
＝世田谷区受託事業:『訪問口腔ケア健診事業

2014年4月の医療保険改定では、2014年4月の医療保険改定では、
【在宅かかりつけ医】と【在宅かかりつけ歯科医

『かかりつけ主治医機能』等に評価が加えられました。
それと同jに、地域における医療介護福祉連携も推進させようとしています。それと同jに、地域における医療介護福祉連携も推進させようとしています。

そうした事からも地域歯科医を【在宅医療
ところが、【担当ケアマネ
安易な接点が無い事に問題があります。安易な接点が無い事に問題があります。

在宅療養者に【歯科介入】の機会をより多く与える為には、
【かかりつけ医】【かかりつけ歯科医】

そこで、【歯科と他の社会資源情報
共有出来る《場》を提供する事が当サイトの作製意図です。

ケアマネに【食事環境のアンケートケアマネに【食事環境のアンケート

【在宅療養支援診療所】【在宅療養支援歯科診療所
及び【居宅介護支援事業所】【訪問・通所サービス提供者

歯科を廻る多職種連携がインターネット上の
活用して頂ければ…

訪問口腔ケア健診事業』の促進策＝

月の医療保険改定では、月の医療保険改定では、
在宅かかりつけ歯科医】との連携や、

等に評価が加えられました。
に、地域における医療介護福祉連携も推進させようとしています。に、地域における医療介護福祉連携も推進させようとしています。

在宅医療】に誘導している事が見てとれます。
担当ケアマネ】と【医療機関】に

安易な接点が無い事に問題があります。安易な接点が無い事に問題があります。
の機会をより多く与える為には、

】の所在が知られる必要があります。

歯科と他の社会資源情報】を、
供する事が当サイトの作製意図です。

食事環境のアンケート】をとる事から始め、食事環境のアンケート】をとる事から始め、
在宅療養支援歯科診療所】リスト

訪問・通所サービス提供者】リストを提供し、
歯科を廻る多職種連携がインターネット上の【ツール】（PC/タブレット/スマホ）で、

…と考えています。



【地域包括ケアシステム

【在宅療養支援歯科診療所届出資格取得の研修会】が【在宅療養支援歯科診療所届出資格取得の研修会】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。
しかし、折角届け出がされても【ツテ】や何らかの【ルート】に乗らなくては、

【活躍の場】は与えられていないのが実情です。
尚、【高齢かかりつけ歯科医】の多くは、施設基準が充たせず、尚、【高齢かかりつけ歯科医】の多くは、施設基準が充たせず、

良好な歯科医師患者関係があっても、
【在宅歯科医療】に係わり難くなっています。

☆今後想定される『地域包括ケアシステム』では、
地域歯科医師間での連携が先ず、他より優先されなければならないと考えます。

高齢化社会では業界を問わず、地域での活躍が期待されています。高齢化社会では業界を問わず、地域での活躍が期待されています。
歯科界においても【歯援診

地域特性や地域事情に合わせて『NET
それには【地域歯科医同士の意識の変革それには【地域歯科医同士の意識の変革

それを共に考えて頂く為に、私の取り組む

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届出資格取得の研修会】が【在宅療養支援歯科診療所届出資格取得の研修会】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。
しかし、折角届け出がされても【ツテ】や何らかの【ルート】に乗らなくては、

【活躍の場】は与えられていないのが実情です。
尚、【高齢かかりつけ歯科医】の多くは、施設基準が充たせず、尚、【高齢かかりつけ歯科医】の多くは、施設基準が充たせず、

良好な歯科医師患者関係があっても、
に係わり難くなっています。

☆今後想定される『地域包括ケアシステム』では、
地域歯科医師間での連携が先ず、他より優先されなければならないと考えます。

高齢化社会では業界を問わず、地域での活躍が期待されています。高齢化社会では業界を問わず、地域での活躍が期待されています。
歯援診】を‶要〟とした連携が、

NET』が広げられる事が望まれます。
地域歯科医同士の意識の変革】が何より必要となります。地域歯科医同士の意識の変革】が何より必要となります。

それを共に考えて頂く為に、私の取り組む『試み』をココでプレゼンさせて頂きます。



多職種連携のための共有

『地域包括ケアシステ『地域包括ケアシステ
＝歯科領域でパートナーシップを持ちましょう＝

地域医療の充実は、歯科医院の世代交代をも
切れ目のなく継続的に行われるシステムである事が望まれます

歯科医療の需給関係において、需要側歯科医療の需給関係において、需要側

供給側には高齢歯科医師・女性歯科医師増（※

その為の試案として、；《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》のパートナーシップ《副かかりつけ歯科医Ａ・Ｂ》のパートナーシップ

高齢歯科医師の支援体制を模索してみました。

連携のための共有認識

ケアシステム』とは⁉ケアシステム』とは⁉
領域でパートナーシップを持ちましょう＝

地域医療の充実は、歯科医院の世代交代をも含めて考える必要があり、
システムである事が望まれます。

歯科医療の需給関係において、需要側には高齢者人口増があり、歯科医療の需給関係において、需要側には高齢者人口増があり、

※出産育児からの復帰と介護）問題もあります。

かかりつけ歯科医推進事業の一環》として、
のパートナーシップ（チーム医療）により、のパートナーシップ（チーム医療）により、

体制を模索してみました。



『地域包括ケアシステム】の構築の必要性が叫ばれながらも、
『医療と介護の連携』と取り組む意思のある在宅医・⻭科医が『医療と介護の連携』と取り組む意思のある在宅医・⻭科医が

在宅療養⽀援診療所】や【在宅療養⽀援⻭科診療所
これらの診療所の活躍は芳しく無く

我世田谷区内には、
これらの診療所の活躍は芳しく無く

我世田谷区内には、
【地域⻭科診療⽀援病院

大田区にある荏原病院・昭和大学病院・東邦大学病院などと大田区にある荏原病院・昭和大学病院・東邦大学病院などと
【周術期の⼝腔機能管理】などの連携をおこなっている状況にあります。

なお、⾼齢化の進⾏や【認知症患者の増加傾向なお、⾼齢化の進⾏や【認知症患者の増加傾向
問題意識を⾼く持つ地域では、

超⾼齢社会に対応すべく独自の【超⾼齢社会に対応すべく独自の【
そこで、そうした先駆的活動

⾼齢化の進む世田谷区の
『在宅主治⻭科医を⾒つけるサイト

⾼齢化の進む世田谷区の
『在宅主治⻭科医を⾒つけるサイト

『医療福祉連携の架け橋』
先駆的なサイトの｟勝手連先駆的なサイトの｟勝手連

独善的な取り組み始めました。ご理解ご協⼒を仰ぎたいと考えています

の構築の必要性が叫ばれながらも、
と取り組む意思のある在宅医・⻭科医がと取り組む意思のある在宅医・⻭科医が

在宅療養⽀援⻭科診療所】の届け出が為されていても、
これらの診療所の活躍は芳しく無く、

我世田谷区内には、
これらの診療所の活躍は芳しく無く、

我世田谷区内には、
地域⻭科診療⽀援病院】はありません。

大田区にある荏原病院・昭和大学病院・東邦大学病院などと大田区にある荏原病院・昭和大学病院・東邦大学病院などと
などの連携をおこなっている状況にあります。

認知症患者の増加傾向】の中で、認知症患者の増加傾向】の中で、
問題意識を⾼く持つ地域では、

【街づくり】が⾏われています。【街づくり】が⾏われています。
活動を⾏っている地域を手本に、

の進む世田谷区の地域からも
治⻭科医を⾒つけるサイト』と銘打ったツールを用いて、

の進む世田谷区の地域からも
治⻭科医を⾒つけるサイト』と銘打ったツールを用いて、

』を創る事ができれば…と、
先駆的なサイトの｟勝手連》として、先駆的なサイトの｟勝手連》として、

独善的な取り組み始めました。ご理解ご協⼒を仰ぎたいと考えています。
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地域包括ケアにおける

医科歯科連携の必要性医科歯科連携の必要性
＝≪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》が健康維持に貢献する事が

広く周知された事を物語っています。広く周知された事を物語っています。
しかし、一般開業医の日常臨床では取り込みにくく、

歯科単独では在っても、医科歯科連携によるモノでは在りませんで
そこで、此処に来て≪医科側から歯科側そこで、此処に来て≪医科側から歯科側

これには応えなくては
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ほとんどが基礎疾患のない通院可能
たまに有病者患者を診るのでさえも麻酔一本を躊躇い、

有病者治療を避ける傾向にありました。
しかし、これからは６５歳以上の疾病を抱えた人にもしかし、これからは６５歳以上の疾病を抱えた人にも

歯科の生業としても避けては通れなくなります。
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２人に１人という時代と

☆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。

地域包括ケアにおける

医科歯科連携の必要性医科歯科連携の必要性
周術期口腔機能管理≫を軸とした対応＝

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。
が健康維持に貢献する事が

周知された事を物語っています。周知された事を物語っています。
しかし、一般開業医の日常臨床では取り込みにくく、

連携によるモノでは在りませんでした。
医科側から歯科側≫への要請が在るとなると、医科側から歯科側≫への要請が在るとなると、

はならないでしょう。
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を対象として来た為、ほとんどが基礎疾患のない通院可能なを対象として来た為、
たまに有病者患者を診るのでさえも麻酔一本を躊躇い、

有病者治療を避ける傾向にありました。
しかし、これからは６５歳以上の疾病を抱えた人にも携わらなくてはなりません。しかし、これからは６５歳以上の疾病を抱えた人にも携わらなくてはなりません。

歯科の生業としても避けては通れなくなります。
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。



地域包括ケアシステムにおける課題地域包括ケアシステムにおける課題

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

地域包括ケアシステムにおける課題地域包括ケアシステムにおける課題

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（⻭科）サービスの基盤整備

めめ
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、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、

状態の変化に応じた医療サービスの提供が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。

（⇒訪門⼝腔ケア健診（⇒訪門⼝腔ケア健診
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

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（⻭科）サービスの基盤整備を進

、、
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、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、

状態の変化に応じた医療サービスの提供が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。
訪門⼝腔ケア健診+アセスメント）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、

訪問看護師等が、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

多職種の「連繋」が鍵となります。



かかりつけ医等の

在宅療養においては、
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
住⺠健康診査住⺠健康診査

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⻭科医推進事業
【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・情報発信を⾏う事が提案・情報発信を⾏う事が
今後求められて来ます。

医等の役割

おいては、
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、
住⺠健康診査などの住⺠健康診査などの
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⻭科医推進事業）
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、

発信を⾏う事が発信を⾏う事が
今後求められて来ます。



かかりつけ主治歯科医に求められている事
✩⻑期管理✩⻑期管理
✩在宅療養管理
✩『周術期の管理』✩『周術期の管理』
✩認知症患者への対応
✩全身疾患への対応✩全身疾患への対応
✩摂⾷嚥下機能の管理（維持・向上・リハビリ等）

a）摂⾷嚥下アセスメントa）摂⾷嚥下アセスメント
b）摂⾷嚥下リハビリテーション
c）⾷事指導等☜低栄養対策c）⾷事指導等☜低栄養対策
※上記職能を持った【機関】
（巡廻⾷事パトロール等）と共に⾏う。（巡廻⾷事パトロール等）と共に⾏う。

※【かかりつけ主治⻭科医】とは⻭科診＝診連携で
補完される事によって、『補完される事によって、『
が出来ると考える事が出来ます。

かかりつけ主治歯科医に求められている事

✩摂⾷嚥下機能の管理（維持・向上・リハビリ等）

）摂⾷嚥下リハビリテーション

】及びボランティア
（巡廻⾷事パトロール等）と共に⾏う。（巡廻⾷事パトロール等）と共に⾏う。

とは⻭科診＝診連携で
『主治医機能』を備える事『主治医機能』を備える事

が出来ると考える事が出来ます。



患者タイプⅠ
・搬送可能な人

病院(急性期対応)

・搬送可能な人
・退院時共同指導（アセスメント

病院(急性期対応)

１１１１

専門医療機関
(耳鼻科)(耳鼻科)
(皮膚科)
(眼科)( )
(整形外科)

などなど

紹介や情報共有
患者の行動

担当ケアマネの介護給付管理下での調整
地域歯科医(かかりつけ歯科主治医）地域歯科医(かかりつけ歯科主治医）

歯科診＝診連携で補完し合う
１１在宅療養患者を抱えた高齢歯科医師も参加できる１１在宅療養患者を抱えた高齢歯科医師も参加できる



患者のタイプⅡ
・在宅療養中

病院(急性期対応)

・在宅療養中

病院(急性期対応)

情報提供

情報提供

急変

情報提供急変 往

介護関係
介護支援事業所（ケアプラン）介護支援事業所（ケアプラン）

居宅介護支援事業所（通所対応型）

口腔・摂食嚥下チェック

直接依頼？
往 診

訪問診療

要望点
・介護認定に歯科医の意見書を位置付ける。

または、介護認定の歯科項目を強化する。または、介護認定の歯科項目を強化する。
・歯科－歯科 連携の評価。
・低栄養・脱水への歯科介入。
・食を支えることへの評価。



患者タイプⅢ
・外来にかかれる 担当ケアマネ

病院(急性期対応)

・外来にかかれる
・慢性疾患あり

担当ケアマネ

病院(急性期対応)

慢性疾患

専門医療機関
(耳鼻科)(耳鼻科)
(皮膚科)
(眼科)
(整形外科)(整形外科)

