令和３年度 大分市在宅医療・介護連携推進事業
第２回 在宅医療と介護に関する研修会

歯科医師・歯科衛生士が多職種に伝えたい『口腔ケア』
報告書（全文）
１

日

時 第 1 弾 講話視聴：令和３年１２月２４日(金)～令和４年１月３１日(月)
第２弾 グループワーク：令和４年 1 月２６日（水）１９：００～２０：１５

２

開催方法 オンライン研修（第１弾 YouTube 限定配信、第２弾 Zoom）

３

内

容 第１弾

講話視聴
講話１．
「ここちよい人生のために ～多職種で取組む口腔ケア～」
講師
けんせい歯科クリニック 歯科医師 後藤 芳枝 先生
講話２．
「口腔ケアの実践」
講師
社会医療法人三愛会 介護老人保健施設 わさだケアセンター
歯科衛生士 吉村 五月 氏

第２弾 グループワーク
テーマ①口腔ケアや歯科に関することで聞きたかったことや、困っていることを歯科医師・
歯科衛生士に質問してみましょう。
テーマ②歯科と多職種が連携するためにどのような情報や、手段が必要と思われますか。

４ 参加者数と職種

172 名

（第 1 弾参加申込み：137 名 第 2 弾参加者：35 名）

※ 第 1 弾は講話視聴申込み者数。 第 2 弾は講話視聴のうえ、1 月 26 日開催のグループワーク参加者数

●参加者（職業別）
医師
歯科医師
薬剤師
看護師
保健師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
歯科衛生士
介護支援専門員
社会福祉士
介護福祉士
ホームヘルパー
医療機関関係者
介護事業所関係者
その他
未記入
合計

５
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動画視聴回数（公開期間
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10
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第2弾

医師
歯科医師
薬剤師
看護師
保健師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
歯科衛生士
介護支援専門員
社会福祉士
介護福祉士
ホームヘルパー
医療機関関係者
介護事業所関係者
その他
未記入
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講話１．「ここちよい人生のために ～多職種で取組む口腔ケア～」
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アンケート集計結果

第1弾
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問１. 研修会動画はいかがでしたか [回答：５０名]
よく理解できた

３３名

まあまあ理解できた

１６名

あまり理解できなかった

０名

理解できなかった

０名

無回答

１名

無回答
まあまあ理解できた

研修会動画の感想・ご意見
・口腔ケアの重要性について理解できた【医師】
・口腔ケアの大事さがよくわかりました。口腔マッサージは難しそうでした。【医師】
・褥瘡や排尿排便コントロールが大変と思っていましたが、口腔ケアがこんなにも重要なのですね【医師】
・口腔ケアの必要性を強く感じました。【ホームヘルパー】
・口腔ケアの必要性がよく分かった。【介護支援専門員】
・口腔ケアの大切さを改めて理解する事が出来て良かった。【介護支援専門員】
・口腔ケアの大切さがよくわかりました。【介護事業所関係者】
・非常にわかりやすかった。【歯科医師】
・よく作られていて、わかりやすかったです。【介護支援専門員】
・わかりやすかったです【言語聴覚士】
・とても丁寧な動画で良かったです。【介護福祉士】
・ケアの仕方 良くわかりました。【薬剤師】
・実際に動画でケアの様子を見せてもらえて分かりやすかった。【保健師】
・口腔ケアの大切さは今までの学習で学んでいたが今回の動画で再認識しました。口腔ケアの実践がわかりやすか
った。【介護支援専門員】
・薬剤師は基本、口の中まで見る事がないので、口の中がカピカピ、汚い、痰がこびりついてるなど看護師さんが言う
事を耳にしていましたが、研修会動画でどういう状態なのかがよく分かり勉強になりました。【薬剤師】
・具体的な例を映像付きでお話いただき、簡潔で分かりやすくとても参考になりました。研修の担当者、講師の皆様あ
りがとうございました。【介護支援専門員】
・動画は実物を見ながらの説明で理解しやすかった。【介護福祉士】
・高齢者の口腔内の健康を保つことは健康寿命に深く関係している事が理解出来ました。【看護師】
・後藤先生のお話を聞かせていただき、改めて口腔ケアの重要性を再認識し、高齢の方のみならず歯科に何らかの
異常を感じている人は定期的な歯科受診が必要な事が理解できました。 半年に 1 度かせめて 1 年に 1 度の口腔
ケアを実施して健康な老後を送りたいと考えました。【介護支援専門員】
・歯周病を放っておくのは誤嚥性肺炎の原因に繋がるというのは知っていましたが、他にも認知症や糖尿病、脳卒中
になりやすいというのは知らなかったので驚きました。【介護支援専門員】
・口腔機能の維持が健康維持に繋がり、自立した生活を送るためには欠かせないものだと改めて感じた。口腔内の状
態も気をかけるようにし、訪問先の高齢者やご家族にも伝えていければと思う。【介護支援専門員】
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・実際のケア場面の動画と自分が行っているケアの方法との比較ができ、とても参考になりました。【言語聴覚士】
・口腔の重要さが改めて良くわかりました。口腔、歯周病に伴ない複数の疾患につながる部分は数字での説明があり
今後の利用者さんへのお伝えの際役立ちます。【介護支援専門員】
・口腔衛生は大切ですね、歯科衛生士さんの動画で片麻痺の方のお顔の状況が 5 か月後に大きく改善されているの
には感動しました。【介護支援専門員】
・OHAT の評価用紙活用していきたいと思います。【介護支援専門員】
・わかりやすく、1 回のケアに要する時間もわかり、サービス導入の参考になりました。【介護支援専門員】
・口の中に関心を持つこと(多職種連携）がとても大切だと感じました。OHAT 評価用紙を用いて評価することで適
切なタイミングで歯科へつなぐことができることがわかりました。【介護支援専門員】
・歯周病が原因かもしれない慢性疾患の方がいた。歯周病の治療と共に血液検査の数値も安定した。口腔内の状態
と心身の状態はとても関係があると再確認できた。【介護支援専門員】
・アセスメント等をどのような視点からとるとよいかがわかりやすかった。細かく聞きとれないこともあるので今後の参
考にしたい。【介護支援専門員】
・口腔内のケアが様々な病気、健康と密な関りがある事がよく理解できました。【介護福祉士】
・歯周病の方は多くいる中で、生命に直結する病気を引き起こす原因になりやすい事に戸惑いました。口腔ケアが大
切ということは理解していたつもりでしたが甘かったと痛感。ヘルパーなのですが介入できる所はしていきたい。【介
護福祉士】
・口腔ケアをする意味（口の中の細菌、汚れを除く肺炎に対する予防、口腔ケアをしないと口の中の最近が増え誤嚥
性肺炎となる。）を改めて勉強になりました。全身の健康維持に繋がる。【介護福祉士】
・歯科衛生士による口腔ケアの実地動画は大変良く出来ていると思います。せっかくの動画が一部にしか供覧できな
いことは勿体無いと思います。もっとオープンに供覧すべきです【医師】
・わかりやすい動画なので口腔ケアに携わる機会のある方に是非見ていただきたいです。【歯科衛生士】
・口腔状態の確認や、その後の対応は難しいですが、歯科受診を勧めることから始めてみます。【薬剤師】
・歯科医師の方の歯周病からあらゆる疾患につながる話はわかりやすく、高齢者にも伝えやすいと思いました。口腔
ケアの話はとても参考になりましたが、予防の段階の高齢者（自身で口腔ケアを行う方）へのアプローチ方法も知り
たいと思いました。【介護支援専門員】

