過ぎの夕食事時に訪問して、時過ぎの夕食事時に訪問して、
をしています。

その次に計画的に行う事が、
在宅療養支援としての歯科治療になります。

【歯科訪問診療】は【口腔機能管理】の一歩に過ぎず、
計画的な診療計画に基づく歯科医療としていますが、計画的な診療計画に基づく歯科医療としていますが、

積極的に行なうには、【口腔ケア】は不可欠です。
しかし、多くの場合、しかし、多くの場合、

緊急性のある歯科治療の要請が殆どで、
その部位のみの応需で、その部位のみの応需で、

リ・・・!!』とされ、
日頃の口腔環境は省みられず、断続的な治療が繰り返えされ、

【口腔ケア】は『たかが歯磨き!!』とされがちです。
『居宅療養管理指導』の意義が理解されず拒否されています。
処が【口腔健診・デンタルアセスメント】で明らかにされれば、処が【口腔健診・デンタルアセスメント】で明らかにされれば、
☆【居宅療養管理指導】に対する理解が得られると思います!!



因みに、注目証言①

地域連携できる介護事業所や医療機関の質地域連携できる介護事業所や医療機関の質

2007年12月に行われた高齢者住宅フェアーのセミナー
高齢者専用賃貸住宅をテーマとしたものが大変盛況で、高齢者専用賃貸住宅をテーマとしたものが大変盛況で、
その中で多くの講師が口を揃えて言っていた事に、
『成功する高齢者専用賃貸住宅『成功する高齢者専用賃貸住宅

ハード面ばかりではなく、
地域連携のできる介護事業所地域連携のできる介護事業所

入居者の満足度に大きくか
という指摘がありました

『訪問歯科に関しては、【くちコミ】で評判の良いところを探すのもひとつ
だが、その評判の良いところは往診の予約が詰だが、その評判の良いところは往診の予約が詰
頼には、 対応できない場合が殆どで・・・。としている事から、

☆☆協力歯科医院は協力歯科医院は11軒ではなく、２軒以上の歯科医院と繋がっている軒ではなく、２軒以上の歯科医院と繋がっている☆☆協力歯科医院は協力歯科医院は11軒ではなく、２軒以上の歯科医院と繋がっている軒ではなく、２軒以上の歯科医院と繋がっている
事が好ましい・・・』事が好ましい・・・』⇔⇔歯科医師会の介入もありえる歯科医師会の介入もありえる

地域連携できる介護事業所や医療機関の質!?地域連携できる介護事業所や医療機関の質!?

高齢者住宅フェアーのセミナーでは、
高齢者専用賃貸住宅をテーマとしたものが大変盛況で、高齢者専用賃貸住宅をテーマとしたものが大変盛況で、
その中で多くの講師が口を揃えて言っていた事に、

高齢者専用賃貸住宅の運営は、高齢者専用賃貸住宅の運営は、
ハード面ばかりではなく、

介護事業所や医療機関の質が介護事業所や医療機関の質が
に大きくか関わる』
がありました。

『訪問歯科に関しては、【くちコミ】で評判の良いところを探すのもひとつ
だが、その評判の良いところは往診の予約が詰 まっていて、急な依だが、その評判の良いところは往診の予約が詰 まっていて、急な依

対応できない場合が殆どで・・・。としている事から、
軒ではなく、２軒以上の歯科医院と繋がっている軒ではなく、２軒以上の歯科医院と繋がっている軒ではなく、２軒以上の歯科医院と繋がっている軒ではなく、２軒以上の歯科医院と繋がっている

歯科医師会の介入もありえる歯科医師会の介入もありえる!?!?



証 言③ 【協力歯科医院を決めるポイント

『「うちの協力歯科は○○歯科ですから他の歯医者さんには来てもらえません『「うちの協力歯科は○○歯科ですから他の歯医者さんには来てもらえません
という事では、困りますし、

急な痛みにすぐに対応して
患者さん側にとっては大きな不満のタネになってしまいます。患者さん側にとっては大きな不満のタネになってしまいます。

そこで、２つの協力歯科医を決めておく事が必要だと指摘しています。

メインの協力歯科を決める際のポイントメインの協力歯科を決める際のポイント
入所者や介護職員向けの口腔ケア勉強会や、

入所者向けの定期的な口腔検診をおこなって呉れる所が好いとされています。入所者向けの定期的な口腔検診をおこなって呉れる所が好いとされています。
※訪問歯科を依頼する患者さんは、日常的な口腔ケアがおろそかになっている
とが多いため、治療を受けてもその後の口腔ケアが
います。います。

※歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケアと、患者本人のセルフケアに
加えて、介護者による介護者口腔ケアがしっかりと連動しないと、あまり効果的とは加えて、介護者による介護者口腔ケアがしっかりと連動しないと、あまり効果的とは
言えません。従って、入所者の定期的口腔健診と口腔ケアの勉強会は不可欠です。

メインの協力歯科は単に訪問診療をお行うだけではなく、入所者の健康管理や介護メインの協力歯科は単に訪問診療をお行うだけではなく、入所者の健康管理や介護
スタッフへの助言を積極的に行ってくれる歯科医院を選ぶ事が重要でとしています。

協力歯科医院を決めるポイント】

歯科ですから他の歯医者さんには来てもらえません歯科ですから他の歯医者さんには来てもらえません
という事では、困りますし、

急な痛みにすぐに対応して貰えないのでは、
大きな不満のタネになってしまいます。』大きな不満のタネになってしまいます。』

協力歯科医を決めておく事が必要だと指摘しています。

メインの協力歯科を決める際のポイントメインの協力歯科を決める際のポイント
入所者や介護職員向けの口腔ケア勉強会や、

入所者向けの定期的な口腔検診をおこなって呉れる所が好いとされています。入所者向けの定期的な口腔検診をおこなって呉れる所が好いとされています。
訪問歯科を依頼する患者さんは、日常的な口腔ケアがおろそかになっている こ

治療を受けてもその後の口腔ケアが出来ていなと、すぐに悪 くなってしま

歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケアと、患者本人のセルフケアに
加えて、介護者による介護者口腔ケアがしっかりと連動しないと、あまり効果的とは加えて、介護者による介護者口腔ケアがしっかりと連動しないと、あまり効果的とは
言えません。従って、入所者の定期的口腔健診と口腔ケアの勉強会は不可欠です。

メインの協力歯科は単に訪問診療をお行うだけではなく、入所者の健康管理や介護メインの協力歯科は単に訪問診療をお行うだけではなく、入所者の健康管理や介護
スタッフへの助言を積極的に行ってくれる歯科医院を選ぶ事が重要でとしています。