などなど 慢性疾患のある患者
(糖尿病・高血圧・脂質異常・認知

必要に応じた紹介
や情報共有担当ケアマネ
患者の動き

慢性疾患に関した
患者情報の動き

担当ケアマネ

患者情報の動き

ケアマネへの報告

かかりつけ歯科医(歯科主治医)かかりつけ歯科医(歯科主治医)
(昔から通っている歯科医)

要望点

・医科の主治医機能に、歯科への紹介に評価を加える。
①診療情報提供料の新設①診療情報提供料の新設

・歯科で慢性疾患の疑いを発見した際、紹介できるよう、
①慢性疾患に対応した病名の新設

・緊急時の対応に対する評価の導入。
・・

慢性疾患のある患者
糖尿病・高血圧・脂質異常・認知)



2008年４月に施行された【後期高齢者医療保険制度
その後、その運用は変えられて

現在に及現在に及
【地域包括ケア】とリンクされ整備されつつあります。

因みに、病院・医療・保健施設で医療・療養を受けていた方が、
今後、在宅や有料老人ホーム等に移る事が予測されています。今後、在宅や有料老人ホーム等に移る事が予測されています。

l今までの歯科単独での医療サービス
地域の医療・保健・介護福祉関係者と連携する事を、

ケアマネージャーを交えて支える事が国策として進められ様としています。ケアマネージャーを交えて支える事が国策として進められ様としています。
介護保険制度上の医療職のサービス
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っていて、ケアマネとの関わりは、情報提供と報告に留まっていて、
同意書が交わされる事は稀の様です。

【かかりつけ歯科医
歯科医師等による【口腔アセスメント歯科医師等による【口腔アセスメント

他職種の理解が得易く成り、
歯科医の地域活動は活発になる
そこで、『他職種連携による食支援そこで、『他職種連携による食支援

【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
【かかりつけ歯科医】と【担当ケアマネさん【かかりつけ歯科医】と【担当ケアマネさん

【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
インターネットより容易にアクセス出来る環境を提供する事を企図しています。

後期高齢者医療保険制度】は、
その後、その運用は変えられて

現在に及び、現在に及び、
とリンクされ整備されつつあります。

因みに、病院・医療・保健施設で医療・療養を受けていた方が、
今後、在宅や有料老人ホーム等に移る事が予測されています。今後、在宅や有料老人ホーム等に移る事が予測されています。

今までの歯科単独での医療サービスは、
地域の医療・保健・介護福祉関係者と連携する事を、

ケアマネージャーを交えて支える事が国策として進められ様としています。ケアマネージャーを交えて支える事が国策として進められ様としています。ｌ

医療職のサービスは【居宅療養管理指導】ですが、
必ずしもケアプランに載せる必要が無い…との歯科医師間の定式から

ケアマネとの関わりは、情報提供と報告に留まっていて、ケアマネとの関わりは、情報提供と報告に留まっていて、
交わされる事は稀の様です。

かかりつけ歯科医】の活躍は、
口腔アセスメント】が在る事で、口腔アセスメント】が在る事で、

他職種の理解が得易く成り、
歯科医の地域活動は活発になる…と考えられます。

他職種連携による食支援』の手初めは、他職種連携による食支援』の手初めは、
在宅療養支援歯科診療所リスト】の公開と、

食支援の実態のアンケート』をとる事から始め、
担当ケアマネさん】とに接点を持たせ、担当ケアマネさん】とに接点を持たせ、

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】等の取り組みを、
インターネットより容易にアクセス出来る環境を提供する事を企図しています。



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【
（⇒『地域医療保健福祉連携窓⼝
必要であり、何らかの【

（⇒『地域医療保健福祉連携窓⼝
また、地域においてまた、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。

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。

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】が望まれます。

地域医療保健福祉連携窓⼝』の設置等）。
【窓⼝】が望まれます。

地域医療保健福祉連携窓⼝』の設置等）。
、地域において、、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。

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。







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』とが連携できる環境
がなければ広まりません。このアンケートを梃子にし、多職種間と歯科との交流の〝場〟を立ち上げたいと考

えました。えました。
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）

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）

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。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。

☆『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』とが連携できる環境
がなければ広まりません。このアンケートを梃子にし、多職種間と歯科との交流の〝場〟を立ち上げたいと考

えました。えました。
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）

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。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。



【⻭科の介入】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。A)知っていた。（※詳細記入欄） B)知らなかった。
C)ここで知った。

【⻭科の介入】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。A) 知っていた。（※詳細記入欄） B)知らなかった。
C)ここで知った。

７．【在宅療養⽀援⻭科診療所】が⻭科訪問・訪問⼝腔ケア・摂⾷・
嚥下指導に嚥下指導に
対応出来る⻭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。
C)ここで知った。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？
A)地元の⻭科医師会
B)地域包括⽀援センター
A)地元の⻭科医師会
B)地域包括⽀援センター
C)インターネットの『⻭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。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。

【⻭科の介入】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。知らなかった。

【⻭科の介入】は何処にアクセスしたら好いかご存知でしたか？
知らなかった。知らなかった。

７．【在宅療養⽀援⻭科診療所】が⻭科訪問・訪問⼝腔ケア・摂⾷・

対応出来る⻭科医院である事をご存知でしたか？
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？

インターネットの『⻭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。ケアマネを関与させずに、利用者自身に探させた。



介護口腔ケア推進士の役割介護口腔ケア推進士の役割

介護⼝腔ケア推進士には、『最後まで自分の⼝で⾷べる
意義を学び、⼝腔ケア（⼝腔セルフケア）の重要性を伝え、介護
介護⼝腔ケア推進士には、『最後まで自分の⼝で⾷べる
意義を学び、⼝腔ケア（⼝腔セルフケア）の重要性を伝え、介護
を受ける人とその家族に対し快適な⽣活を提供する役割が在りまを受ける人とその家族に対し快適な⽣活を提供する役割が在りま
す。
先ず、⼝腔セルフケアの⽀援および⼝腔清掃を中心とした、⼝腔先ず、⼝腔セルフケアの⽀援および⼝腔清掃を中心とした、⼝腔
ケアを通じて、⼝腔の疾患などの異変に気づき。気づかせるとい
う役割が在ります。
ケアを通じて、⼝腔の疾患などの異変に気づき。気づかせるとい
う役割が在ります。

そして気づいた異変について、本人そして気づいた異変について、本人
師などの専門職への橋渡しを⾏います。

更に、自分の症状を専門職にうまく伝えられない人のために、本
人に代わって、症状を説明するなど、本人と専門職とのよりよい

介護口腔ケア推進士の役割介護口腔ケア推進士の役割

最後まで自分の⼝で⾷べる』ことの
意義を学び、⼝腔ケア（⼝腔セルフケア）の重要性を伝え、介護

最後まで自分の⼝で⾷べる』ことの
意義を学び、⼝腔ケア（⼝腔セルフケア）の重要性を伝え、介護
を受ける人とその家族に対し快適な⽣活を提供する役割が在りまを受ける人とその家族に対し快適な⽣活を提供する役割が在りま

ず、⼝腔セルフケアの⽀援および⼝腔清掃を中心とした、⼝腔ず、⼝腔セルフケアの⽀援および⼝腔清掃を中心とした、⼝腔
の疾患などの異変に気づき。気づかせるといの疾患などの異変に気づき。気づかせるとい

本人に⻭科の受診を勧め、⻭科医本人に⻭科の受診を勧め、⻭科医
などの専門職への橋渡しを⾏います。

にうまく伝えられない人のために、本
人に代わって、症状を説明するなど、本人と専門職とのよりよい



医塚セル医塚セル医塚セル医塚セル

1



介護口腔ケア推進士に求められている事介護口腔ケア推進士に求められている事

介護口腔ケア推進士は、口腔ケアの重要性を認識して、介護口腔ケア推進士は、口腔ケアの重要性を認識して、
持っている知識と技術のすべてを介護を受ける人の
ために活用します。また、口腔ケアの実践に寄与します。ために活用します。また、口腔ケアの実践に寄与します。

医療と介護は、利用者の生活を支える両輪です。介護口腔ケア
推進士は、利用者のニーズに応えるために医療職に何を伝えれ
ばよいか、どのような橋渡しすればスムーズに進むのかを学び、
実践していくことが大切です。介護実践していくことが大切です。介護
て、安心で快適な生活を提供できるよう、心と知識と技術の研鑽
が求められます。が求められます。

介護口腔ケア推進士に求められている事介護口腔ケア推進士に求められている事

介護口腔ケア推進士は、口腔ケアの重要性を認識して、自分の介護口腔ケア推進士は、口腔ケアの重要性を認識して、自分の
と技術のすべてを介護を受ける人のQOL向上の

ために活用します。また、口腔ケアの実践に寄与します。ために活用します。また、口腔ケアの実践に寄与します。

医療と介護は、利用者の生活を支える両輪です。介護口腔ケア
推進士は、利用者のニーズに応えるために医療職に何を伝えれ
ばよいか、どのような橋渡しすればスムーズに進むのかを学び、

介護を受ける人とその家族に対し介護を受ける人とその家族に対し
て、安心で快適な生活を提供できるよう、心と知識と技術の研鑽



【在宅障害者･要介護高齢者訪問歯科保健事業】【在宅障害者･要介護高齢者訪問歯科保健事業】

訪問口腔ケア推進事業
事業目的事業目的

この事業は、地域にこの事業は、地域に

安心して歯科疾患
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

一次医療機関である会員診療所
二次、三次医療機関

相互理解、機能分担、情報提供等相互理解、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

目的にしています。

【在宅障害者･要介護高齢者訪問歯科保健事業】【在宅障害者･要介護高齢者訪問歯科保健事業】

訪問口腔ケア推進事業
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

歯科疾患の治療が受けられ、
かつ

にわたる包括的サービスを

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、

相互理解、機能分担、情報提供等相互理解、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

にしています。



世田谷区訪問口腔ケア健診世田谷区訪問口腔ケア健診



【デンタルケアマネ自主研修
当サイトの訪問者は、先ず、このＰＤＦを開いて、希望のメニューを開きながら音声や映像で、当サイトの訪問者は、先ず、このＰＤＦを開いて、希望のメニューを開きながら音声や映像で、
多忙を極める中で他の作業をしながら学習する事が出来、スマホからもご覧頂け来ます。

忙しい中でのイージーリスニング学習や利用者に対する忙しい中でのイージーリスニング学習や利用者に対する

①多職種連携による食支援 ⑬摂食中の誤嚥による肺炎
②充実ケア【（一日1回） ⑭睡眠中の誤嚥による肺炎②充実ケア【（一日1回） ⑭睡眠中の誤嚥による肺炎
③維持ケア ⑮むせの無い誤嚥
④口腔の菌④口腔の菌
⑤充実ケアと維持ケア
⑥口腔ケア商品
⑦口腔ケアの基本的手順⑦口腔ケアの基本的手順
⑧口腔ケアのまとめ
⑨歯肉の出血の対処⑨歯肉の出血の対処
⑩重度口腔乾燥症およびメインテナンス
⑪認知症口腔ケア
⑫認知症の楽々ケア⑫認知症の楽々ケア

デンタルケアマネ自主研修&プレゼン資料】
当サイトの訪問者は、先ず、このＰＤＦを開いて、希望のメニューを開きながら音声や映像で、当サイトの訪問者は、先ず、このＰＤＦを開いて、希望のメニューを開きながら音声や映像で、
多忙を極める中で他の作業をしながら学習する事が出来、スマホからもご覧頂け来ます。

忙しい中でのイージーリスニング学習や利用者に対するプレゼンににお役立てください忙しい中でのイージーリスニング学習や利用者に対するプレゼンににお役立てください

⑬摂食中の誤嚥による肺炎
⑭睡眠中の誤嚥による肺炎⑭睡眠中の誤嚥による肺炎
⑮むせの無い誤嚥
⑯誤嚥プレビュー⑯誤嚥プレビュー
⑰２in1cut
⑱高齢者の口腔ケア



医院名 郵便番号

1 横田歯科医院 〒156-0054 世田谷区桜丘五丁目48番10

2 近藤歯科医院 〒157-0067 世田谷区喜多見九丁目5番

3 こはた歯科 〒157-0066 世田谷区成城四丁目19番7

4 池田歯科医院 〒156-0043 世田谷区松原二丁目32番324 156-0043 32 32

5 サワキ歯科医院 〒157-0067 世田谷区喜多見五丁目22番

6 加藤歯科東北沢診療所 〒155-0031 世田谷区北沢三丁目1番10

7 オカムラ歯科医院 〒158-0095 世田谷区瀬田四丁目15番307 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15番30

8 内藤歯科医院 〒157-0071 世田谷区千歳台一丁目11番

9 清水歯科医院 〒156-0045 世田谷区桜上水五丁目14番

10 河合歯科クリニック 〒154-0023 世田谷区若林三丁目18番5

11 山田歯科クリニック 〒158-0081 世田谷区深沢五丁目14番15

12 医療法人社団 仁承会 〒158-0094 世田谷区玉川四丁目8番4号12 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