問２．口腔に関することで困っていることなどがあれば、お聞かせください。
・歯科医院から医科に診療情報提供、XP、CT などの提供なく、紹介されてくる【医師】
・義歯調整をずっと(半年以上）続けている人に対して、ケアマネは他サービスとどう連携していくとよいのか？（食事形態を
変えたほうがいいのかなど）【介護支援専門員】
・サ高住のため、介入が難しい。【介護支援専門員】
・歯科診療は長期間（数ヵ月）にわたることもあるので、促しても受診につながらない。【介護支援専門員】
・訪問歯科診療を依頼した方がいいと思っても、本人、家族の理解がなかなか得られない時。【介護支援専門員】
・現在、マスク生活となり、利用者様のお口の中を見にくくなりました。 歯科受診が必要だと感じる方に言った方が良いとお
伝えしてもなかなかつながりません。「どうせ、行っても治らんけん。」「入れ歯しても意味がない。」など言われるとそれ以
上言えなくなってしまいます。【保健師】
・見せてもらえないことが一番多いです。【介護支援専門員】
・口腔ケア介助に拒否がある方の支援方法【介護支援専門員】
・口腔ケアに拒否が強い、もしくは口腔ケアの習慣が着きづらい人への対応【言語聴覚士】
・口腔内を見ることを拒否される方の対応が難しいです。【介護事業所関係者】
・認知症などで意思疎通が図れず、開口してくれない対象者の口腔ケアに苦慮することが多いようです。【介護支援専門
員】
・甘いものを食べてむし歯(歯磨きをしているが)ができる。歯磨きの時間が短いのかと思います。【介護福祉士】
・歯の磨き方 1 つとっても、その方の長年の習慣もあり改善しにくい点があること。【介護支援専門員】
・口腔ケアの出来てない人が多いが、どこまで介入してよいのか線引きが困る。【ホームヘルパー】
・口腔ケアができているかどうかの判断が自分ではできないことがあるので、気をつけておく視点をわかりやすく伝えてもら
えるとありがたいです。【介護支援専門員】
・歯磨き(口腔ケア)がご自分に合った方法でなされてない方が多く、声かけのみで指導まで出来ていない。ケアマネへ報告
し連携していくことが大切。【介護支援専門員】
・施設の性質上、一人一人に応じたケアができていない。口臭のひどい人が見受けられる。【介護福祉士】
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・施設で認知症の方や経管栄養の方など自分で歯磨きができない方は職員が介助でケアをしてくれるが、自分で歯磨きが
出来るが全くきれいになっていない方の口腔内が放置されている事【歯科衛生士】
・ケアマネジャーとして日々モニタリング訪問や、施設入居されている方へは施設職員より依頼を受けて訪問歯科にて治療
を依頼するのですが、入居されている方に対しては職員さんに頼り、在宅の方は口腔内の話題はできるが口腔内の状況
まで把握するのが難しい。【介護支援専門員】
・義歯を外すと、その後使用せず歯茎で食事をする事が増える事。義歯の洗浄方法（歯磨き粉はつける？入れ歯洗浄剤の
み？歯ブラシのみ？）等【介護支援専門員】
・義歯作成後に合わないから使わない、痛いから使わないと言われることがあり、その為に義歯が合わなくなり、「食欲がな
い、体調不良でデイに行かない」等の不調をきたす為にどうしたらいいのか困っています。【介護福祉士】
・若い時にインプラントを行っていたが、歯肉が悪くなりインプラントを取ることになり総入れ歯になった方がいました。インプ
ラントの方の手入れの仕方や義歯に入れ替わった時の注意点があれば教えてほしい。【看護師】
・歯肉が痩せて行く時に、インプラントをしている場合は今後どのようなケアが必要なのかしりたい。【介護支援専門員】
・常に開口して口腔内が乾燥している方（特に胃瘻造設者）への対応に苦慮しています。ネブライザーを使用しますが、特に
冬場は乾燥が強く痰吸引に苦労します【医師】
・回復期、療養病棟の歯科衛生士です。寝たきりで覚醒の低い状態の患者様の不随運動や咬反射、常時みられる歯ぎしり
等で発生する口唇、粘膜の咬傷や歯の動揺、破折に困っています。【歯科衛生士】
・歯科衛生士と歯科医に相談できる環境なので、その都度解決できています。【言語聴覚士】

問３-(1)．歯科医師・歯科衛生士の方にお尋ねします。
どのような時に歯科につないで欲しいですか。また、どのように歯科医院を選んで欲しいですか。
・入れ歯の調整、修理等簡単な治療なら出来ますが 歯を削って神経を取る等エアータービンが必要な場合往診専
門の歯科医院に頼んでもらっています。【歯科医師】
・歯科のかかりつけ医がいて、通院していた方が何らかの理由で要介護状態となり、在宅に切り替わるその時に、歯
科の主治医に連絡して頂けると良いと思います。 通院している自分のかかりつけ歯科の先生に、もし、通院できな
くなった時に歯科の往診を考えて頂けるのかを事前に聞いて、対処できるかどうか。また訪問歯科が出来ない場合
でも専門の訪問歯科の先生に連係してもらえるか等も大切な事ではと思います。 しかし、歯科を選ぶ時に訪問歯
科治療までしてくれますか？と聞きにくいとは思いますし、患者さん自身が将来在宅になるなんて考えていないので
はないでしょうか？【歯科医師】
・日常の口腔ケアが様々な理由で困難な状況の方。 急変での入院等で口腔ケアが十分に受けられず、その後退院
や自宅療養になった時など 。高齢者医療、ターミナルケアに知識のある歯科医師がいる歯科医院。通院していた頃
のかかりつけ歯科【歯科衛生士】
・食事を急に摂取しなくなった場合などは口腔内に原因がある場合があるのでそのような時。義歯を装着して終わり
ではなく、その義歯を使って食事が食べられるようになるまで責任を持って見てくれる歯科医院を選んでもらいたい
です。【歯科衛生士】
・かかりつけ歯科医による定期検診【歯科医師】

問３-(2)．歯科医師・歯科衛生士以外の専門職の方にお尋ねします。
① 歯科の介入が必要だと思うタイミングはどんな時ですか。
・痛みが有る、うまく咀嚼できない、誤嚥性肺炎を起こしやすいなど、何か問題があれば速やかに歯科につなげるよう心が
けています。【介護支援専門員】
・口腔内の炎症を発見した時や義歯の不適合がある場合など。【言語聴覚士】
・歯の痛みがある時。義歯が合わないと言われた時。【保健師】
・歯や歯肉の痛みを訴えた時に、歯科医院を勧めています。【介護福祉士】
・現在積極的な介入はできてないですが、訴えがある時は住所や資源リストを参考に選んでいます。【介護支援専門員】
・自分から必要だと伝える機会は少ないかもしれない。歯の調子が悪いという時に介入を相談するケースが多い。【介護支
援専門員】
・痛みの訴えがあった時、年齢とともに歯が抜けていく。【介護福祉士】
・利用者が歯科受診を希望した時。【介護支援専門員】
・入れ歯が合わない、食べ物が噛めないので美味しくないなどの訴えがある時。【薬剤師】
・施設では、ご本人の自覚（痛みなど）があればケアマネに相談し歯科につないでもらっています。【介護事業所関係者】
・本人からの訴え、口臭がある時。【介護支援専門員】
・口腔内、歯の痛みの際。【介護支援専門員】
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・歯肉の腫脹、発赤がある時。【医師】
・食欲不振が続いた時、義歯が合わなくなってきた時。【ホームヘルパー】
・食事量減少、義歯があわない時、口内炎ができた時。【介護福祉士】
・食事を急に摂取しなくなった場合などは口腔内に原因がある場合があるのでそのような時。【歯科衛生士】
・口腔内に異常があるとき。摂食が上手くいかなくなった時【介護支援専門員】
・①食事が食べられなくなってきた時 ②歯が汚れており、歯科にかかっていない時 ③入れ歯が合わなくなっている時
【介護支援専門員】
・高齢者さんに食欲の減退が出てきた時は要注意と心がけています。もちろん、歯痛や歯のぐらつきがある時もお願いしま
す。【介護支援専門員】
・食事量が急に減り（痛いと言えない）内科的には問題ない場合、訪問してもらい治療が必要な原因があるかを確認しても
らいます。【介護支援専門員】

②

歯科に介入を求める場合、どのように歯科医院を選んでいますか。

・誤嚥性肺炎を繰り返す人や、口臭がある方は歯科に繋いで欲しいです。【介護支援専門員】
・心身の状態に影響が出る前に気づきつないでほしい。【介護支援専門員】
・利用者さん本人や家族が歯科に対して必要性をあまり感じていない場合【介護支援専門員】
・歯科医院への通院が難しく(1 人で受診できない、自身で判断できないなど)受診のきっかけやタイミングが合わな
いと難しい。【介護支援専門員】
・支援時に利用者さんの口臭に注意をする、口腔ケア用具を確認する、出来ていない時が介入タイミング。【介護支援
専門員】
・口角から唾液が出やすくなっている状態や、水分を取っているのに乾燥しやすい、口臭が気になる方、食事が固くて
食べられない等の入居者がいる際は歯科との連携が取りやすい環境だったらと思う。【介護福祉士】
・高齢になると唾液が出る量が少なくなり、嚥下機能も低下してくるので、口腔機能訓練、マッサージが歯科の介入が
必要だと思うタイミングだと思います。【介護福祉士】
・歯磨きをしていて、しみたと感じた時。【ホームヘルパー】
・歯や歯肉等、口腔内に痛みがある時や義歯が合わなくなり、義歯をつけずに食事をしている時、自歯がとれた時に
介入が必要と思う。【介護支援専門員】
・まずはかかりつけ歯科医がないか確認。ない場合は行ったことがある歯科医を確認。なければ、本人様が通える歯
科医院を紹介。それ以外に歯科を選ぶ基準が分かりません。【保健師】
・患者の話に耳を傾け、ちゃんと説明をしてくれる歯科医師のいる歯科医院を選んで欲しい。【介護支援専門員】
・訪問診療もしてくれる歯科医院。【薬剤師】
・義歯を装着して終わりではなく、その義歯を使って食事が食べられるようになるまで責任を持って見てくれる歯科医
院を選んでもらいたいです【歯科衛生士】
・治療の内容が高齢者でもわかるように説明して下さる歯科【薬剤師】
・自分で通えない方が多くなり訪問歯科医を選ぶことが多くなっています。自分で行ける方も正直、歯科医の治療内
容などでなく通い易さで選ぶのが現実だと思います。【介護支援専門員】
・義歯を紛失した時や合わなくなった時に食事形態を変更し食が細くなった時。要介護の方は他疾患もあり歯科は後
回しになったりすることがある。又かかりつけの歯科の階段が上がれない相談やかかりつけ医が閉鎖した時に良い
歯科はないかとの質問があるがわからない。また義歯が合うまでに数回の受診が必要になると諦める方もいるので
受診しやすい歯科が良いです。高齢者に紹介できる専門の歯科があれば教えてほしい。【看護師】
・訪問歯科導入をおこなっても、どこまで治療するのか（悪い所のみ、全体的に、定期のメンテナンスまで等々）ありま
すが、本人の要望が、判断ができるとわかりやすい。【介護支援専門員】
・歯科の介入の必要性や治療方針、内容を本人にわかりやすく説明してくださる医院を選んでいる。【介護支援専門
員】
・歯科は家族が連れていく際はスロープのある場所。訪問診察できる所。【介護支援専門員】
・かかりつけ歯科医。【医師】
・訪問の歯科医院さんに依頼することがほとんどです。【介護支援専門員】
・現在の施設では最寄りの歯科か、入居者のかかりつけ医を選んでいる状態です。【介護福祉士】
・ご本人が希望する医院、希望がなければ近い所の医院を紹介しています。【介護支援専門員】
・歯科医院選びは本人希望が優先で、聞かれれば近い所を伝える。【介護支援専門員】
・歯科医院は現在かかりつけの歯科や、施設に来ている歯科などで選ぶ。【介護福祉士】
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・ネットや近所の意見を聞いた歯科医院を選んでいる。【ホームヘルパー】
・歯科選定は利用者の希望、家から近いをベースにし、特に希望がなければ、まだ顔なじみの歯科がないので紹介会
社に相談しています。【介護支援専門員】
・説明をきちんとしてくれるところを気にして選ばせてもらっている。【介護支援専門員】
・自歯がとれた時に介入が必要と思う。歯科医師や歯科衛生士さんと顔なじみとなり信頼関係が出来ているお願いし
ている。【介護支援専門員】
・私は元歯科医師で現在は耳鼻科医師ですが、歯科も医科との連携をしっかりすべきです【医師】

問４．今後の研修内容についてご意見ご要望等があれば、お聞かせください。
・コロナ禍のための配信での研修ですが、研修に参加する時間を確保するのにも苦慮する医療・福祉関係者のため
に、配信型の研修も継続していただけると幸いです。【介護支援専門員】
・どんな事でも 知りたいので 内容はお任せします。【薬剤師】
・咬反射が強いケースや、歯に乾燥した痰が付着し剥がしにくいケースなど、難しい口腔ケアを衛生士さんが実際に
行っている動画が見たいです。【言語聴覚士】
・大分市内の医科歯科連携のツールや書類などがあれば教えて欲しい。歯科介護連携で上手くいっている所の情報
があれば教えて欲しい。 ・訪問看護師さんがケアマネに求めることなどを教えてもらえると良いなと思います。【保
健師】
・看取りについて【介護事業所関係者】
・忙しい介護の現場で他職種の方が口腔ケアをすることは大変だし、本当に難しい事だと思います。ですから、歯科
衛生士が他職種の方々に口腔内ケアの実践指導をするような取り組みを定期的にすると良いと思います。【歯科医
師】
・ヘルパー施設での介入が厳しい状況での最低限口腔に関する注意点や観察点等があれば視聴したいです。【介護
福祉士】
・入れ歯の方が多く、洗浄の仕方や入れ歯安定剤のつけ方や量が知りたい。【介護支援専門員】
・認知症の方の対応を勉強したいです。【介護福祉士】
・歯科医や歯科衛生士さんに話を聞けてよかったです。今後も今回のようなディスカッションがいいです。【介護支援
専門員】
・多職種で意見交換できる多くとっていきたい。医師、看護師との連携は在宅では比較的うまくいっているが、歯科医
師等と関わる機会が増えたらと思います。【介護支援専門員】

第２弾

回答者２０名（内訳）
7

介護支援専門員
歯科衛生士
理学療法士
保健師
歯科医師
医師

5
1
1
5
1
0

1

2

3

4

5

6

7

問１. 本日の研修会（グループワーク）はいかがでしたか [回答：２０名]
参加して良かった

19 名

普通

1名

不満

0名

1

19

・参加させていただき大変有意義な時間となりました。ありがとうございました。【歯科医師】
・議論が弾み時間が足りなかった。顔の見える関係性づくりを今後も進めて欲しい。【介護支援専門員】
・直接、歯科医や歯科衛生士と話ができ、疑問が氷解した。悩みもあり、顔の見える関係性ができた。【医師】
・歯科と医科、介護の連携がスムーズにできるシステムが必要なのかと思いました。【歯科衛生士】
5

8

・2 グループでした。山岡先生からのたいへん率直なご質問をいただき、3 名の歯科医師がそれぞれの立場からお答
えをするというような形でとてもスムーズな和やかな意見交換をさせていただけたと思います。今後ケアマネさんや
介護の現場の方たちの参加もいただけると、地域包括ケア、多職種連携が顔の見える、地に足のついたものになる
だろうという嬉しい予感がしました。ありがとうございました。【歯科医師】
・多職種の意見を聞けて良かったです。【歯科衛生士】
・また、開催お願いします【歯科医師】
・歯科医師、他職種の貴重な意見が聞けたと共に日頃の職務時に感じていた疑問点も聞くことが出来たのでよかっ
たですが、歯科衛生士として日頃の口腔ケアを主にしている看護師や介護士の参加がなかった事が残念でした、現
場での率直な意見が聞きたかったです。【歯科衛生士】
・2 のテーマで話し合うなら妥当だが、1 の話をするには参加人員に偏りがある様に思われた【歯科医師】
・グループワークの時間がもっと欲しいと思いました。【保健師】
・歯科医師の先生方も、施設に入った患者さんへの介入が難しいという問題を知ることができ、より連携の大切さを
感じました。義歯や口腔ケアについても介護の分野において質問やお話を聞くことができたので有意義な時間とな
りました。またこのような機会や勉強できる場がありましたらとてもありがたいです。【理学療法士】
・在宅側の出席が少なくてちょっと残念に思いました。口腔はもっと浸透していると思っていたのでもっと研修とか顔
を合わせられる機会が増えるとよいと思いました。【介護支援専門員】
・残念なことは歯科の先生が 20 年前と変わらないこと。歯科訪問での歯科衛生士の口腔ケアや、指導が受けられる
ことご存じかなと思います。【歯科衛生士】
・直接、歯科医の先生のお話が聞けて良かったと思います。【介護支援専門員】
・口腔内を見る視点や、歯科医師の考えがわかり良かった。【介護支援専門員】
・歯科の先生からの熱い思い、主治医としての立場、口腔ケアの重要性が少し理解できた。口腔ケアについての知識
を深めたい。口腔内のどこに気を付けたら良いか等、もう少し話が聞きたかった。時間が足りなかった。【介護支援
専門員】
・Dr.と直接話ができて良かったです。できれば通所サービスの人も交えてデイでの口腔ケアの現状も話して見たか
ったです。【介護支援専門員】
・ケアマネさんの参加が少なかったので日頃からどう関わっているのか、もう少しいろいろな方からのはも聞きたかっ
たです。歯科医師や Dr.とも直接話をする機会もでき大変よかったです。【介護支援専門員】
・歯科の他の先生の熱い思いが聞けて良かった。具体的にどんな時に連携するのか、連携体制をどう作るかなどの組
織作りができればと思いました。【歯科医師】
・もう少し時間があればよかったと思いました。他職種の方々のご意見が聞けてよかったと思いました。【歯科衛生
士】