13 河瀬歯科医院 〒155-0031 世田谷区北沢二丁目23番12

14 石川歯科医院 〒157-0065 世田谷区上祖師谷五丁目9

15 島貫歯科医院 〒158-0096 世田谷区玉川台一丁目5番

16 押切歯科医院 〒158-0083 世田谷区奥沢四丁目27番2

17 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

18 大島歯科医院 〒158-0083 世田谷区奥沢七丁目47番17

19 石田歯科医院 〒154-0023 世田谷区若林四丁目5番20

20 医療法人社団 和仁会 〒157-0073 世田谷区砧八丁目8番19号

電話 歯援診 登録番号および所得年月日

10号 03-3427-2255 第200146号 平成20年7月1日

番17号 03-3489-4351 第200147号 平成20年7月1日

7号 03-3482-7541 第200148号 平成20年7月1日

32号 03-3321-2534 第200099号 平成20年6月1日32 03-3321-2534 200099 20 6 1

番21 03-3416-6411 第200149号 平成20年7月1日

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

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

番3号 03-3484-3711 第200102号 平成20年6月1日

番9号コート桜水(175) 03-3329-3490 第200103号 平成20年6月1日

5号 カリヨネビル2階 03-3795-1114 第200104号 平成20年6月1日

15号 03-3703-8080 第210008号 平成21年11月1日

号 深志ビル2階 03-3700-8241 第200105号 平成20年6月1日号 深志ビル2階 03-3700-8241 第200105号 平成20年6月1日
http://www.dentalshuttle.com

12号 03-3414-4428 第200151号 平成20年6月1日

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

番11号 03-3700-8008 第220014号 平成22年7月1日

2号 03-3727-6480 第210009号 平成21年11月1日

8号 03-3708-4114 第210010号 平成21年11月1日

17号 03-3701-1459 第200231号 平成21年2月1日

20号 03-3421-8009 第200167号 平成20年8月1日

号 田中ビル1階 03-3749-8811 第200107号 平成20年6月1日



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。



クラウドより種々の情報が提供されますクラウドより種々の情報が提供されます

デンタルケアマネ・サポート：連携サイト案内デンタルケアマネ・サポート：連携サイト案内
デンタルケアマネ・サポート：在宅療養支援歯科診療所案内
デンタルケアマネ・サポート：介護支援事業所案内デンタルケアマネ・サポート：介護支援事業所案内
デンタルケアマネ・サポート：訪問口腔アセスメント案内
デンタルケアマネ・サポート：搬送・送迎・介護タクシー利用案内
デンタルケアマネ・サポート：昇降機レンタル案内
デンタルケアマネ・サポート：摂食嚥下関連自学自習資料案内
デンタルケアマネ・サポート：在宅歯科医療・口腔ケア関連資料デンタルケアマネ・サポート：在宅歯科医療・口腔ケア関連資料
デンタルケアマネ・サポート：感染症予防・低栄養関連情報
デンタルケアマネ・サポート：メーリングリストへのリンクデンタルケアマネ・サポート：メーリングリストへのリンク
デンタルケアマネ・サポート：かかりつけ歯科診診連携
デンタルケアマネ・サポート：その他の介護歯科周辺新着情報
デンタルケアマネ・サポート：連携サイトからの情報シェアー
※⑩～⑬は連携サイト協賛者（※リンク）登録者限定

クラウドより種々の情報が提供されますクラウドより種々の情報が提供されます

デンタルケアマネ・サポート：連携サイト案内】デンタルケアマネ・サポート：連携サイト案内】
デンタルケアマネ・サポート：在宅療養支援歯科診療所案内】
デンタルケアマネ・サポート：介護支援事業所案内】デンタルケアマネ・サポート：介護支援事業所案内】
デンタルケアマネ・サポート：訪問口腔アセスメント案内】
デンタルケアマネ・サポート：搬送・送迎・介護タクシー利用案内】
デンタルケアマネ・サポート：昇降機レンタル案内】
デンタルケアマネ・サポート：摂食嚥下関連自学自習資料案内】
デンタルケアマネ・サポート：在宅歯科医療・口腔ケア関連資料】デンタルケアマネ・サポート：在宅歯科医療・口腔ケア関連資料】
デンタルケアマネ・サポート：感染症予防・低栄養関連情報】
デンタルケアマネ・サポート：メーリングリストへのリンク⇒要ＰＷ】デンタルケアマネ・サポート：メーリングリストへのリンク⇒要ＰＷ】
デンタルケアマネ・サポート：かかりつけ歯科診診連携⇒掲示板】
デンタルケアマネ・サポート：その他の介護歯科周辺新着情報】
デンタルケアマネ・サポート：連携サイトからの情報シェアー】

登録者限定



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・介護関係者が医療・介護関係者が

地域における機能確保

と言う事は、と言う事は、

既に国から示されている処です。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、・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』

言う事は、言う事は、

既に国から示されている処です。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在宅療養を進める上

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、入院中から病院が、
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・・・とされています。

時からの在宅移行支援
療養を進める上で、療養を進める上で、

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、入院中から病院が、
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
在宅復帰を念頭に置いた治療在宅復帰を念頭に置いた治療

進めるとともに
入院中入院中

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、

復帰を念頭に置いた治療を復帰を念頭に置いた治療を
とともに、

入院中から入院中から
退院後にスムーズに在宅療養に移行できるよう、
病院が診療所及び地域包括支援センター等と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
有効かつ不可欠なもの有効かつ不可欠なもの

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、
かつ不可欠なものです。かつ不可欠なものです。

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。



Ⅴ．フォーマル・サービスの基盤整備
○ 在宅生活を継続する為には、○ 在宅生活を継続する為には、

地域におけるフォーマル・サービスの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

地域の拠点としての機能を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ていますが、
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、担う可能性があり、
今後整備が進むことが期待

フォーマル・サービスの基盤整備
在宅生活を継続する為には、在宅生活を継続する為には、

地域におけるフォーマル・サービスの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

地域の拠点としての機能を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ていますが、
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、担う可能性があり、
今後整備が進むことが期待されます。



『地域包括支援センター
地域包括支援センターには、社会福祉士、主任ケアマネジャー

保健師がいますが、とても３人では

７人ほどのスタッフでいろいろな相談業務にはじまり
介護予防のマネジメント、包括的・継続的な介護予防のマネジメント、包括的・継続的な

介護予防とは運動機能向上・栄養改善・口腔

運動機能についていえばリハビリスタッフ
は管理栄養士、さらには口腔機能向上では管理栄養士、さらには口腔機能向上で
士とそれらの連携が必要になります・・・』

この支援センターにはそういう専門職を本来置くべきこの支援センターにはそういう専門職を本来置くべき
には人件費も必要ですし、運営が難しいという問題も出て
などなどの声が介護現場に在りますが、そうしたなどなどの声が介護現場に在りますが、そうした
地域歯科医療分野の歯科医師・歯科衛生士の活躍が期待される処とな

地域包括支援センター』の役割
包括支援センターには、社会福祉士、主任ケアマネジャー、

、とても３人では足りない状態で、

な相談業務にはじまり、以下の事が行われています。
、包括的・継続的なマネジメントが行われています・・・』、包括的・継続的なマネジメントが行われています・・・』

向上・栄養改善・口腔機能向上の３つあります・・・』

いえばリハビリスタッフはリハビリ専門職、栄養改善について
は口腔機能向上では言語聴覚士と歯科スタッフそして栄養は口腔機能向上では言語聴覚士と歯科スタッフそして栄養

』

支援センターにはそういう専門職を本来置くべきですが、・『ただ、そうするため支援センターにはそういう専門職を本来置くべきですが、・『ただ、そうするため
が難しいという問題も出てくるわけです・・・・』

などなどの声が介護現場に在りますが、そうした事実がココに来て分りましたが、などなどの声が介護現場に在りますが、そうした事実がココに来て分りましたが、
地域歯科医療分野の歯科医師・歯科衛生士の活躍が期待される処となります。



これまで行われて来た
【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ペースで、

当然ながら、患者さん側のニーズによる要請が多く、当然ながら、患者さん側のニーズによる要請が多く、
《治療修復》や《義歯修理

時機を逸していている事が多く、
《口腔機能管理》どころではないのが実情でした。

その為、《口腔機能管理
《口腔ケア》は他職種頼みで行われて来ましたが、《口腔ケア》は他職種頼みで行われて来ましたが、

ＱＯＬ；ＡＤＬの向上を図かる上で
当【地域医療連携室当【地域医療連携室

【デンタル･サポート
【デンタル・ケアマネージメントサービスの拠点【デンタル・ケアマネージメントサービスの拠点

そこは、《歯科との出会いの〝場〟》とされなければならないと考えています。
そうなれば、機会を逸する事も減ると考えられます。そうなれば、機会を逸する事も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。

これまで行われて来た
在宅歯科医療・口腔ケア】は、在宅歯科医療・口腔ケア】は、
求めてくる患者さんペースで、

当然ながら、患者さん側のニーズによる要請が多く、当然ながら、患者さん側のニーズによる要請が多く、
義歯修理》が殆どで、

時機を逸していている事が多く、
ではないのが実情でした。

口腔機能管理》は歯科医療者、
は他職種頼みで行われて来ましたが、は他職種頼みで行われて来ましたが、

で【口腔ケア】が重要となります。
地域医療連携室】は地域に開かれた地域医療連携室】は地域に開かれた
デンタル･サポート】を駆使できる

デンタル・ケアマネージメントサービスの拠点】で、デンタル・ケアマネージメントサービスの拠点】で、
とされなければならないと考えています。

そうなれば、機会を逸する事も減ると考えられます。そうなれば、機会を逸する事も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。



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）

『介護口腔ケア推進士の役割『介護口腔ケア推進士の役割

介護口腔ケア推進士とは？

要介護者が増加している現在、口腔ケアは、要介護者が増加している現在、口腔ケアは、
する上で非常に重要な行活動がと期待される処です。

正しい口腔ケアで清潔が保たれると気持ちが正しい口腔ケアで清潔が保たれると気持ちが

また、嚥下機能の維持・回復・誤嚥性肺炎の予防となりまた、嚥下機能の維持・回復・誤嚥性肺炎の予防となり
疾患の予防としても、正しい口腔ケアの知識と技術は欠かせません。

介護口腔ケア推進士とは、口腔ケアの骨子を理解し、介護口腔ケア推進士とは、口腔ケアの骨子を理解し、

介護の基本となる心構えと口腔ケアの技量を身に着け、

QOL介護を受ける側のQOLの向上

・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）

介護口腔ケア推進士の役割』が大きくなっています。介護口腔ケア推進士の役割』が大きくなっています。

介護口腔ケア推進士とは？

している現在、口腔ケアは、高齢者の健口を維持している現在、口腔ケアは、高齢者の健口を維持
で非常に重要な行活動がと期待される処です。

正しい口腔ケアで清潔が保たれると気持ちが明るくなります。正しい口腔ケアで清潔が保たれると気持ちが明るくなります。

また、嚥下機能の維持・回復・誤嚥性肺炎の予防となり、身体的なまた、嚥下機能の維持・回復・誤嚥性肺炎の予防となり、身体的な
疾患の予防としても、正しい口腔ケアの知識と技術は欠かせません。

介護口腔ケア推進士とは、口腔ケアの骨子を理解し、介護口腔ケア推進士とは、口腔ケアの骨子を理解し、

となる心構えと口腔ケアの技量を身に着け、

向上を支援する尊い人材です。





『在宅療養支援歯科診療所ＮＥＴ：

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ＮＥＴ：せたがや

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ＮＥＴ：せたがや』バージョン

【独自】訪問摂食嚥下・口腔機能アセスメント

デンタル・ケアマネージメントサービス

たがや】メンバー

デンタル・ケアマネージメントサービス



【地域医療の連携を進める会

介護保険関係資料
各詳細についてはＰＤＦファイルに記載しております。
以下をクリックしてご確認ください。
コピー用添付資料集
資料① 口腔機能スクリーニング・アセスメント表資料① 口腔機能スクリーニング・アセスメント表
資料② 歯科訪問診療計画・訪問衛生指導指示書

資料③ 歯科疾患在宅療養管理料に係る情報提供
書・管理計画書書・管理計画書
資料④ 居宅療養管理指導に係わる情報提供書
資料⑤ 実地指導記録簿・患者に対する報告書
資料⑥ 口腔機能改善管理指導計画書資料⑥ 口腔機能改善管理指導計画書

資料⑦ 居宅療養管理指導・訪問歯科衛生指導報
告書
資料⑧ 介護サービスに係わる指導（助言）記録書資料⑧ 介護サービスに係わる指導（助言）記録書
資料A 居宅療養管理指導契約書・個人情報使用同
意書

B資料B 運営規程書

地域医療の連携を進める会】

訪問診療、病診介護連携関係資料
各詳細についてはＰＤＦファイルに記載しております。
以下をクリックしてご確認ください以下をクリックしてご確認ください
①退院時情報提供書
②歯科情報提供書（居宅療養管理指導）
③訪問歯科診療申込書
④歯科情報請求書
⑤連携連絡シート⑤連携連絡シート
H21年10月29日訪問歯科セミナー、スライド資料
＊PDFファイルの資料はご自由に使用して下さい。

なお問い合わせ等は医院までお電話でお願いいたなお問い合わせ等は医院までお電話でお願いいた
します。
院長＊PDFファイルの資料はご自由に使用して下さ

い。なお問い合わせ等は医院までお電話でお願いいい。なお問い合わせ等は医院までお電話でお願いい
たします。院長が不在の場合は、後ほど院長からご
連絡いたします。
が不在の場合は、後ほど院長からご連絡いたしますが不在の場合は、後ほど院長からご連絡いたします



【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
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