問２．今後の研修会で学びたいテーマや開催方法（会場・WEB 研修、グループワーク等）についてご希望・
ご意見等をお聞かせください。
疾病の内訳

学びたいテーマ 回答数：71（複数回答可）
① フレイル予防
② 人生会議（ACP）
③ 服薬管理
④ 低栄養・嚥下障害
⑤ 多問題世帯
⑥ 口腔ケア
⑦ 自然災害
⑧ 疾病等
⑨ 多職種の役割
⑩ コミュニケーションスキル等
⑪ 医療・介護保険制度
⑫ その他

4

7
6

3
7
1

2

ア 認知症
イ 感染症
ウ がん
エ 心不全
オ 慢性閉塞性肺疾患
カ 皮膚疾患
キ 糖尿病
ク 慢性腎疾患
ケ その他

9

7

回答数：21（複数回答可）

9
8

6

1

0

3
3

1

1

2

4
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具体的な内容
・多職種の役割をしっかり理解し連携をとることが大事だと思うので基礎だと思いますがそこをしっかり学びたいです。介護
保険制度も難しいのできちんと理解しておかないと、と個人的に感じています。【歯科医師】
・在宅での看取りは大切なテーマです。多職種の連携やつながりでできます。【医師】
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・認知症の独居の方をどのようにフォローするのか。 医療と介護の連携において情報共有の仕方【歯科衛生士】
・食事制限とフレイル予防のためのカロリー摂取について【歯科医師】
・疾病別の対応【歯科医師】
・がんの方の疼痛に対しての介入について。【理学療法士】
・②人生会議（ACP）： シミュレーション等あれば見てみたい。
⑤多問題世帯 ： 包括が取りくんでいる問題点等あれば聞いてみたい。
⑦自然災害 ： BPC で押さえるべき点等あれば聞きたい。【介護支援専門員】
・嚥下障害の方にどのように支援すればいいのか
認知症が進んでいる独居の方への支援など【介護支援専門員】
・薬の副作用、服用した際の注意点等
口腔ケアについて詳しい内容が聞きたい(歯磨きの方法、口腔内観察する時の注意点等）【介護支援専門】
・③服薬管理 ： 残薬が多い人に対して Dr.・薬局・CM がどのように連携したり、誰が Dr.に対して問題提起をするべきか？
⑥口腔ケア ： 医科と歯科が協働して情報交換をする方法作り（病状、データをどこまで双方に送ってよいか？など）【介護
支援専門】
・④低栄養・嚥下障害 ： 在宅で食事がうまくとれていない場合のアセスメントからの介入の方法など。その際に医師とどの
ように連携を図るか？介入のタイミングなど。
⑤多問題世帯 ： 家族のケア、パーキンソンのケア支援のすすめ方を意見交換できたらと思います。【介護支援専門員】
・摂食・嚥下機能の低下を予防または改善するための講義形式がよい。【歯科医師】
・病院歯科、訪問歯科、特別養護老人ホームで勤務する中で口腔ケアの大切さ、多職種との連携の重要性について【歯科
衛生士】

問２ 開催方法
・コロナ禍ですので WEB 開催が参加しやすいです。【歯科医師】
・Web,グループワーク、看取りを実践している訪問看護師や医師やケアマネの工夫や連携の実際を学ぶ【医師】
・WEB 開催があると参加しやすい。グループワークも多職種の方と交流ができるので良い【歯科衛生士】
・しばらくは WEB 開催がよいとおもいます。今回の形式はすごくよいとおもいます【歯科医師】
・zoom【歯科衛生士】
・今と同じで【歯科医師】
・グループワークは実際に会ってお話ししたいです。それ以外は WEB 研修。【保健師】
・今のところ Zoom でよいと思います。【介護支援専門員】
・WEB 開催で希望【介護支援専門員】
・Zoom(少人数毎）が良いです。【介護支援専門員】
・会場、Zoom での開催。【介護支援専門員】
・Zoom、時間も今回と同じぐらいで（19：00～20：00）。【介護支援専門員】
・会場または Zoom にて。【介護支援専門員】
・Zoom【歯科医師】
・本来であれば、会場での開催の方がもっと意見交換できると思うのですが、コロナ感染対策を考えると WEB 開催
で行うしかないと思います。

問３-(1)．その他ご意見、ご感想等があれば、お聞かせください。
・Web で開催すれば、県外の人も呼べる。【医師】
・歯科の先生の参加が多く、訪問歯科診療も今後進んでいくと思いました。【歯科衛生士】
・今回のような機会をあたえてくださり、わたしもとても励みになりました。今後ともなにかありましたらぜひ力を尽くし
たいとおもいますので、どうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。【歯科医師】
・世話人の方々、準備ご苦労さまでした。歯科に関わるものとして、まだまだ努力しないといけないと感じました。あり
がとうございました。【歯科衛生士】
・また、お願いします【歯科医師】
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・様々な方の意見を聞く事が出来、有益な時間を過ごさせて頂きました。強く感じたのは、まず信頼出来る歯科選び
の必要性でしょうか。訪問歯科に限局した話になりますが、新たに協力可能な歯科を登録制で募り、その集団に対
する相談窓口を設けて連携を図り、実際に治療を受けられた側にはアンケートで満足度などのフィードバックをして
頂き、歯科には公表しない形で集計、評価するという部署があると良いかと思います。【歯科医師】
・グループワークはよいですが、Zoom だとたくさんでグループワークみたいにできそうに思うのでたくさんの意見を
もっと聞きたいと感じます。【介護支援専門員】
・今回参加して、フレイル予防の方の口腔の健康への働きかけは大切と一層感じました。幼児～学童～成人～高齢者
の口腔を見させてもらいましたが要介護予防の対策も大切かなと。現場の方々が口腔に関心を持ってもらえると食
べ方や、義歯、うがい、汚れのつき方などに注目がいき意外と全身の健康につながると考えます。【歯科衛生士】
・本人が昔から通院している歯科があれば、まずそこへ連絡して往診してくれるか確認する。往診してくれる歯科を紹
介してもらうことを今後していこうと思いました。【介護支援専門員】
・LINE のようなコミュニケーションツールを作れるといいなと思います。（気軽に質問をできるようなソフト、体制）【介
護支援専門員】
・入れ歯の調整、修理等簡単な治療なら出来ますが 歯を削って神経を取る等エアータービンが必要な場合往診専
門の歯科医院に頼んでもらっています。【歯科医師】

７

グループワーク 記録

テーマ １：口腔ケアや歯科に関することで聞きたかったことや、困っていることを歯科医師・歯
科衛生士に質問してみましょう。
テーマ ２：歯科と多職種が連携するためにどのような情報や、手段が必要と思われますか。

１グループ.
テーマ １：口腔ケアや歯科に関することで聞きたかったことや、困っていることを歯科医師・歯科衛
生士に質問してみましょう。
介護支援専門員：
・講話を聞いて勉強になった。施設入所されている中で食事が徐々に食べられなくなる方が多い。ケア、マッサー
ジをどのくらいの頻度で行うと良いのかお伺いしたい。
歯科衛生士：
・動画の患者は慢性期の患者で、機能が向上したというよりも、廃用性のところにアプローチができたのではな
いかと思う。毎日ケア、マッサージできたら良いが、歯科として関われたのが週に 2 回ぐらい。その間、言語聴
覚士と連携している。動画の患者は向上心があり、自分で片手でマッサージをしていた。
・口腔内の咽頭部をケアしている動画の患者は、オブラートが 10 枚以上も咽頭部の奥に付着していて、最初の
ケアが大変だったが、嫌がらずにケアに応じてくれていた。マッサージをしていく中で早い段階で変化があり、
閉じられなかった口が閉じられるようになった。上口唇は固まりやすく下りてこなくなるが、下りるようになり下
口唇と重なったときに、表情を作りにくい方ですがニコっと笑った。ALS の方は言葉でお話しできる患者は少
ないが、唇が閉じたとニコっと笑ってくれる。
・在宅の患者であれば毎日してくださってくれたりする。口腔清掃のほうの口腔ケアは歯科衛生士、言語聴覚
士、看護師が対応して毎日実施していた。
介護支援専門員：
・現場で毎日実施するのは大変だと思うが、主に看護師が実施すると思うが、他の介護士が指導していただいて
口腔ケアするのは大丈夫なのか？
歯科衛生士：
・施設方針で経口摂取しない患者は看護師、言語聴覚士、歯科衛生士が実施する決まりがある。
・咽頭部に付いている物を取るのは大変で、口腔内を十分に湿らせたあとに、粘膜を傷つけないよう先を丸めた
チューブを付けた使い捨ての排唾管を吸引器に取り付けて使用している。残渣物を気管に落としたらいけない
と気を遣うが、口腔ケアをする際にある程度のものが吸引でき患者も楽だが、ケアする側もやりやすい。
・見えている部分がきれいになったときに、舌を押さえてみると、咽頭の奥に講話の中でもあったような大きな塊
があり、除去してしまわないと奥に押し込んでしまい大変なので本当に怖い。看護師と一緒にピンセットで取っ
たこともあるが、看護師が使用する吸引器は小さくて吸引しきれない。歯科は大きな吸引器を診療室で使用す
るので、それの延長線上で大きな塊を軟らかい歯ブラシで取ったりする。
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歯科医師 B：
・口腔ケアの専門家の黒岩先生が最初に始めた頃は道具がなかったので、医科のカテーテルとネブライザーを使
用し吸引した。現在は、いろんな道具がでてきて吸引チューブの先端に取り付ける「くるリーナブラシ」などを使
用し、咽頭部のものを湿らせていけばある程度取り除くことはできる。
・道具の、使い方動画もあると思うので、ご覧になっていただければ良いかと思う。もしなければ資料などはお渡
しできると思うので、相談してください。
歯科医師 A：
・このような機会に遭遇することは多々あると思います。現場で常に考えることは、その患者がどういう病名をも
ってその状態になっているのか、現状維持が精いっぱいの患者なのか、回復をする患者なのか、今後悪化をし
ていくのかを念頭に置いて対応をしている。
・吸引器があるのは恵まれた環境にあると思う。通常、居宅、施設に吸引器が存在することが少なく、テクニック
が必要になるが、道具や知恵を使って危険なこと、咽頭に入れたり感染を起こさせたりしないことが第一絶対条
件。それをふまえて道具やテクニックとなるが口腔ケアが難しい患者は誰がやっても難しいと私は強く思う。
・歯科衛生士、医師、看護師誰がやっても難しいのであれば難しい口腔内の環境を積極的に歯科医師が介入
し、簡単にケアができるような口腔内環境に変えてあげることも非常に大事だと思う。
・テクニックを 10 人にお伝えし、2 人ができたが、8 人の方はできないのでは、できるスタッフが辞めたら、テク
ニックが引き継がれない。それではお伝えしてもイタチごっこになる。スキルを上げる道具も必要だが、それ以
上に大事なのは歯科医師が積極的に参入し、誰でもある程度の口腔清掃をしてあげられる口腔内の環境にす
ること。抜かざるを得ない歯を抜いてあげる、保湿のためにマウスジェル使うなど数をあげれば限りなくあるは
ず。通り一遍等でなく、10 人いたら 10 人使う道具が違う、かかる時間、使うテクニックも違うので、現場にいる
スタッフはとても苦労されていると思う。
・マンパワーが足りないのはどこも同じだと思う。人がいればできると思うが、1 人で行うにも限界がある、口腔
内も難しい、コミュニケーションも取れない、手、足が出るとなると一人で対応できる状況ではない。それを現場
のスタッフが創意工夫されていると思う。そこは、横の繋がり、縦の繋がりでチームを作っていかないと 1 人で
は難しく、改善はしていかないと思っており非常に大事ではないかと思う。
歯科衛生士：
・経験からいうと歯科衛生士が来るからラッキーと思う所は全然良くならない。見てもらいながら一緒にケアを行
い、関心を持ってケアしてくれる看護師がいると変わる。朝 1 回ケアしていたら、午後は清拭だけで良い、次の
日のケアが全然違う。動画の患者は口腔内乾燥がひどく、寝ているときの影響で朝はへばりついているが、以
前よりも付着量が少なくなり、ケアが楽になったことがあった。ケアが大変な際に関心のある看護師がいてくれ
ると変わってくる。
・口腔内は暗いので、ライトがないとケアができない。咽頭をライトで照らし明るくして見てくれる看護師がいると
随分変わる。先々のケアが楽になり、調子が良いとケアしていた患者が口を閉じて鼻で呼吸することがざらに
ある。ケアの引継ぎや、協力ができるといい。私が話をしているのは介護が必要な方の話をしているが、食べら
れる方も同じではないかと思う。
保健師：
・私が関わるのは軽度の方で歯科に通院できる方が多いが、歯が痛い、入れ歯が合わないと言われて歯科受診
を勧めるがなかなか受診に行っていただけない方が多い。歯科は何回も通院しないといけないという印象があ
るが、治療に時間がかかるのか？
歯科医師 B：
・入れ歯を新しく作るには 5～6 回程度、他の方の治療をせずに入れ歯を作るだけであれば 2～3 回で済む
が、最終的には歯科技工所に出すため 1 回で良くなることはないと思う。入れ歯を 1 つ作るにも時間がかか
り、歯科受診するのが大変で、通院を途中で止めてしまったりして、入れ歯の製作が中止になることはある。
保健師：
・こちらも根気強く関わっていくしかないと思っているが、現在はマスク生活になっており、以前はお口の中を見
せてとお願いできたが、マスク生活の中で外してもらえた短時間の間で見る視点、注意する点を知りたい。
医師：
・講話の中で紹介された OHAT で確認することができるのではないかと思うが。
保健師：
・OHAT のチェックシートを持っていき、見比べながらだと大変になり、パッと見てもわからないので、ここだけは
見たら良いなどあればお伺いしたい。
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医師：
・私が思うには、他人が気づくのは口臭だと思う。口臭があると、歯肉炎などが隠れていると思う。私もそうだが、
口の中を 1 番最初に見ようとならない。利用者から歯が痛い、入れ歯が合わないなどの訴えがあったら口の中
を確認しようと思うが、その前に気づいてあげるのが大切で先程の話ではないが、100 均でライトが買えるな
どあったので、それを携帯しておき、常に口の中を気を付ける意識を持っておく必要がある。
歯科衛生士：
・マスクの話が出たが、私はパワーアップ教室で歯科の部分でチェックがたくさんついている利用者に個人面談
をする。その時に、少し離れるので舌を見せてくださいとお願いをする。入れ歯を入れていたり、歯に自信がな
い利用者はあまり口を開けてくれない方が確かにいる。舌だと少し早く見れると思うので、汚れている、舌が乾
いているなどは見ただけでわかる。また、上下を噛み合わせた状態を見せてもらうと、唇の間から歯の汚れや、
歯茎の状態が見られる。
・口を開けた状態でマスクをしている方が多い。高齢者だけでないと思うが、マスクを外すと唇や口角が荒れて
いる方もいるので、そういう話をしたり、舌の汚れに気づいてもらうのであれば鏡で自分で見てもらう。
・訪問や施設で機能を見るには、うがいができる利用者はうがいをしていただく。下を向くことでムセたりが防げ
たりするので、下向きでどれほどのうがいができるか、ブクブクうがいが片方ずつ、もしくは両方できる、口に水
を含むだけで出すなど、うがいでその利用者の機能を見させてもらっている。
歯科医師 A
・ご自分で歯が痛い、歯が悪いと言えるのは幸せだと思う。介護度高くて意思表示ができない方は誰かが気づ
いてあげないとなにもできない。
・なにが、どこが悪いのか、なにを診ないといけないかは大事だと思うが、個人的には、きれいな口の中を見てい
ただいた方が良いと思う。きれいがわからないとなにが異常かもわからず、異常のある口を見てもなんの肥し
にもならないと思う。女性雑誌でも良いと思うが、きれいな口をたくさん見ておくことはすごく大事、なにか変だ
な、なにかおかしいなという気づきがあるだけで良いと思う。医学的に赤くなっている、腫れていると言われても
専門以外の方には伝わりにくい。悪いところを見つけるよりも、良いことをたくさん見てなにか違和感がある、ち
ょっと違うよねという方に気づいてもらえたら私は良いのかなと思う。