【摂食機能療法ポスター【摂食機能療法ポスター
訪問歯科と言うと、義歯にまつわる

「摂食機能訓練」と言う分野は、行政「摂食機能訓練」と言う分野は、行政
平成20 年度４月の改定では、

「在宅療養支援歯科診療所」の設置や
後期高齢者の口腔管理の評価などが、後期高齢者の口腔管理の評価などが、

行政が在宅療養を推進する中で、
歯科と地域医療機関とに新しい連携が

為される事が求められています。為される事が求められています。
既存のネットワークの中にある、

医師・歯科医師が給付する

訪問歯科診療が介護保険に訪問歯科診療が介護保険に

歯科医院・調剤薬局双方にメリット
このポスターの活用

在宅患者さんからの在宅患者さんからの

上がってくる事が期待されます

☆摂食・嚥下機能に問題がある在宅療養者のご家族から、☆摂食・嚥下機能に問題がある在宅療養者のご家族から、
そのニーズが歯科医師の日常診療活動を活性化させる事に繋がると期待できます。

摂食機能療法ポスター】掲示（の推進）摂食機能療法ポスター】掲示（の推進）

にまつわる診療がイメージされがちですが、
、行政から歯科が担う事とされています。、行政から歯科が担う事とされています。

年度４月の改定では、
「在宅療養支援歯科診療所」の設置や
後期高齢者の口腔管理の評価などが、後期高齢者の口腔管理の評価などが、

行政が在宅療養を推進する中で、
歯科と地域医療機関とに新しい連携が

為される事が求められています。為される事が求められています。
既存のネットワークの中にある、

が給付する調剤薬局には、
に参入するチャンスがあります。に参入するチャンスがあります。

メリットが生まれる事が考えられ、
このポスターの活用によって、

からの歯科 ニーズからの歯科へのニーズが

事が期待されます。

摂食・嚥下機能に問題がある在宅療養者のご家族から、摂食・嚥下機能に問題がある在宅療養者のご家族から、
そのニーズが歯科医師の日常診療活動を活性化させる事に繋がると期待できます。



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）（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
携の推進、地域拠点の整備・機能強化が重要です。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、
今後整備が進むことが期待される。今後整備が進むことが期待される。

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）（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。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、
今後整備が進むことが期待される。⇒新規活動今後整備が進むことが期待される。⇒新規活動



自立支援に向けた口腔ケアの具体的な方法は特別難しいことはありませんが、基本的に自立支援に向けた口腔ケアの具体的な方法は特別難しいことはありませんが、基本的に
は歯磨きができなくなった人への指導となるので、健常者へのブラッシング指導とはやや
違った発想が必要となります。違った発想が必要となります。

また、このような高齢者にはこういったケアという決まった方式はありませんので、実際に
指導に当たる歯科医師や歯科衛生士の工夫が必要となって来ます。（

口腔衛生指導
自立を促すためには、十分な指導はたいへん効果的で詳細なアセスメントから何が口腔自立を促すためには、十分な指導はたいへん効果的で詳細なアセスメントから何が口腔
衛生の阻害因子となっているかを判定し、的確な指導を行うべきです。

歯口清掃介助の検討
要介護状態であるので常にこの歯口清掃介助は検討項目としてあげられ、どんな介助を
だれが、いつ行うのか明確にしておく必要があります。

介護者への口腔衛生指導の実施介護者への口腔衛生指導の実施
口腔ケアをするのは、通常は要介護高齢者の傍らにいる介護者です。歯科医師や歯科
衛生士が常に口腔ケアを行うことができるものではありません。そのために、対象高齢者衛生士が常に口腔ケアを行うことができるものではありません。そのために、対象高齢者
にいちばん身近な介護者に口腔ケアの指導をすることが最も重要となります。

自立支援に向けた口腔ケアの具体的な方法は特別難しいことはありませんが、基本的に自立支援に向けた口腔ケアの具体的な方法は特別難しいことはありませんが、基本的に
は歯磨きができなくなった人への指導となるので、健常者へのブラッシング指導とはやや

また、このような高齢者にはこういったケアという決まった方式はありませんので、実際に
指導に当たる歯科医師や歯科衛生士の工夫が必要となって来ます。（⇒DSC倶楽部活用）

自立を促すためには、十分な指導はたいへん効果的で詳細なアセスメントから何が口腔自立を促すためには、十分な指導はたいへん効果的で詳細なアセスメントから何が口腔
衛生の阻害因子となっているかを判定し、的確な指導を行うべきです。

要介護状態であるので常にこの歯口清掃介助は検討項目としてあげられ、どんな介助を
だれが、いつ行うのか明確にしておく必要があります。

口腔ケアをするのは、通常は要介護高齢者の傍らにいる介護者です。歯科医師や歯科
衛生士が常に口腔ケアを行うことができるものではありません。そのために、対象高齢者衛生士が常に口腔ケアを行うことができるものではありません。そのために、対象高齢者
にいちばん身近な介護者に口腔ケアの指導をすることが最も重要となります。



歯科治療へのつながり
口腔ケアを自立させるための歯科治療は、ケアプランに盛り込まれることも考えられ、
とえば義歯の装着が不自由ならば、装着しやすい義歯を再製するなどはケアプランとし
て十分盛り込まれる項目に値します。て十分盛り込まれる項目に値します。

口腔疾患への対応口腔疾患への対応
要介護高齢者では、健常者と違って治癒の見込みのない口腔疾患を抱えて、これから生
きていかなければならないケースも見受けられます。こういった高齢者が少しでも口腔きていかなければならないケースも見受けられます。こういった高齢者が少しでも口腔
疾患の重篤化を妨げるように、また口腔疾患による障害の影響を少しでも少なくするため
にケアプランを検討すべきだと言う事が出来ます。

摂食・嚥下リハビリテーションの検討
多くの要介護高齢者は、脳血管系の障害により嚥下障害の発生率が高くなっています。多くの要介護高齢者は、脳血管系の障害により嚥下障害の発生率が高くなっています。
障害を克服するためのリハビリテーションはもとより、機能低下を防止する意味あいから
も、摂食・嚥下リハビリテーションは検討項目となります。も、摂食・嚥下リハビリテーションは検討項目となります。

口腔ケアを自立させるための歯科治療は、ケアプランに盛り込まれることも考えられ、た
とえば義歯の装着が不自由ならば、装着しやすい義歯を再製するなどはケアプランとし

要介護高齢者では、健常者と違って治癒の見込みのない口腔疾患を抱えて、これから生
きていかなければならないケースも見受けられます。こういった高齢者が少しでも口腔１１きていかなければならないケースも見受けられます。こういった高齢者が少しでも口腔１１
疾患の重篤化を妨げるように、また口腔疾患による障害の影響を少しでも少なくするため
にケアプランを検討すべきだと言う事が出来ます。

多くの要介護高齢者は、脳血管系の障害により嚥下障害の発生率が高くなっています。多くの要介護高齢者は、脳血管系の障害により嚥下障害の発生率が高くなっています。
障害を克服するためのリハビリテーションはもとより、機能低下を防止する意味あいから
も、摂食・嚥下リハビリテーションは検討項目となります。も、摂食・嚥下リハビリテーションは検討項目となります。



声かけ、見守り、用具の工夫

歯科関係者には実に馴染みの薄い用語の一つに

この事が自立支援に向けた介護態度としてたいへん重要なことだと言う認識をこの事が自立支援に向けた介護態度としてたいへん重要なことだと言う認識を
新たに持たなければならない段階に来ている事を歯科医療者は自覚しなければなりません。
介護というと一般的に〝してもらう〟〝してあげる

自立支援を考えた介護は〝暖かかく見守る〟
要は自立支援とは、介護を受ける高齢者を尊重したものでなければならない

歯科医師･歯科衛生士･歯科技工士は『〝食〟
従って、ADL やQOLの向上と自己実現に向けてもまた、従って、ADL やQOLの向上と自己実現に向けてもまた、

起きて、ベッドから下り、トイレや洗面所で様を足し、食堂へ行き、自分の手で口から食べ物
や飲み物を摂ることが望まれます。そうした『口腔機能の保持や飲み物を摂ることが望まれます。そうした『口腔機能の保持
せない事を私たちは歯科関係者は、機会ある毎に多くの方に伝えなければと思っています。

『最後のワンスプーン（一杯、一滴）まで』口から飲食物が摂れる様に支援して行きたいと『最後のワンスプーン（一杯、一滴）まで』口から飲食物が摂れる様に支援して行きたいと
１１考えています。それには多職種の方との《顔の見える連携

歯科関係者には実に馴染みの薄い用語の一つに〝声かけ〟〝見守り〟があります。

が自立支援に向けた介護態度としてたいへん重要なことだと言う認識をが自立支援に向けた介護態度としてたいへん重要なことだと言う認識を
新たに持たなければならない段階に来ている事を歯科医療者は自覚しなければなりません。

してあげる〟というイメージが強いですが、

〟という態度が十分必要なことが分かります。
要は自立支援とは、介護を受ける高齢者を尊重したものでなければならない…と言う事です。

〟を支援する職業』のひとつだと考えられます。
の向上と自己実現に向けてもまた、『ノーマライゼーション』においても朝の向上と自己実現に向けてもまた、『ノーマライゼーション』においても朝

起きて、ベッドから下り、トイレや洗面所で様を足し、食堂へ行き、自分の手で口から食べ物
口腔機能の保持』は『口腔ケア』なくしては果た口腔機能の保持』は『口腔ケア』なくしては果た

せない事を私たちは歯科関係者は、機会ある毎に多くの方に伝えなければと思っています。

口から飲食物が摂れる様に支援して行きたいと口から飲食物が摂れる様に支援して行きたいと
顔の見える連携》が不可欠だと考えています。



その点、義歯の咬合力、咀嚼能力ともに天然歯には

義歯を用いることで口腔の機能を維持しようとしていることを考えると、義歯を用いることで口腔の機能を維持しようとしていることを考えると、

義歯治療は“代償的アプローチ

義歯は、まさに歩行障害における杖や車椅子の役割で

また同じ機能障害でも環境が異なれば、また同じ機能障害でも環境が異なれば、

その障害は重度にも軽度にも

咀嚼や嚥下機能が回復しても、咀嚼や嚥下機能が回復しても、

食事の介助者が不在なために経管栄養から離脱できないでいるといった例は、

むしろ大勢を占め、家族による食事介助、もしくは介助者が不在ならば、むしろ大勢を占め、家族による食事介助、もしくは介助者が不在ならば、

患者さんは経管栄養を継続しなければならないで

環境をいかに物的、人的に整備し、社会的資源を活用するかと環境をいかに物的、人的に整備し、社会的資源を活用するかと

摂食・嚥下障害の克服には不可欠で

当然心理的支援は、いつどの場面でも、誰に対しでも共通の問題

全面的に経管栄養であっても、口から摂取する機会が一口だけでも確保できれば、

絶望から抜け出させ、生活意欲を

生きる希望を抱くことが生きる希望を抱くことが

従来の歯科医学の概念に加えて本稿（上田耕一郎著）を当サイトで紹介させて頂きます。

その点、義歯の咬合力、咀嚼能力ともに天然歯には及ばないまでも、

義歯を用いることで口腔の機能を維持しようとしていることを考えると、義歯を用いることで口腔の機能を維持しようとしていることを考えると、

アプローチ”であるとの解釈になります。

は、まさに歩行障害における杖や車椅子の役割であり、

同じ機能障害でも環境が異なれば、同じ機能障害でも環境が異なれば、

その障害は重度にも軽度にもなると考えられます。

や嚥下機能が回復しても、や嚥下機能が回復しても、

食事の介助者が不在なために経管栄養から離脱できないでいるといった例は、

むしろ大勢を占め、家族による食事介助、もしくは介助者が不在ならば、むしろ大勢を占め、家族による食事介助、もしくは介助者が不在ならば、

患者さんは経管栄養を継続しなければならないでいます。

社会的資源を活用するかという事は、社会的資源を活用するかという事は、

摂食・嚥下障害の克服には不可欠であると考えます。

当然心理的支援は、いつどの場面でも、誰に対しでも共通の問題です。

全面的に経管栄養であっても、口から摂取する機会が一口だけでも確保できれば、

意欲を萎えさせないで済ませ、

生きる希望を抱くことができように、生きる希望を抱くことができように、

上田耕一郎著）を当サイトで紹介させて頂きます。



以下加筆なし

上田耕一郎先生の《従来からの歯科医学の概念上田耕一郎先生の《従来からの歯科医学の概念

『治療的、代償的、環境改善的、および心理的と『治療的、代償的、環境改善的、および心理的と
4 つの側面からのアプローチ』

治癒が果たせないからこそ歯科医師としてすべき責務がある

摂食・嚥下障害の分野では、う蝕や義歯治療などのように結果が明瞭な

で、現状維持、あるいは機能低下のスロープで、現状維持、あるいは機能低下のスロープ

いことへの価値観を必要とする。

摂食・礁下リハビリテーションは，開業医として

できる医療の根幹と言える概念であり手法でできる医療の根幹と言える概念であり手法で

従来からの歯科医学の概念》に加えたご意見を以下に紹介します。従来からの歯科医学の概念》に加えたご意見を以下に紹介します。

、代償的、環境改善的、および心理的といった、代償的、環境改善的、および心理的といった
』に以下の3項目を加えます。

が果たせないからこそ歯科医師としてすべき責務がある。

義歯治療などのように結果が明瞭なことは稀

維持、あるいは機能低下のスロープをいかに緩めるかといった変わらな維持、あるいは機能低下のスロープをいかに緩めるかといった変わらな

摂食・礁下リハビリテーションは，開業医として，患者さんと最期まで関わることの

の根幹と言える概念であり手法である。の根幹と言える概念であり手法である。



何故摂食・嚥下が注目されなければならないか？
＝＝（上田耕一郎先生原稿引用）

摂食嚥下障害の社会的

超高齢社会が叫ばれて

それは、病気や事故などによる後遺症を持った

介護疾患

『口腔機能の低下』が挙げられると考えられます。『口腔機能の低下』が挙げられると考えられます。

2000年にスタートしたわが国の公的介護保険

その後は毎年20～ 30万人のペースで利用者数が増加その後は毎年20～ 30万人のペースで利用者数が増加

現在は（220万⇒460万人）介護保険制度は瞬く間に国民の間に普及

高齢者に受け入れられており、これは高齢者に受け入れられており、これは

従事する介護職の方々が誠意を尽くして職務を果たして

おかげであると考えます。おかげであると考えます。

（要介護度別認定者数の推移( 出典・介護保険事業状況報告ほか

何故摂食・嚥下が注目されなければならないか？
＝（上田耕一郎先生原稿引用）＝

嚥下障害の社会的背景

社会が叫ばれて久しいですが、

や事故などによる後遺症を持った高齢者と、

疾患に伴う、

げられると考えられます。げられると考えられます。

年にスタートしたわが国の公的介護保険は、

万人のペースで利用者数が増加し，万人のペースで利用者数が増加し，

万人）介護保険制度は瞬く間に国民の間に普及し、

に受け入れられており、これはまず、に受け入れられており、これはまず、

する介護職の方々が誠意を尽くして職務を果たしている

あると考えます。あると考えます。

出典・介護保険事業状況報告ほか)。



摂食嚥下障害の社会的摂食嚥下障害の社会的
1.摂食嚥下障害の社会的

3

2. 歯科医療従事者が摂食・嚥下機能を診る意義

『ミキサー食・刻み食』に甘んじさせるのか

3. 医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること3. 医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること

「かかりつけ歯科医」の責務

歯科衛生士の責務歯科衛生士の責務
高齢者施設においての歯科衛生士の役割

上田耕一郎先生の《従来からの歯科医学の概念
ご意見を以下に紹介します。

４．『地域包括支援センター

摂食嚥下障害の社会的背景摂食嚥下障害の社会的背景
摂食嚥下障害の社会的背景

歯科医療従事者が摂食・嚥下機能を診る意義

に甘んじさせるのか⁉

医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること

「かかりつけ歯科医」の責務

高齢者施設においての歯科衛生士の役割

従来からの歯科医学の概念》に加えた
ご意見を以下に紹介します。

地域包括支援センター』の役割



1.摂食嚥下障害の社会的背景
過去の介護保険受給者の内訳をみてみると、過去の介護保険受給者の内訳をみてみると、

制度の発足当初は「要支援2」「 要介護

半数近くを占めて半数近くを占めて

しかし、最近の2～3 年は「要介護

中度・重度の要介護高齢者の比率が高まって

日本人の場合、要介護

1 位が脳卒中、2 位が高齢による

4 位が認知症と続いて4 位が認知症と続いて

死亡原因として癌や心疾患は

疾患は、直接死亡原因とはならなくて疾患は、直接死亡原因とはならなくて

日常生活を営むにあたり不都合を来す「生活機能低下疾患」として

高齢による衰弱・転倒高齢による衰弱・転倒

「要支援」や「要介護1 」「要介護2」といった比較的軽度な要介護

一方、脳卒中・,認知症・パーキンソン病,

「要介護2 」～「要介護5」の中度・重度

これらが三大生活機能低下疾患として摂食・嚥下障害の主軸となって

摂食嚥下障害の社会的背景
保険受給者の内訳をみてみると、保険受給者の内訳をみてみると、

要介護1 」といった軽度の要介護高齢者が

半数近くを占めていました。半数近くを占めていました。

年は「要介護2」～ 「要介護5」の

の要介護高齢者の比率が高まっています。

場合、要介護になる原因疾患は、

位が高齢による衰弱、 3 位が転倒・骨折であり、

位が認知症と続いています。位が認知症と続いています。

死亡原因として癌や心疾患はl 位2 位となっていますが、

原因とはならなくても，原因とはならなくても，

生活機能低下疾患」として挙げられます。

衰弱・転倒・骨折・関節疾患は、衰弱・転倒・骨折・関節疾患は、

」といった比較的軽度な要介護高齢者にあります。

認知症・パーキンソン病は、

中度・重度の要介護高齢者であるため、

これらが三大生活機能低下疾患として摂食・嚥下障害の主軸となっています。



1.摂食嚥下障害の社会的背景
過去の介護保険受給者の内訳をみてみると、過去の介護保険受給者の内訳をみてみると、

制度の発足当初は「要支援2」「 要介護

半数近くを占めて半数近くを占めて

しかし、最近の2～3 年は「要介護

中度・重度の要介護高齢者の比率が高まって

日本人の場合、要介護

1 位が脳卒中、2 位が高齢による

4 位が認知症と続いて4 位が認知症と続いて

死亡原因として癌や心疾患は

疾患は、直接死亡原因とはならなくて疾患は、直接死亡原因とはならなくて

日常生活を営むにあたり不都合を来す「生活機能低下疾患」として

高齢による衰弱・転倒高齢による衰弱・転倒

「要支援」や「要介護1 」「要介護2」といった比較的軽度な要介護

一方、脳卒中・,認知症・パーキンソン病,

「要介護2 」～「要介護5」の中度・重度

これらが三大生活機能低下疾患として摂食・嚥下障害の主軸となって

摂食嚥下障害の社会的背景
保険受給者の内訳をみてみると、保険受給者の内訳をみてみると、

要介護1 」といった軽度の要介護高齢者が

半数近くを占めていました。半数近くを占めていました。

年は「要介護2」～ 「要介護5」の

の要介護高齢者の比率が高まっています。

場合、要介護になる原因疾患は、

位が高齢による衰弱、 3 位が転倒・骨折であり、

位が認知症と続いています。位が認知症と続いています。

死亡原因として癌や心疾患はl 位2 位となっていますが、

原因とはならなくても，原因とはならなくても，

生活機能低下疾患」として挙げられます。

衰弱・転倒・骨折・関節疾患は、衰弱・転倒・骨折・関節疾患は、

」といった比較的軽度な要介護高齢者にあります。

認知症・パーキンソン病は、

中度・重度の要介護高齢者であるため、

これらが三大生活機能低下疾患として摂食・嚥下障害の主軸となっています。



2. 歯科医療従事者が摂食・嚥下機能を診る意義
疾患の病態区分は、急性期、回復期、慢性期疾患の病態区分は、急性期、回復期、慢性期

脳卒中を例にとると、

急性期すなわち救急車などで集中治療室に搬送されるような場合に

5 その5 割以上が摂食・嚥下機能障害を

病態が回復傾向となる回復期、

あるいは安定した慢性期になると、あるいは安定した慢性期になると、

誤嚥を有している者は7 ・8% になり、これ

施される事もあるでしょうが、自然治癒の道を辿る施される事もあるでしょうが、自然治癒の道を辿る

それでもなお、 慢性期になったとしても依然として残る

『片側だけでしか噛めない・・、食物を頬張るようにして丸飲みして

水だとむせやすい』など水だとむせやすい』など

これらは、

老人保健施設(老健) などの療養生活の場に老人保健施設(老健) などの療養生活の場に

『食べているけれども、思うように

「食事の質」の問題である

だからこそ、慢性期における摂食・嚥下リハビリテーションは、

病院でなく歯科診療所が前面に立って対応する事が

歯科医療従事者が摂食・嚥下機能を診る意義
の病態区分は、急性期、回復期、慢性期(維持期) とされていますが、の病態区分は、急性期、回復期、慢性期(維持期) とされていますが、

卒中を例にとると、

急性期すなわち救急車などで集中治療室に搬送されるような場合には、

割以上が摂食・嚥下機能障害を伴っています。

病態が回復傾向となる回復期、

あるいは安定した慢性期になると、あるいは安定した慢性期になると、

になり、これは摂食・嚥下リハビリテーションが

治癒の道を辿ることも大勢を占めています。治癒の道を辿ることも大勢を占めています。

なったとしても依然として残る訴えとして、

を頬張るようにして丸飲みしてしまう・・、

などといった事があります。などといった事があります。

これらは、

などの療養生活の場においてはリスクの高い問題ではなく、などの療養生活の場においてはリスクの高い問題ではなく、

ように食べられない・・・』といった

「食事の質」の問題であることが分ります。

慢性期における摂食・嚥下リハビリテーションは、

立って対応する事が最も望ましいと思われます。



『ミキサー食・刻み食』に甘んじさせるのか
一般医療では、

誤嚥に対する策を講じているものの、
たとえミキサー食や刻み食

施す手立ては『調理形態』を変える事で応じる他ありません。
病院・施設では、病院・施設では、

そこまでの人的、物的および時間的保障は
ココで、介護の現場に『歯科介入ココで、介護の現場に『歯科介入

在宅療養支援歯科診療所】が義歯をはじめとする歯科
摂食機能障害における口腔相の訴えに耳を摂食機能障害における口腔相の訴えに耳を

おそらく要介護高齢者の多く
余生の5 年余生の5 年

食事に関して泣き寝入り状態で甘んじさせないで済むかも知れません。
歯科診療所は高齢者の食を守る歯科診療所は高齢者の食を守る

‶食支援〟にもこれからは参加し

に甘んじさせるのか⁉
医療では、

対する策を講じているものの、
たとえミキサー食や刻み食であれ、

を変える事で応じる他ありません。
病院・施設では、病院・施設では、

までの人的、物的および時間的保障は持ち得ていないのが現実です。
歯科介入』の機会が増えれば、歯科介入』の機会が増えれば、
をはじめとする歯科処置等に対応出来ます。

機能障害における口腔相の訴えに耳を貸すならば、機能障害における口腔相の訴えに耳を貸すならば、
おそらく要介護高齢者の多くは、

年10年を年10年を
泣き寝入り状態で甘んじさせないで済むかも知れません。

の食を守る〝最後の砦〟であり、の食を守る〝最後の砦〟であり、
しなければならないと考えます。



医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること
急性期病院から次の施設へ転院する場合に、
経口摂取が可能であれば特養や老健など