テーマ ２：歯科と多職種が連携するためにどのような情報や、手段が必要と思われますか。
医師：
・保健師に聞きたいが、介護保険上で口腔ケアが必要なときに歯科衛生士や栄養士に繋げる方法はあるのか？
保健師：
・歯科衛生士会、栄養士会が相談先をお示ししてくれているので、問合せして相談することもあるが、よっぽどの
ことがない限りこちらから問合せすることがないという現状。本当は利用者がかかりつけの歯科医院に相談で
きるのが一番良いと思うが、歯科医院に相談して良いのかわからない。どう聞いて良いか、知識もないので、質
問をどうしたらよいかもわからないので、実際に関わることがほとんどない状況。
医師：
・口腔ケアは大切だとわかる。歯が痛い、入れ歯が合わないとなったら、すぐ歯科医師にお願いしようとなるが、
いざ口腔ケアとなったときに、どういうアプローチをするのかを含めてよくわからない。進め方はどのようにした
ら良いか？
歯科医師 B：
・おっしゃるとおりで、我々も今考えている。結局人間関係、個人的な繋がりがないとどうしようもないと思う。保
健師から話を伺ったときに、歯科診療中に電話しても良いかと聞かれたので、意外な感じがした。忙しかったら
断るがなにかあれば連絡してくださいと話をした。人間関係ができていると、簡単に相談ができると思うが、垣
根が高く相談しにくさがあるのかな。私はそれを変えるためには他職種の方と面識を持って、少なくとも自分の
包括圏域では顔見知りになって人間関係を作るのが、そういう機会を作りたいとは思っている。個人的な繋が
りで電話でも良いので何でも話ができる間柄にしたいので、会の執行部をしており、企画をしていたが、コロナ
でそういう企画ができなかったので、これがきっかけとなり行っていけたらと思う。
医師：
・口内炎の予防もすごく大切。講話の中で 75 歳以上は歯科受診をあまりされていないという話もあって、ルー
ティンで 6 ヵ月どこも悪くない方も歯科受診した方が良いと思う。特に居宅で口腔内ケアも含めて定期的に歯
科に診てもらった方がよいのかなと思う。制度上そういったものはないのか？
歯科衛生士：
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・歯科医師 A もされていると思うが、口腔内が汚れているから診て欲しいと相談があれば、サービスではなく、
医療として訪問歯科として訪問して、治療があればする、歯石があれば除去する、尖った欠けた歯があると痛く
ないように丸めてあげたり、その後の口腔ケアをずっと在宅、施設でやってきた。それが歯科衛生士の仕事だと
思っているので、決してサービスではなく、歯科医師は医療、歯科衛生士は口腔ケアをする、診療点数もいただ
ける。
医師：
・例えば、ルーティンとして、半年に 1 回は歯を診ていただく、口腔内を診ていただく、特に居宅にいる方は重要
だと思う。診てもらわないとわからない、また早期に見つけることも大切。
歯科衛生士：
・そのきっかけ作りを訪問している医師であったり、家族、ケアマネジャー、訪問看護師が歯科に繋げていただけ
ると、半年になるので、歯科医師に診ていただきたいと相談し、ケアするところがあれば歯科衛生士にも介入相
談をしていただけると対応いただける歯科医師、歯科衛生士もいると思う。
司会：
・以前歯科医院に勤めていたときに、メンテナンスをしてもらうと気持ち良いと言われ定期的に通っていただける
が、そういう患者がなにかがきっかけで来院されなくなり、数年後に歯科が必要となったときに、それまで通院
していた歯科医院がかかりつけでなくなったりする。元気なうちから定期的にかかりつけ歯科医院に通い、通院
できなくなったときにその歯科医院が在宅に関わっていただけるのが 1 番良いと思うがどうでしょうか？
歯科医師 B：
・通院できる患者であれば、メインになるのは歯周病になると思う。今は、メンテナンスも保険でも認められ、再診
で月に 1 回来ていただいてメンテナンスができるようになっている。通院できている患者はご高齢でもタクシー
に乗って月に 1 回メンテナンスに来院される。
・通院できず、在宅になった場合にどうするのかが問題であって、そうなったときにすべて引き受けることができ
るかと言われると一般診療している我々ではマンパワー的に無理なところもある。訪問に行こうと思えば、自院
が休診日、休み時間、診療後ぐらいでしか行けない。そうすると、歯科医師 A のように訪問に特化している医
療機関もあるので、分担でやっていかざるを得ない。あるいは、今日参加している歯科医療機関で 2 馬力でや
っているところが訪問ができると思うが、1 人でやっているところは、やろうと思っても続かないと思う。月に 1
回のケアをルーティンにしていけば良いと思うが、それをやるだけの人材確保をできるかといわれると難しい。
また歯科衛生士に頼むのも少ないので難しい。どうするのか今後考えていかないといけない問題。答えとして
は出しようがない。
司会：
・歯科医師 A にお伺いしたいが、在宅の患者で定期的なメンテナンスはどのようにされているのか？
歯科医師 A：
・定期的メンテナンスは正直難しく、キュアとケアは違うと思う。ケアは基本的には毎日行うもので治療ではない
と考えることもある。ケアは自分がやるものだと思うが、そこに歯科医師が入っていくには敷居が高いところも
若干ある。歯科衛生士にも頼らないといけないこところもある。
・根本のところは、都心部は歯に対して興味が持たれている方は多くいるが、地方は歯に興味を持たれる方はあ
まり増えないのも事実。それに関しては歯科医師が常日頃から教育、啓蒙活動をしながらしていかないといけ
ないと思っている。介護の現場とは話が逸れるが、大分県は 6 歳以下、12 歳以下の虫歯の数は全国ワースト
2 位を何年も続けている。日本の中でも下から虫歯が多い県という不名誉な事実があり、お子さんを持ってい
る両親から意識を変えていかないと難しいんだろうと思う。
司会：
・定期検診からは難しそうなので、在宅に移行された方へは各専門職の方が定期的に歯科に相談するとよい？
歯科医師 A：
・定期的に介入するようであれば、専門の方が専門で入っていただいた方がおそらく良い気がする。
医師：
・正直な話、歯への関心が低いと思う。悪いところを見つけるところから入っていくしかないと思うので、歯科医
師 A がおっしゃったように歯を見る習慣、良い歯を見たり、とにかく悪い歯があるという事実を掴むということ
が極めて大事。それをすぐ専門科に連絡をするよう意識付けと体制を整えることが非常に大切だと思うので、
広く多職種の方に重要性をアピールしていく必要があると思う。それは誰が良いのか、ケアマネジャー、訪問看
護師、訪問介護士を含めて、もう少し意識を持っていくことが大事だと思う。

２グループ.
テーマ １：口腔ケアや歯科に関することで聞きたかったことや、困っていることを歯科医師・歯科衛
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生士に質問してみましょう。
医師
・基本的なことで知りたいことがある。訪問歯科をお願いするといつも 2～3 人で来る。いつも歯科医が来るが、
歯科衛生士は別に動いているのか？それとも一緒に動いているのか？最初の歯の治療の時には歯科医が来
るが、その後のフォローは、歯科衛生士は歯科医と別に動くのか？細かいことがどうしているか聞きたい。
歯科医 A
・当院はいつも 2 人で行っている。歯科衛生士 1 人で行くことはない。信用してないわけではなく、そういう体制。
歯科医 B
・以前の職場が鹿児島県で、結構往診に行っていた。施設に行く時は月に 1 回～2 ヶ月に 1 回は自身が行く。状
況にもよるが、月に 3 回とか訪問が必要な時は、1 回は自身が行き、2 回は歯科衛生士だけで訪問してもらう
こともある。むせが少なく口腔内を自身で磨くことが難しい、割と意思疎通がとれる患者さんでは状況に応じて、
歯科衛生士だけで訪問してもらう場合もある。あまり長い事歯科衛生士だけで訪問することはないと思うけど、
そんな感じだった。
歯科医 C
・算定上のことだが、居宅療養管理指導を歯科衛生士のみで算定できるのは月 4 回。歯科医は月に 2 回。居宅
療養管理指導だけで行く場合は、再診料はとらずに介護保険だけで歯科衛生士が訪問する。もしくは算定せ
ずに訪問している。法的にはそのように算定しているかと思う。
医師
・歯科医は、もしも毎日行けば毎日とれることはないのか？医師は訪問診療に毎日行けば毎日とれる。
歯科医 C
・歯科医が再診で行く場合には毎回とれる。介護保険の居宅療養管理指導の場合は歯科医が 2 回、歯科衛生
士が 4 回と決まっている。歯科衛生士が毎日単独で行くというのは可能だけど、算定が持ち出しというかボラ
ンティアになる。
医師
・自身の患者さんに訪問し、今まで近くの歯科医院に 1 週間に 1 回通っていたが通えなくなったという時に、その
歯科医院が受けてくれるかどうかというのは不安。どうすればいいのか？歯科医院に、毎回電話で確認すれば
いいのか？
司会（介護支援専門員）
・かかりつけの歯科医がいるかどうかを聞き、通院を最後にしたのがいつなのかというのもあると思う。全く受診
ができていない、かかりつけ歯科医院がいない人もいるので、近くの歯科医院をすすめ通院できる人はしても
らい、通院が難しい人は自宅に行ってくれる歯科医を探すしかない。かかりつけ歯科医にまず訪問できるかど
うかを尋ね、難しい時にはいろんなところを探す。訪問専門の歯科医もいるので、今まで連携をとっている歯科
医に訪問が可能かどうかを聞いている。
医師
・かかりつけ歯科医の訪問してくれる確率が低いと感じているので、最初から訪問専門の歯科医に頼むことが多
い。患者さんが通院できなくなり自宅に来てくれるか尋ねられた時に歯科の先生はどう答えられているのか。家
族もよく知っている歯科医に来て欲しい気持ちはあるが、来てくれるのか？「どうせ無理よ」と言われる気がし
てこちらも聞くのに勇気が必要。歯科医にどうなのか聞いてみたい。
歯科医 A
・今まで断ったことはない。自宅でも施設でも時間的にあわないこともあるが、それは調整すれば何とかなる。距
離的にあまり遠いといけないが、普通は行くのでは？全然知らない人なら、断ることもあるかもしれないが、何
年も何十年も通って診ていた患者さんに対して、こちらの都合で「行けません」というのは、医院のやり方次第
かもしれないが、言わないと思う。
・訪問専門の歯科医に頼むのは、機材も訪問用に揃えているので一番確実と思う。訪問に行って、機材がないな
どで治療できない場合がある。医院まで連れてきてもらって治療することもある、ケースバイケース。ただ断る
ことはない、一度は訪問する。
・電話するのがいかがなものかと思う必要はないので、どんどん電話していいと思う。医師と同じで、夜電話する
のが時間外でどうかなと思うけど、かかりつけ医は対応してくれると思う。それがかかりつけの意義ではないか
なと思う。
歯科医 C
・歯科医 A のような素敵な歯科医が多いといいなと思う。歯科医 A は開業したところに住まいもある？
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歯科医 A
・生まれ育って、ずっとこの土地にいる。
歯科医 C
・都市部と郡部で患者さんとの関係性もあると思う。歯科医 A は患者さんと長年の付き合いというのもすごく大
切にしているので、気持ちが癒された。
・一方で現状として、在宅をしていない歯科医が在宅に行く時にどういう風にしているかと言うと、開業医の歯科
医は大体 1 人、もしくは代診の歯科医がいて、かなり長い時間をキツキツの予約で診療室も回しているところ
がほとんど。そうなると、訪問の時間をとるのが、難しい。「痛いから診て欲しい」など急に診て欲しいという人が
圧倒的に多いと思う。1 週間先などでは行けるかもしれないが、歯科衛生士と歯科医の昼休みなどの空いた時
間を使うことになるので、断ってしまう歯科医もいるのかなと思う。
・医師が探していくのが大変だなというようなことがあれば、大分市歯科医師会で機材の貸出をしたり、在宅に
訪問するコーディネート機能ももちはじめていると聞くので、そういうのを活用するのも 1 つかなと。かかりつけ
歯科医が診るのが一番だとは思うが、在宅を専門にやっているところと診療室のみをやっているところの違い
は機材だと思う。レントゲンなども持って行けないし、吸引を必要とする治療では機材もかなり必要になる。あと
は算定。訪問に行くと、医療と介護保険の算定もでてきて、診療室と異なる。そうした点で二の足を踏む歯科医
もいるのではないかなと思う。
歯科医 B
・診てくれるかなという不安なところは、訪問をしている診療所であれば少なからず対応してくれると思う。訪問
診療の施設基準を出していない診療所だと難しいところもあると思う。お手数にはなるが、大分の特定診療、施
設基準の一覧で訪問診療が入っている診療所であれば、医療保険での対応はできるかなと。いきなり介護保
険を必要とすることはあるかもしれないが、医療保険の面では施設基準をとっていれば訪問できる、とっていな
ければ訪問は難しいのかな。そこを調べてもらえるといいのかもしれない。
司会（介護支援専門員）
・訪問診療で診ている患者さんで、どういう時に歯科と連携の必要を感じるか？
医師
・食事ができなくなる。歯が飛び出た、入れ歯があわないなどがあり、在宅も多いが施設に多い。そういう時に困
るので、お願いすることが月に何件かある。専門の歯科医に頼んでしまうが、かかりつけの歯科医に頼むのが
いいと思う。痛みというか食べられなくなる、歯自体が困難なケースになっていることがある。認知症の人を診
ることが在宅では多く、半分以上が認知症で、歯もうまく磨けないという人がいる。
医師
・動画を見て聞きたいのが、すごくきれいにしてよくなっている。その後、誰が継続して口腔ケアをするのか？施
設だったら施設の人がするのか？家だったら、もう少し家族の教育も必要かなと思うがどのようにしているの
かなと疑問。
歯科医 C
・いったん主訴の改善が図られた後、その状態をどの程度維持できる状態にあるのかは、施設によっても口腔ケ
アのレベル、スキルが違う。その辺はまちまち。難しいなという人は、先ほど話した居宅の許す範囲ではあるが、
「週 1 回来させてください」とか、施設や家族の人がすごく熱心であれば 3 ヶ月に 1 回とか、間隔をあけていく
・頻回に行っている時は、その人の口腔ケアだけではなく、スタッフの人、誰か興味がありそうな人を見つけて、
「すごくよくなりました」とコーチングのようなことも含めて行う。その辺はケアマネジャーとよく話をしていくとこ
ろ。歯もよくなってご飯も食べているのに、「なんで先生毎回来てるの？」とトラブルになりがちになので、なぜ訪
問しているかを明確にしなければいけないと思っている。
司会（介護支援専門員）
・ケアマネジャーは自身の基礎資格でおしてしまうことがあると思う。自身の基礎資格が歯科衛生士なので、他
のケアマネにできない橋渡しをしているつもり。居宅療養管理指導を受けるということは、その後どういう風に
していくかという指示書なので、それを誰が受けて実行するのか？本人が可能であれば本人になるが、認知症
の人が多い。自身で理解してケアをすることが難しいので、施設であれば施設職員、家族がいれば家族にその
指示書をうまく、わかりやすいことを伝えていくことが大切。
・専門の歯科医に訪問してもらっているが施設でどうしてもケアがうまくいかないという重度の認知症の人の口
腔ケアの方法について、業務が終わった後 1 時間、その対象者をモデルに無料で指導をしてもらった。ケアマネ
ジャーが歯科医に相談し、歯科医が快く引き受けてくれた経緯もある。
・認知症の人は最初のとっかかりが難しく、まずは口を開けてくれないことが多い。最初は慣れ、何度か会って口
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を触るところから始めて、10 年近く関わっている。前頭側頭型認知症の重度の人だが、最初は口を開けるのを
拒否していた。継続して専門医に関わってもらっているが、非常に治療がやりやすい、変わってきている。継続
ということが必要ではないかと思う。
司会（介護支援専門員）
・歯科衛生士はケアマネジャーの自立支援相談会でアドバイザーをしていると思うが、相談を受ける内容として
どういう傾向があるか？
歯科衛生士
・皆さんが話しているように、認知症の人がやはり多い。重度でなくても、着替えができない、入浴ができない状
態になると、口腔ケアを自身でできてないことが多い。そこまで気が付いていないので、「口の中を見て下さい」
といつも言うが、なかなか口の中を見ることがケアマネは難しい。なので、「歯と歯の間に白いふわふわしたもの
がありませんか？」「ベロが汚れてませんか？」薬をたくさん飲んでいる人が多いので、「口の中は乾燥してませ
んか？」とみてもらうようにしている。
・歯科医に行きたがらない、歩けないほどではないが、歯科医院が 2 階にあって行けないと。医科の受診は家族
が月に 1 回など連れて行ってもらえるが、歯科医になると頻繁になるので、難しくなる。医科の受診に行ける人
は歯科の訪問に行くことが難しくなることもあるので、そこが難しいかなと思う。
司会（介護支援専門員）
・この人なら訪問が可能という訪問の基準。通院と訪問の見極めをどのようにしているのか？
歯科医 A
・難しいけど、「行けない」と言われれば行くしかない。大概そういう人は足腰が悪い、脳梗塞の後遺症などで足
が不自由だという人ばかりなので、そんなに深く考えない。「あんた来れるけんおいで」と言いたいのは山々だ
けど、訪問している。
・口を開けてくれない人は確かにいて、訪問して診れずに困ることもある。認知症の人も 24 時間機嫌が悪いわ
けではないらしく、機嫌がいい、調子がいい時に訪問できれば、うまく清掃できたということも 3 回行って 1 回
はある。無理をすると恐怖心をもち強硬に反抗されてしまうので、気長にやるようにしている。それで患者さん
がだんだん慣れてくるとさせてくれることもあるが、日によって違う。この日はできたのにということもある。そう
いう時は無理せず次回に回す。緊急を要する時は訪問を専門とする歯科医にお願いするということにしている。