高齢者施設での受け入れ高齢者施設での受け入れ
割合容易

それこそ自宅への退院も可能とそれこそ自宅への退院も可能と
しかし経口摂取が果たせず胃ロウなどの医療管理が必要な場合に

せいぜい1施設4～5 人程度の受け入れになってせいぜい1施設4～5 人程度の受け入れになって

急性期病院は入院期間が2 週間程度となっているために、2 

入退院の効率的な回転を余儀なくされて

救命処置後の転院先の決定要因は、救命処置後の転院先の決定要因は、
‶口から食べられるか食べられない

少なくとも急性期医療の医師は摂食・嚥下機能を正確に診断し、少なくとも急性期医療の医師は摂食・嚥下機能を正確に診断し、
予後の図れる職能を求めて

医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること
病院から次の施設へ転院する場合に、

経口摂取が可能であれば特養や老健などの
施設での受け入れは施設での受け入れは

割合容易になり、
こそ自宅への退院も可能となる事でしょう。こそ自宅への退院も可能となる事でしょう。

経口摂取が果たせず胃ロウなどの医療管理が必要な場合には、
人程度の受け入れになってしまいます。人程度の受け入れになってしまいます。

週間程度となっているために、
入退院の効率的な回転を余儀なくされているのが現実です。

救命処置後の転院先の決定要因は、救命処置後の転院先の決定要因は、
から食べられるか食べられないか〟なのです。

少なくとも急性期医療の医師は摂食・嚥下機能を正確に診断し、少なくとも急性期医療の医師は摂食・嚥下機能を正確に診断し、
予後の図れる職能を求めています。



また急性期や回復期で

病院入院期間中に誤嚥性肺炎や上気道感染に罹患してしまうと、病院入院期間中に誤嚥性肺炎や上気道感染に罹患してしまうと、

それが治癒するまでに入院期間が余計に延長してしまうといった事態が生じて

そのため一般医療の中で、「口腔ケア」は必須業務となりつつあり、

口腔ケアの専門職の存在が必要とされている

関連病院に一時入院をさせて

そのため高齢者施設側は、そのため高齢者施設側は、

ベッドを空にして再入所を待っていなければ

その際施設を利用していない本人や空ベッドにその際施設を利用していない本人や空ベッドに

介護報酬を請求するわけにはいかないので、

施設としては、施設としては、

経営上非採算な状況を強いられて

ここでも「口腔ケア」により、

非効率な状態を少しでも縮減しようとの試みが盛んになって

医療と介護の領域においてはまだ決して大勢を占めているわけで

摂食・嚥下機能を診断し、対応摂食・嚥下機能を診断し、対応

歯科医師と口腔ケア専門職としての歯科衛生士の存在に期待を膨らませて

また急性期や回復期では、

病院入院期間中に誤嚥性肺炎や上気道感染に罹患してしまうと、病院入院期間中に誤嚥性肺炎や上気道感染に罹患してしまうと、

それが治癒するまでに入院期間が余計に延長してしまうといった事態が生じてしまいます。

そのため一般医療の中で、「口腔ケア」は必須業務となりつつあり、

口腔ケアの専門職の存在が必要とされている呼吸器系の疾患に罹患すると、

をさせて治療にあたることになります。

そのため高齢者施設側は、そのため高齢者施設側は、

ベッドを空にして再入所を待っていなければならなくなります。

その際施設を利用していない本人や空ベッドにその際施設を利用していない本人や空ベッドに

介護報酬を請求するわけにはいかないので、

しては、しては、

非採算な状況を強いられてしまう為、

でも「口腔ケア」により、

非効率な状態を少しでも縮減しようとの試みが盛んになっています。

医療と介護の領域においてはまだ決して大勢を占めているわけでは在りませんが、

し、対応する立場としてのし、対応する立場としての

医師と口腔ケア専門職としての歯科衛生士の存在に期待を膨らませています。



「かかりつけ歯科医」の責務
歯科診療所に、歯科診療所に、

患者さんの家族から診療予約のキャンセルの電話

例えば『主人が先日脳卒中で倒れまして、例えば『主人が先日脳卒中で倒れまして、

今、 病院に入院しているものですから、今日は

そこで，電話を受けた診療所側そこで，電話を受けた診療所側

『それでは仕方がないですね、お大事

また良くなったら電話してください』と

たとえ脳卒中がある程度回復したとしても、

日常生活の介護に一日のほとんどを日常生活の介護に一日のほとんどを

歯科受診どころではなくなる事が予測されます。

開業医は通院する患者さんに対して、開業医は通院する患者さんに対して、

「口腔ケアの重要性」を期せずして要介護状態になっても、

「摂食機能や口腔ケアは疎かにしてはならないこと」などを、「摂食機能や口腔ケアは疎かにしてはならないこと」などを、

普段の日常臨床の中で教育する事ができる

「かかりつけ歯科医」の責務
歯科診療所に、歯科診療所に、

キャンセルの電話がかかってくることがあります。

が先日脳卒中で倒れまして、が先日脳卒中で倒れまして、

病院に入院しているものですから、今日は行けません』といった内容だとします。

そこで，電話を受けた診療所側が、そこで，電話を受けた診療所側が、

すね、お大事になさってください、

と言って受話器を置く事になります。

脳卒中がある程度回復したとしても、

日常生活の介護に一日のほとんどを費やし、日常生活の介護に一日のほとんどを費やし、

なくなる事が予測されます。

開業医は通院する患者さんに対して、開業医は通院する患者さんに対して、

「口腔ケアの重要性」を期せずして要介護状態になっても、

機能や口腔ケアは疎かにしてはならないこと」などを、機能や口腔ケアは疎かにしてはならないこと」などを、

教育する事ができる立場にある事を自覚する必要があります。



例えば口渇、むせやすい

咀嚼能力の低下などの摂食機能低下を疑う着眼点を

歯科診療所に外来可能な患者

歩行、会話、摂食行為は自立していると

一般には健康であり、予防的に口腔機能の向上を一般には健康であり、予防的に口腔機能の向上を

健康な状態を今後も維持・増進

『歯科医学は健康医学としての役割を果たして『歯科医学は健康医学としての役割を果たして

期せずして疾患

発症後の急性期や回復期は病院施設での医療発症後の急性期や回復期は病院施設での医療

自宅や高齢者施設での療養生活を営む

病態は落ち着き、リスク管理もほぼ整って

そのため病院ではなく、身近な地域の診療所

このように開業医は，健康医学の専門家と

さらに疾患や事故に遭遇した場合にはさらに疾患や事故に遭遇した場合には

病態維持期の専門家として

さらに摂食・嚥下障害においては前述したように口腔相さらに摂食・嚥下障害においては前述したように口腔相

責務を負うべきものと

口渇、むせやすい、

咀嚼能力の低下などの摂食機能低下を疑う着眼点を持って、

診療所に外来可能な患者さんは、

歩行、会話、摂食行為は自立していると思われますので、

予防的に口腔機能の向上を図り、予防的に口腔機能の向上を図り、

な状態を今後も維持・増進する事は出来まので、

医学は健康医学としての役割を果たしている…』との解釈も出来ます。医学は健康医学としての役割を果たしている…』との解釈も出来ます。

期せずして疾患に罹患した場合、

の急性期や回復期は病院施設での医療管理下にありますが、の急性期や回復期は病院施設での医療管理下にありますが、

施設での療養生活を営むに当たり、

管理もほぼ整っていると考えられます。

はなく、身近な地域の診療所での対応が望まれます。

このように開業医は，健康医学の専門家として,

疾患や事故に遭遇した場合には，疾患や事故に遭遇した場合には，

維持期の専門家として，

摂食・嚥下障害においては前述したように口腔相障害の専門家として、摂食・嚥下障害においては前述したように口腔相障害の専門家として、

を負うべきものと考えます。
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歯科衛生士の責務
平成18年4 月の介護保険改定において、平成18年4 月の介護保険改定において、

介護状態にならないよう予防する、

あるいは介護状態の重度化を予防するといった見地から

介護予防重視型施策が打ち出され、

「口腔機能向上支援サービス」が介護保険の中に新設

「口腔」 という文言が介護の領域に明文化されたことは画期的なこと「口腔」 という文言が介護の領域に明文化されたことは画期的なこと

以来、口腔機能の専門職は歯科衛生士，言語聴覚士，

看護師と理解される看護師と理解される

特養や老健でのデイサービスやデイケアでは、

歯科衛生士が月に一度でも足を運ぶことにより口腔機能向上支援が図られ、歯科衛生士が月に一度でも足を運ぶことにより口腔機能向上支援が図られ、

高齢者本人のみならず介護職員に対しても摂食機能の訓練、

指導、教育と口腔衛生管理指導支援教育がなされるシステムが構築指導、教育と口腔衛生管理指導支援教育がなされるシステムが構築

加えて平成21 年4 月の介護保険改定においては、

さらに口腔ケアに関して追い風となる「口腔機能維持管理加算」というさらに口腔ケアに関して追い風となる「口腔機能維持管理加算」という

介護サービスが新設

歯科衛生士の責務
月の介護保険改定において、月の介護保険改定において、

介護状態にならないよう予防する、

あるいは介護状態の重度化を予防するといった見地から

介護予防重視型施策が打ち出され、

「口腔機能向上支援サービス」が介護保険の中に新設され、

という文言が介護の領域に明文化されたことは画期的なことでした。という文言が介護の領域に明文化されたことは画期的なことでした。

以来、口腔機能の専門職は歯科衛生士，言語聴覚士，

看護師と理解されることになった現在、看護師と理解されることになった現在、

特養や老健でのデイサービスやデイケアでは、

歯科衛生士が月に一度でも足を運ぶことにより口腔機能向上支援が図られ、歯科衛生士が月に一度でも足を運ぶことにより口腔機能向上支援が図られ、

高齢者本人のみならず介護職員に対しても摂食機能の訓練、

指導、教育と口腔衛生管理指導支援教育がなされるシステムが構築されています。指導、教育と口腔衛生管理指導支援教育がなされるシステムが構築されています。

月の介護保険改定においては、

さらに口腔ケアに関して追い風となる「口腔機能維持管理加算」というさらに口腔ケアに関して追い風となる「口腔機能維持管理加算」という

介護サービスが新設されました。



高齢者施設においての歯科衛生士の役割
介護職員に口腔ケアの必要性や手法について助言する仕組みを制度化したもの介護職員に口腔ケアの必要性や手法について助言する仕組みを制度化したもの

以上のように歯科衛生士が施設に足を踏み入れることによって、

施設利用者の肺炎による入院率が減少したり、

施設全体に活気が出てきたり、

そして介護報酬の増加により施設の運営にも好影響が出ている

歯科衛生士配置の意義が確固たるもの歯科衛生士配置の意義が確固たるもの

歯科診療所勤務の歯科衛生士が、週

そのような施設利用者に摂食機能のアセスメントや口腔ケアを施すことにより、そのような施設利用者に摂食機能のアセスメントや口腔ケアを施すことにより、

摂食機能障害ばかりではなく、

潜在的な要歯科治療を抽出し、それら

歯科医師の適切な介入の機会を与える事が出来ると考えています。歯科医師の適切な介入の機会を与える事が出来ると考えています。

このことは高齢者施設ばかりではなく、

一般病院や在宅でも同様の傾向があり、一般病院や在宅でも同様の傾向があり、

他職種から歯科衛生士に寄せる期待は膨らむ一方

開業医は歯科衛生士を診療所内のみの業務に終始させること

他職種の求めるところへ非常勤、あるいは臨時に配置し、

歯科疾患や口腔機能の向上への貢献に理解

高齢者施設においての歯科衛生士の役割
職員に口腔ケアの必要性や手法について助言する仕組みを制度化したものです。職員に口腔ケアの必要性や手法について助言する仕組みを制度化したものです。

以上のように歯科衛生士が施設に足を踏み入れることによって、

施設利用者の肺炎による入院率が減少したり、

施設全体に活気が出てきたり、

そして介護報酬の増加により施設の運営にも好影響が出ているため、

確固たるものになっています。確固たるものになっています。

歯科診療所勤務の歯科衛生士が、週l 回の半日だけでも

そのような施設利用者に摂食機能のアセスメントや口腔ケアを施すことにより、そのような施設利用者に摂食機能のアセスメントや口腔ケアを施すことにより、

摂食機能障害ばかりではなく、

し、それらが重度化する前に、

を与える事が出来ると考えています。を与える事が出来ると考えています。

このことは高齢者施設ばかりではなく、

一般病院や在宅でも同様の傾向があり、一般病院や在宅でも同様の傾向があり、

他職種から歯科衛生士に寄せる期待は膨らむ一方です。

は歯科衛生士を診療所内のみの業務に終始させることなく、

他職種の求めるところへ非常勤、あるいは臨時に配置し、

歯科疾患や口腔機能の向上への貢献に理解を示して頂きたいと思います。



その点、義歯の咬合力、咀嚼能力ともに天然歯には

義歯を用いることで口腔の機能を維持しようとしていることを考えると、義歯を用いることで口腔の機能を維持しようとしていることを考えると、

義歯治療は“代償的アプローチ

義歯は、まさに歩行障害における杖や車椅子の役割で

また同じ機能障害でも環境が異なれば、また同じ機能障害でも環境が異なれば、

その障害は重度にも軽度にも

咀嚼や嚥下機能が回復しても、咀嚼や嚥下機能が回復しても、

食事の介助者が不在なために経管栄養から離脱できないでいるといった例は、

むしろ大勢を占め、家族による食事介助、もしくは介助者が不在ならば、むしろ大勢を占め、家族による食事介助、もしくは介助者が不在ならば、

患者さんは経管栄養を継続しなければならないで

環境をいかに物的、人的に整備し、社会的資源を活用するかと環境をいかに物的、人的に整備し、社会的資源を活用するかと

摂食・嚥下障害の克服には不可欠で

当然心理的支援は、いつどの場面でも、誰に対しでも共通の問題

全面的に経管栄養であっても、口から摂取する機会が一口だけでも確保できれば、

絶望から抜け出させ、生活意欲を

生きる希望を抱くことが生きる希望を抱くことが

従来の歯科医学の概念に加えて本稿（上田耕一郎著）を当サイトで紹介させて頂きます。

その点、義歯の咬合力、咀嚼能力ともに天然歯には及ばないまでも、

義歯を用いることで口腔の機能を維持しようとしていることを考えると、義歯を用いることで口腔の機能を維持しようとしていることを考えると、

アプローチ”であるとの解釈になります。

は、まさに歩行障害における杖や車椅子の役割であり、

同じ機能障害でも環境が異なれば、同じ機能障害でも環境が異なれば、

その障害は重度にも軽度にもなると考えられます。

や嚥下機能が回復しても、や嚥下機能が回復しても、

食事の介助者が不在なために経管栄養から離脱できないでいるといった例は、

むしろ大勢を占め、家族による食事介助、もしくは介助者が不在ならば、むしろ大勢を占め、家族による食事介助、もしくは介助者が不在ならば、

患者さんは経管栄養を継続しなければならないでいます。

社会的資源を活用するかという事は、社会的資源を活用するかという事は、

摂食・嚥下障害の克服には不可欠であると考えます。

当然心理的支援は、いつどの場面でも、誰に対しでも共通の問題です。

全面的に経管栄養であっても、口から摂取する機会が一口だけでも確保できれば、

意欲を萎えさせないで済ませ、

生きる希望を抱くことができように、生きる希望を抱くことができように、

上田耕一郎著）を当サイトで紹介させて頂きます。



以下加筆なし

上田耕一郎先生の《従来からの歯科医学の概念上田耕一郎先生の《従来からの歯科医学の概念

『治療的、代償的、環境改善的、および心理的と『治療的、代償的、環境改善的、および心理的と
4 つの側面からのアプローチ』

治癒が果たせないからこそ歯科医師としてすべき責務がある

摂食・嚥下障害の分野では、う蝕や義歯治療などのように結果が明瞭な

で、現状維持、あるいは機能低下のスロープで、現状維持、あるいは機能低下のスロープ

いことへの価値観を必要とする。

摂食・礁下リハビリテーションは，開業医として

①できる医療の根幹と言える概念であり手法で①できる医療の根幹と言える概念であり手法で

従来からの歯科医学の概念》に加えたご意見を以下に紹介します。従来からの歯科医学の概念》に加えたご意見を以下に紹介します。

、代償的、環境改善的、および心理的といった、代償的、環境改善的、および心理的といった
』に以下の3項目を加えます。

が果たせないからこそ歯科医師としてすべき責務がある。

義歯治療などのように結果が明瞭なことは稀

維持、あるいは機能低下のスロープをいかに緩めるかといった変わらな維持、あるいは機能低下のスロープをいかに緩めるかといった変わらな

摂食・礁下リハビリテーションは，開業医として，患者さんと最期まで関わることの

の根幹と言える概念であり手法である。の根幹と言える概念であり手法である。



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、
自分でのケアが不十分です。虫歯や歯周病が進んでも、

治療にもかなりの負担がかかります。治療にもかなりの負担がかかります。

なお、75歳を
【口腔機能の低下【口腔機能の低下

呼吸器官と消化器官における機能障害から起こり、
《感染症や窒息死》等で主病は治っても、《感染症や窒息死》等で主病は治っても、

命を落とす事に成っている事は残念に思われます。

身体能力や口腔機能の低下に伴う
これらの弊害を避ける

『訪問口腔ケア』等のプロフェッショナル・ケアが『訪問口腔ケア』等のプロフェッショナル・ケアが
必要になってきます。

☆【周術期】(※全身麻酔での手術前後）の☆【周術期】(※全身麻酔での手術前後）の
療養においても、他に影響を与えますので是非【口腔ケア】への留意が必要になります。

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、
自分でのケアが不十分です。虫歯や歯周病が進んでも、

治療にもかなりの負担がかかります。治療にもかなりの負担がかかります。

歳を過ぎると、
の低下】によりの低下】により

呼吸器官と消化器官における機能障害から起こり、
等で主病は治っても、等で主病は治っても、

命を落とす事に成っている事は残念に思われます。

身体能力や口腔機能の低下に伴う
を避ける為にも、

『訪問口腔ケア』等のプロフェッショナル・ケアが『訪問口腔ケア』等のプロフェッショナル・ケアが
必要になってきます。

全身麻酔での手術前後）の口腔清掃状態は、その後の全身麻酔での手術前後）の口腔清掃状態は、その後の
他に影響を与えますので是非【口腔ケア】への留意が必要になります。



摂食嚥下障害の社会的摂食嚥下障害の社会的
1.摂食嚥下障害の社会的

3

2. 歯科医療従事者が摂食・嚥下機能を診る意義

『ミキサー食・刻み食』に甘んじさせるのか

3. 医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること3. 医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること

「かかりつけ歯科医」の責務

歯科衛生士の責務歯科衛生士の責務
高齢者施設においての歯科衛生士の役割

上田耕一郎先生の《従来からの歯科医学の概念
ご意見を以下に紹介します。

４．『地域包括支援センター

摂食嚥下障害の社会的背景摂食嚥下障害の社会的背景
摂食嚥下障害の社会的背景

歯科医療従事者が摂食・嚥下機能を診る意義

に甘んじさせるのか⁉

医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること医科や介護福祉が歯科医療従事者に求めていること

「かかりつけ歯科医」の責務

高齢者施設においての歯科衛生士の役割

従来からの歯科医学の概念》に加えた
ご意見を以下に紹介します。

地域包括支援センター』の役割



デンタル・ケアプラン（歯科の介護計画）の必要性
口腔ケアのサービス口腔ケアのサービス

要介護高齢者全般のサービス計画立案時
一緒に作成されることが一緒に作成されることが

《口腔ケア
要介護高齢者のサービス計画要介護高齢者のサービス計画

切り離されているもの
日常ケアと同時に提供される日常ケアと同時に提供される

歯科医療関係者だけが口腔ケアを
そのこ事を承知しておかなければならないのは当然です。そのこ事を承知しておかなければならないのは当然です。

日常介護者
主に口腔ケアの提供を行うことになるので主に口腔ケアの提供を行うことになるので

歯科関係者も会議に出席し
日常介護者の理解・協力を得る必要日常介護者の理解・協力を得る必要

承知しておかなければなりません。

デンタル・ケアプラン（歯科の介護計画）の必要性
ケアのサービス計画は、ケアのサービス計画は、

高齢者全般のサービス計画立案時に
に作成されることが望ましい処ですが、に作成されることが望ましい処ですが、

口腔ケア》が
高齢者のサービス計画から高齢者のサービス計画から

切り離されているものではなく、
ケアと同時に提供されるものです。ケアと同時に提供されるものです。

ケアを提供するのではありません。
事を承知しておかなければならないのは当然です。事を承知しておかなければならないのは当然です。

介護者が
に口腔ケアの提供を行うことになるので、に口腔ケアの提供を行うことになるので、

関係者も会議に出席し、
者の理解・協力を得る必要があると事を者の理解・協力を得る必要があると事を

承知しておかなければなりません。



）自立に向ける（自立支援）とは、｢他の支援を受けずにひとりで身を立てること）自立に向ける（自立支援）とは、｢他の支援を受けずにひとりで身を立てること
すが、自立支援は要介護高齢者がより自立
分析し、その欠けた部分を補う支援サービス
自立支援は近年の介護理念の根本を形成するものとされ、効率的かつ効果的な自立支援は近年の介護理念の根本を形成するものとされ、効率的かつ効果的な
サービスの提供には欠かせない理念の一つ

）自立に向けて必要なこと）自立に向けて必要なこと

課題分析（アセスメント）
自立支援に向けたサービス計画（介護計画またはケアプラン）立案には、必ず詳細な

１１１題分析（アセスメント）が必要で、より客観的で、より詳細に、さらにはだれが行っても１１１題分析（アセスメント）が必要で、より客観的で、より詳細に、さらにはだれが行っても
１１１一な結果が得られるような課題分析法を用いることが望まれます
１１１課題分析法は数種類発表されていますが、１１１課題分析法は数種類発表されていますが、
１１１点を抽出することができても、口腔ケアの問題点が抽出された後、
１１１さらに口腔の問題を課題分析する必要があります。

サービス担当者会議（ケアカンファレンスサービス担当者会議（ケアカンファレンス
課題分析を行い、対象である要介護高齢者の問題点（またはニーズ）が抽出されると

１１１支援サービスを担当する関係者がすべて集まり会議を１１１支援サービスを担当する関係者がすべて集まり会議を
１１１内容が決定され、サービス計画（ケアプラン
１１１的、物理的、経済的制約からもほとんど行われていないのが実情

他の支援を受けずにひとりで身を立てること｣（広辞苑）他の支援を受けずにひとりで身を立てること｣（広辞苑）
より自立した生活を送るために、何が欠けているかを

欠けた部分を補う支援サービスを提供することを言います。
支援は近年の介護理念の根本を形成するものとされ、効率的かつ効果的な介護支援は近年の介護理念の根本を形成するものとされ、効率的かつ効果的な介護

理念の一つと言えます。

支援に向けたサービス計画（介護計画またはケアプラン）立案には、必ず詳細な
、より客観的で、より詳細に、さらにはだれが行っても、より客観的で、より詳細に、さらにはだれが行っても

用いることが望まれます。現在全身に対する
分析法は数種類発表されていますが、これらからは全身から各部位における問題分析法は数種類発表されていますが、これらからは全身から各部位における問題

を抽出することができても、口腔ケアの問題点が抽出された後、歯科関係者としては
があります。

サービス担当者会議（ケアカンファレンス）サービス担当者会議（ケアカンファレンス）
分析を行い、対象である要介護高齢者の問題点（またはニーズ）が抽出されると

関係者がすべて集まり会議を行い、この席で支援サービスの関係者がすべて集まり会議を行い、この席で支援サービスの
計画（ケアプラン）が作成されることになっていますが、時間

、物理的、経済的制約からもほとんど行われていないのが実情だと考えられます。



介護サービス計画（介護計画またはケアプラン）
口腔のサービス計画作成における注意点をあげると次のようになります。口腔のサービス計画作成における注意点をあげると次のようになります。

個性別を重視する

ケアプランを作成することの最大の特徴は個別性ケアプランを作成することの最大の特徴は個別性

・施設入所者＝決まったケアではなく、個々の高齢者がもつ

嗜好などを考慮して個別性を重視したケアを選択することが要求されます。嗜好などを考慮して個別性を重視したケアを選択することが要求されます。

できるだけ選択性を設ける

人は自立の方法として自分にあったライフスタイルを選択して生活しています人は自立の方法として自分にあったライフスタイルを選択して生活しています

自立支援には、対象者の選択が可能であるということも重要な要素です。

口腔ケアに関しては、現在のところあまり選択の余地はありません。今後、選択性口腔ケアに関しては、現在のところあまり選択の余地はありません。今後、選択性

もったケア項目の開発が望まれていると言えます

口腔の状況だけでケアプランを立てない口腔の状況だけでケアプランを立てない

要介護高齢者では様々な身体的・精神的状況から口腔ケアの必要性が発生し、齲歯

歯周病などの口腔疾患があるから口腔ケアが必要になるのではなく、身体機能、歯周病などの口腔疾患があるから口腔ケアが必要になるのではなく、身体機能、

機能の低下から口腔機能の維持が困難になっている事も考慮する必要があります。

介護サービス計画（介護計画またはケアプラン）
のサービス計画作成における注意点をあげると次のようになります。のサービス計画作成における注意点をあげると次のようになります。

は個別性の確立であり、疾患＝決まったケアは個別性の確立であり、疾患＝決まったケア

入所者＝決まったケアではなく、個々の高齢者がもつ問題点・社会的背景・性格・

を重視したケアを選択することが要求されます。を重視したケアを選択することが要求されます。

は自立の方法として自分にあったライフスタイルを選択して生活しています。は自立の方法として自分にあったライフスタイルを選択して生活しています。

支援には、対象者の選択が可能であるということも重要な要素です。

ケアに関しては、現在のところあまり選択の余地はありません。今後、選択性をケアに関しては、現在のところあまり選択の余地はありません。今後、選択性を

望まれていると言えます。

高齢者では様々な身体的・精神的状況から口腔ケアの必要性が発生し、齲歯や

あるから口腔ケアが必要になるのではなく、身体機能、精神あるから口腔ケアが必要になるのではなく、身体機能、精神

なっている事も考慮する必要があります。



他のケアとの整合性を図る

要介護高齢者には、口腔ケア以外にも多くのケアを提供しなければなりませんし、他に要介護高齢者には、口腔ケア以外にも多くのケアを提供しなければなりませんし、他に
行われるケアと時間的、作業的に調整し、効率的かつ効果的な口腔ケアを提供できるよ
うに工夫する必要があります。

だれがどんなケアをいつ行うか明確にする

専門職でない介護者が行うこと、訪問看護師などの医療専門職が行うこと、歯科医師、専門職でない介護者が行うこと、訪問看護師などの医療専門職が行うこと、歯科医師、
歯科衛生士が訪問して行うこと、などを明確に分け、いつ、だれが行うかをはっきりさせ
たサービス計画を提示することが好ましいです。歯科専門用語を用いずに、多職種に共たサービス計画を提示することが好ましいです。歯科専門用語を用いずに、多職種に共
通した介護用語を使用してサービス計画を作成することが望まれます。

再評価再評価
サービス計画を作成しその計画通りに口腔ケアが提供されたとしても、提供ケアの見直
し、再評価が行われなければなりません。約し、再評価が行われなければなりません。約
直しとともに行われることを推奨する）再評価を行います。

再評価時に今まで提供してきたケアは十分効果を上げているのか、また新規に再評価時に今まで提供してきたケアは十分効果を上げているのか、また新規に
るケアはないのか削除するケアはないのかも十分検討するようにしたいものと考えます。

要介護高齢者には、口腔ケア以外にも多くのケアを提供しなければなりませんし、他に要介護高齢者には、口腔ケア以外にも多くのケアを提供しなければなりませんし、他に
行われるケアと時間的、作業的に調整し、効率的かつ効果的な口腔ケアを提供できるよ

専門職でない介護者が行うこと、訪問看護師などの医療専門職が行うこと、歯科医師、専門職でない介護者が行うこと、訪問看護師などの医療専門職が行うこと、歯科医師、
歯科衛生士が訪問して行うこと、などを明確に分け、いつ、だれが行うかをはっきりさせ

サービス計画を提示することが好ましいです。歯科専門用語を用いずに、多職種に共サービス計画を提示することが好ましいです。歯科専門用語を用いずに、多職種に共
通した介護用語を使用してサービス計画を作成することが望まれます。

サービス計画を作成しその計画通りに口腔ケアが提供されたとしても、提供ケアの見直
し、再評価が行われなければなりません。約3ヶ月間を目安とし（全体のサービス計画見し、再評価が行われなければなりません。約3ヶ月間を目安とし（全体のサービス計画見
直しとともに行われることを推奨する）再評価を行います。

再評価時に今まで提供してきたケアは十分効果を上げているのか、また新規に導入す再評価時に今まで提供してきたケアは十分効果を上げているのか、また新規に導入す
るケアはないのか削除するケアはないのかも十分検討するようにしたいものと考えます。



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が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

を取り出してして頂ける環境を提供して行きます

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報

を取り出してして頂ける環境を提供して行きます。



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

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⇔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

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、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、
病院側にメリットがないとされている事が

（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にとって、意思が有って（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にとって、意思が有って
【施設基準】が障壁となっていて、【在宅療養者に対する歯科介入】を難しくしてると

考えられる。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
政から認められるとすれば、医科＝歯科連携と歯科診＝診連携の推進は具体性を帯びてくると考えています。政から認められるとすれば、医科＝歯科連携と歯科診＝診連携の推進は具体性を帯びてくると考えています。

在宅療養支援歯科診療所が活性化しない問題点

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ていない。

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ていない。

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。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。

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
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にとって、意思が有って（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にとって、意思が有って
が障壁となっていて、【在宅療養者に対する歯科介入】を難しくしてると

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】が行われる事が行
政から認められるとすれば、医科＝歯科連携と歯科診＝診連携の推進は具体性を帯びてくると考えています。政から認められるとすれば、医科＝歯科連携と歯科診＝診連携の推進は具体性を帯びてくると考えています。



最大の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、
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、

最大の問題点は知られていない事

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。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、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〟

【地域包括ケアと在宅歯科医療【地域包括ケアと在宅歯科医療

進める事につ尽きると考えます。

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敬遠され、

問題点は知られていない事!?

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

・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、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、

在宅歯科医療・口腔ケア〟NET』のサイトを立ち上げました。

地域包括ケアと在宅歯科医療】の啓発を地域包括ケアと在宅歯科医療】の啓発を

尽きると考えます。



歯科治療主体の日常歯科臨床に追われる中で、
以下の四ツの【識】なる‶理念〟の自覚が

そして、【関わり方】にも気迫が足りなかったと反省させられます。そして、【関わり方】にも気迫が足りなかったと反省させられます。

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

歯科治療主体の日常歯科臨床に追われる中で、
の自覚が希薄だったと感じます。

が足りなかったと反省させられます。が足りなかったと反省させられます。

識識
歯科と健康寿命との関係】の認識

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》とする意識社会サービス》とする意識

識識
における職業人としての見識



『在宅療養者の食餌事情にモット注目しましょう
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…、どの様な食材を『どの様な姿勢で…、どの様な食材を

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】、要介護者には
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。

在宅療養者の食餌事情にモット注目しましょう!?』
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。



1



NPO嚥友会
クラウドより種々の情報が提供されます

正常の嚥下運動

食塊の流れが速すぎることによる誤嚥食塊の流れが速すぎることによる誤嚥

食塊の流れが遅すぎることによる誤嚥



【嚥下カンファレンスの為の共通認識】

日常の変化
どのように食べたときにムセが起こる等）を

常に危険と隣り合わせのリハビリですので、
食形態を他の医療者に伝達するため

※ベッドサイドに嚥下連絡表等を明示しておく事が大切です。

○誤嚥性肺炎の徴候や発熱等の医学検査データ
歯援病院）を比較して、

る事等もあります。る事等もあります。

○血液検査と別に体重を家族に計測して貰っておく事は便利です。
行います。そして、嚥下のメカニズムを

再度確認し合ましょう。

【嚥下カンファレンスの為の共通認識】

（どういう状況で何を
必ず報告し合いましょう。

摂食姿勢、食事介助や
他の医療者に伝達するために、

ベッドサイドに嚥下連絡表等を明示しておく事が大切です。

○誤嚥性肺炎の徴候や発熱等の医学検査データ （※主治医と在宅療養
喀痰培養、胸部Ｘ線、ＶＦ・ＶＥを他院に依頼す

る事等もあります。る事等もあります。

○血液検査と別に体重を家族に計測して貰っておく事は便利です。 以上の流れをチームで
参考にして、どこの部分が障害されているかを

再度確認し合ましょう。



早期から行う【口腔ケア
自浄作用を向上させる事が出来、自浄作用を向上させる事が出来、

効果的な摂食の回復を期待する事ができます。
今後は、今後は、

退院・転院後の【口腔機能情報
次につないで行く次につないで行く

（シームレスケア:途切れのないケア）
地域連携が重要となります。地域連携が重要となります。

高齢者肺炎は、
再発を繰り返すこと、再発を繰り返すこと、

治療抵抗性があること、
基礎疾患を有する例が多いことから、基礎疾患を有する例が多いことから、

治療から予防（高齢者の口腔衛生の向上）へ
踏み込んで対処することが踏み込んで対処することが

重要だと考えられます。

口腔ケア】により、
自浄作用を向上させる事が出来、自浄作用を向上させる事が出来、

効果的な摂食の回復を期待する事ができます。
今後は、今後は、

口腔機能情報】を把握して、
次につないで行く次につないで行く

途切れのないケア）
地域連携が重要となります。地域連携が重要となります。

高齢者肺炎は、
再発を繰り返すこと、再発を繰り返すこと、

治療抵抗性があること、
基礎疾患を有する例が多いことから、基礎疾患を有する例が多いことから、

治療から予防（高齢者の口腔衛生の向上）へ
踏み込んで対処することが踏み込んで対処することが

重要だと考えられます。



摂食・嚥下障害とは上記の一連の流れのどこかに、
障害ですので、障害ですので、
断を下すことは難しい事です。
せながら問題点をせながら問題点を

ります。

《参考資料：摂食・嚥下障害を疑うべき患者》《参考資料：摂食・嚥下障害を疑うべき患者》
い方：不適合の義歯や動揺している歯があり、咀嚼に問題
題があるか、送り込み、食形態に問題がある方。

２、摂食不良：摂食量が今までの７割に満たない事が続いたり義歯等を入れてない方。

３、食事中によくむせる、口が渇く、喉の違和感やガラガラ声等の症状がある方。３、食事中によくむせる、口が渇く、喉の違和感やガラガラ声等の症状がある方。

４、食後、痰がよくからんだり、弱い咳続く方。

５、肺炎の既往があり、よく発熱する（誤嚥性肺炎の繰り返しの疑い）方。５、肺炎の既往があり、よく発熱する（誤嚥性肺炎の繰り返しの疑い）方。

６、絶食している期間が長い方や、高齢者の方。

７、清掃不良の為、歯肉増殖や食べかすの食い込みがあり、食事時に、入れ歯７、清掃不良の為、歯肉増殖や食べかすの食い込みがあり、食事時に、入れ歯

が当たり食が進まない（※多数歯残存者や残根状態か冠脱落者）。

摂食・嚥下障害とは上記の一連の流れのどこかに、 問題が生じて起こる
初診で診初診で診

リハビリを進行さ
他職種と共に整理して行く必要があ他職種と共に整理して行く必要があ

ります。

《参考資料：摂食・嚥下障害を疑うべき患者》 １、食事時間が異常に長《参考資料：摂食・嚥下障害を疑うべき患者》 １、食事時間が異常に長
い方：不適合の義歯や動揺している歯があり、咀嚼に問題 １１がある。または、食物の認知に問

２、摂食不良：摂食量が今までの７割に満たない事が続いたり義歯等を入れてない方。

３、食事中によくむせる、口が渇く、喉の違和感やガラガラ声等の症状がある方。３、食事中によくむせる、口が渇く、喉の違和感やガラガラ声等の症状がある方。

５、肺炎の既往があり、よく発熱する（誤嚥性肺炎の繰り返しの疑い）方。５、肺炎の既往があり、よく発熱する（誤嚥性肺炎の繰り返しの疑い）方。

７、清掃不良の為、歯肉増殖や食べかすの食い込みがあり、食事時に、入れ歯７、清掃不良の為、歯肉増殖や食べかすの食い込みがあり、食事時に、入れ歯

多数歯残存者や残根状態か冠脱落者）。



歯と口の機能と治療管理

、全身事情

治療中の疾患 □ なし □ あり（疾患名：治療中の疾患 □ なし □ あり（疾患名：

服薬 □ なし □ あり（薬剤名：

肺炎の既往 □ なし □ あり □繰り返しあり肺炎の既往 □ なし □ あり □繰り返しあり

低栄養リスク □ なし □ あり □不明

（体重の変化等）

食事形態 □ 普通食 □ 介護食食事形態 □ 普通食 □ 介護食

２、口腔機能の状態

咀嚼機能 □ 良好 □ 普通 □咀嚼機能 □ 良好 □ 普通 □

摂食・嚥下機能 □ 良好 □ 普通 □

発音機能 □ 良好 □ 普通 □

あり（疾患名： ）あり（疾患名： ）

あり（薬剤名： ）

□繰り返しあり□繰り返しあり

□不明

介護食 □ 非経口介護食 □ 非経口

□ 不調□ 不調

□ 不調

□ 不調



歯と口の状態

清掃の状況清掃の状況
口腔乾燥
むし歯むし歯
治療の緊急性
歯周疾患歯周疾患
治療の緊急性
口腔軟組織疾患口腔軟組織疾患
治療の緊急性
義歯の使用状況 上顎義歯の使用状況 上顎
１１１１ 下顎

噛み合わせの安定 （片側・両側）
１１１１１１ １１１１１１１ １
義歯製作(修理等)の必要性

□良好 □不良 □著しく不良□良好 □不良 □著しく不良
□なし □ 軽度 □ 重度
□ なし □ あり□ なし □ あり
□ なし □ あり
□ なし □ あり□ なし □ あり
□ なし □ あり
□ なし □ あり□ なし □ あり
□なし □ あり
□なし □あり １１１１１１１１１□なし □あり １１１１１１１１１
□なし □あり

（片側・両側） １１１１１１１１１１１
１□ なし □あり１□ なし □あり
□ なし □ あり



訪問口腔ケアにおける歯科医師

歯科医師歯科医師

１、原疾患、バイタルサインの安定の確認１、原疾患、バイタルサインの安定の確認

２、う蝕・歯周病・義歯等の口腔
プログラム案立プログラム案立

３、摂食・嚥下障害の程度（藤島３、摂食・嚥下障害の程度（藤島

歯科衛生士歯科衛生士

口腔ケア時に嚥下評価の変化を歯科医師に報告をする。口腔ケア時に嚥下評価の変化を歯科医師に報告をする。
１ 歯科医師は必要に応じて、

他職種に伝達をするか２次医療機関（ＶＦ・ＶＥ設置機関等）に他職種に伝達をするか２次医療機関（ＶＦ・ＶＥ設置機関等）に
紹介する。

歯科医師と歯科衛生士の役割

歯科医師歯科医師

１、原疾患、バイタルサインの安定の確認１、原疾患、バイタルサインの安定の確認

口腔の問題点に関する咀嚼回復 1

程度（藤島のグレード）の判定程度（藤島のグレード）の判定

歯科衛生士歯科衛生士

口腔ケア時に嚥下評価の変化を歯科医師に報告をする。１１１１１１口腔ケア時に嚥下評価の変化を歯科医師に報告をする。１１１１１１
歯科医師は必要に応じて、

他職種に伝達をするか２次医療機関（ＶＦ・ＶＥ設置機関等）に他職種に伝達をするか２次医療機関（ＶＦ・ＶＥ設置機関等）に
紹介する。



摂食・嚥下障害の程度（藤島のグレード）

【重症】 Gr1：嚥下困難・不能、嚥下反射が起きない

Gr2：誤嚥があり、口腔ケアと基礎訓練のみの適応

Gr3：条件が整えば誤嚥は減り摂食訓練が可能Gr3：条件が整えば誤嚥は減り摂食訓練が可能

【中等症】Gr4：楽しみとしての摂食は可能（非経口）【中等症】Gr4：楽しみとしての摂食は可能（非経口）

Gr5：一部（1～２食）は 経口摂取が可能

Gr6：３食とも経口可能であるが補助栄養必要

【軽症】 Gr7：嚥下食で、３食とも経口摂取可能

Gr8：特別なもの以外３食とも経口摂取可能Gr8：特別なもの以外３食とも経口摂取可能

Gr9：普通食可能であるが、観察と指導が必要

摂食・嚥下障害の程度（藤島のグレード）

嚥下困難・不能、嚥下反射が起きない

誤嚥があり、口腔ケアと基礎訓練のみの適応

条件が整えば誤嚥は減り摂食訓練が可能条件が整えば誤嚥は減り摂食訓練が可能

楽しみとしての摂食は可能（非経口）楽しみとしての摂食は可能（非経口）

経口摂取が可能

食とも経口可能であるが補助栄養必要

嚥下食で、３食とも経口摂取可能

特別なもの以外３食とも経口摂取可能特別なもの以外３食とも経口摂取可能

普通食可能であるが、観察と指導が必要



摂食・嚥下機能評価

現在の食形態と食事について現在の食形態と食事について
食形態・食欲・食事量や体重の減少・窒息の既往・食事の時間と疲労度等の変化

日常の口腔ケアについて日常の口腔ケアについて

姿勢
ギャッチアップ・腰や足底の安定・頚部前屈・口腔内麻痺側の確認

摂食状態の聞き取り摂食状態の聞き取り
ムセ・痰のからみ・口内残留・口渇・声の変化・呼吸の音障害（パンダのたからも

のやパタカラの発声・

平熱より１度以上
のどにつまる・食べこぼし等の

構発熱
毎回の体温測定あるいは聞き取り）、肺炎、脱水の徴候喉の違和感や痰の量の増加毎回の体温測定あるいは聞き取り）、肺炎、脱水の徴候喉の違和感や痰の量の増加

必要に応じて反復唾液嚥下テスト（

摂食・嚥下機能評価

現在の食形態と食事について現在の食形態と食事について
食形態・食欲・食事量や体重の減少・窒息の既往・食事の時間と疲労度等の変化

日常の口腔ケアについて日常の口腔ケアについて

姿勢
ギャッチアップ・腰や足底の安定・頚部前屈・口腔内麻痺側の確認

摂食状態の聞き取り摂食状態の聞き取り
ムセ・痰のからみ・口内残留・口渇・声の変化・呼吸の音障害（パンダのたからも

のやパタカラの発声・

平熱より１度以上の変化
・食べこぼし等のチェック

構発熱
毎回の体温測定あるいは聞き取り）、肺炎、脱水の徴候喉の違和感や痰の量の増加毎回の体温測定あるいは聞き取り）、肺炎、脱水の徴候喉の違和感や痰の量の増加

必要に応じて反復唾液嚥下テスト（RSST）あるいは改訂水飲みテスト