テーマ ２：歯科と多職種が連携するためにどのような情報や、手段が必要と思われますか。
司会（介護支援専門員）
・医師と歯科医師、歯科医師同士の連携を図る場面で思う事、困っていることはあるか？
歯科医 A
・そんなには連携をとっていないと思う。遠くまで訪問していないこともあり、地域の限られた見知った医療機関の
医師がかかりつけ医となっている。訪問専門の歯科医とはそんなに連携はとっていないが、必要があれば紹介
状やこういう状態だというような報告はしたりする。
・腫瘍が疑われる場合は、「医大に紹介状を持って行ってください」と言っている。病院の先生と相談するように言
っている。
医師
・患者さんが歯が痛い、口腔ケアが必要だという時、かかりつけの歯科医より訪問専門の歯科医に頼むことが多
い。理由の 1 つに顔がみえる、顔を知っているということが大きい。今日、この場で 3 人の歯科医を知ることがで
きたので、今後連携したいと思う。顔を知らない人には頼みにくいので、それも大切かなと思う。顔が見える先生
に頼んでしまう現状がある。
・頼む時に「紹介状が欲しい」と言ってもらえたら、紹介状を必ず書くようにしている。逆に、歯を診た後に「歯を抜
く必要があるのでいいですか？」と電話もくる。そういう時、「この先生が診てたんだ」と全く知らないまま診てい
るから、電話をかけてくれたり、紹介状を欲しいと言ってくれたほうがいいかなと思う。
・全く自身が知らない間に、家族だけが歯科にかかっていた、来てもらっていたということもあった。訪問の範囲が
広いので、顔が見えるのは大事かなと思う。
歯科医 C
・医科の先生との連携で一番大きいところは、抜歯の時に抗生剤の予防投与、鎮痛剤の処方をしていいか、その
へんを医科の先生と書類でやりとりできるといいと思っている。同法人に在宅専門のクリニックがあるがお互い
非常に忙しいので、「いつお薬だします」「〇〇日に抜歯します」というやりとりを簡単にできるシステムが出来る
といいと思う。脳梗塞の人を見落として抜歯をしたりしない限り、日常そんなにたくさんの問題があるとは思って
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いない。その辺は普段飲んでいる薬の処方箋でチェックできるので、全部を尋ねると大変じゃないかなと思う。
・ケアマネジャーを中心とした連携体制づくりが大切と思う。自身もケアマネジャーの資格をもっているが、ケアマ
ネジャーを中心にその人らしい生活を在宅でしていると思うので、そのシステムにできるだけのりたいと思う。ケ
アマネジャーがある程度内科的疾患の確認をするとか、やりとりの中で医師の負担を減らすことも大事かと思う。
司会
・今日の参加者を見て、もっとケアマネジャーの参加があってもいいのかなと思った。自立支援ケアプラン相談会
という、専門職に参加してもらいケアプランを検証する事例検討会がある。いろんな課題、口腔の課題が表にで
てきて、ケアマネの意識として注目しなければいけないという意識が芽生えたと思う。措置の時代から介護の現
場で仕事をしている。その当時は歯科の部分、口の中への注目は乏しく歯科衛生士が介護現場に入るか入らな
いかの現状だった。やっと周知されてきたが介護の現場では、まだまだ知識不足のことが多いと思う。歯科衛生
士会、歯科医師会の先生方が中心になって、介護に関わる方に歯科のことを話す講座があるといいと思う。
医師
・今、歯科医が必要となった時にはケアマネジャーに頼んで、専門のところにお願いしている。どこでもケアマネを
通している。これはケアマネを通すということでいいのか？
司会
・ぜひ相談してみてほしい。そういう形で連携をとるのがケアマネジャーの仕事なので、いろんな部分をつなげて、
情報共有していく。
医師
・ケアマネジャーにお願いすると大体の人は動いてくれるが、たまにそうでない人がいる。直接歯科医に連絡する
とある程度決まった歯科医になってしまうのでしていない、ケアマネジャーがかかりつけの歯科医にも連絡をし
てくれると一番いいかなと思う。できるだけ医師が何もしなくていいように動いてくれると助かるかなと思う。
司会
・そういうケアマネジャーが増えてくるといいと思う。今後、気軽に連絡できる関係性ができるといいと思う。
大分市在宅医療・介護連携支援センター
・訪問看護が入る時は衛生材料が保険点数で算定できる。歯科の衛生材料も保湿剤やスポンジなど毎日消耗
するのに高いと感じている。保険点数が算定できたり、安く仕入れる方法があれば知りたい。
医師
・私もいつも思っている。衛生材料は自己負担で自前。買ってボランティア渡すということになっているので、施
設で買ってもらったりしているが、何か使ういい方法があれば知りたい。
歯科医 C
・歯間ブラシは絶対にないので、持ち出しで「使って下さい」と置いて帰ったりする。
司会
・試供品でもらったのを活用したりする。

３グループ.
テーマ １：口腔ケアや歯科に関することで聞きたかったことや、困っていることを歯科医師・歯科衛
生士に質問してみましょう。
連携支援センター：
・以前介護現場に勤めており、通所に来られる元気な方に歯科の必要性をお伝えするが、受診に繋がらず歯が痛
まないと受診しないという経験が多くあった。歯科側より受診に繋げるためのポイント、声掛け等をお伺いしたい。
歯科医師 A：
・元気な方に歯科の必要性が伝わらないのは、歯科側が若い時から、元気なうちから定期的に歯科に通っていた
だく重要性を伝えきれていないことが 1 番の問題。通所利用に至る前から歯の重要性、定期的に歯科に通う必
要性を伝えていかないといけないと質問を受けて感じた。今できることとなると、歯と全身の疾患が関連してい
るので、そこをメインに伝えていただいくと良いのではないかと思う。
歯科衛生士：
・歯科医師 A がおっしゃったとおり、定期的な受診の習慣がついている方は高齢になっても行く。例えば、誕生日
に受診される方もいる。
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・現在後期高齢者の訪問事業をさせていただいており、歯科受診の必要性がある方に懇々と歯の必要性を説明
するが、後期高齢者になると受入れが難しい。行動変異を起こす為には 1 つでも良い。歯磨きの重要性を知るこ
とで、自宅で歯磨きをする時間が長くなった等の事例もあるので、継続的に伝える必要はあるのかなと思う。
司会（介護支援専門員）：
・100 歳を超えている方の担当割合が多くなっているが、治療をされていない、食事はできているが歯がぐらつい
ているなどしている。年齢が 100 歳を超えている方に歯科往診等に来ていただくべきなのか体調のこともあり躊
躇するが、どのように対応されているのかお伺いしたい。
歯科医師 B：
・私は訪問歯科診療をしているが、ご高齢の方は 103 歳の方がいた。治療の必要性はもちろんだが、特に年齢で
分けることはしていない。必要があれば必要な手続きを取り、可能なことをするということを考えている。揺れて
いる歯もある、治療が必要なところもある患者であれば、状況をふまえ、放置して起こる不利益と、治療を行った
利益を天秤にかけたときに、治療した方が明らかに放置する不利益を上回るようであれば積極的に治療するよ
うにしている。
・私たちも依頼がないと動けないので、なにか些細なこと、日頃と違う様子等あればそれがきっかけとなるので、何
でも良いのでお伝えいただければと思う。
司会：
・躊躇せずに一旦相談してみるということ。
歯科医師 B：
・治療をする、しないは別の話で、その状況説明は専門職でないとわからないこともあるが、それを皆さんにお伝
えする良い機会にもなると思う。まずは状況の把握、皆さんに情報の共有をするといった目的で一度お声がけい
ただけたらと思う。
介護支援専門員：
・最近、歯科に依頼した方で、歯がぐらついたり、抜けかけている状態で、急遽訪問歯科の医師へ依頼し対応いた
だいたが、上の歯は全部抜かないといけないという状態であった。その方は抜くことで食べたいものが食べられ
なくなるということで、治療をしない選択をされた。歯が抜けてしまった時はその時かなとおっしゃるが、治療せず
に経過を診ていく場合の注意点等あればお伺いしたい。
歯科医師 A：
・往診の経験が少ないのでお伝えできるかわからないが、患者とすごく話をされたうえで、抜歯したり定期的に診
るなどしていると思う。話を聞く限りでは緊急性が高いわけではないと思う。
・抜けそうでぐらついているので、知らない間にそこに炎症が起きて痛みが出ていても、本人が気づかないことも
あり得るので、口腔ケアをしていただけるのであれば、歯肉の腫れなど確認していただき、食事の変化などがあ
れば、担当医師に伝えていただいた方が良い。
施設管理者：
・口腔ケアの介入時に、拒否が強い、咬反射、吸啜（きゅうてつ）反射が強くて介入自体が難しい利用者に対する
アプローチをどうステップを踏んで介入できるのか、拒絶なく利用者に習慣化していけるのかお伺いしたい。
歯科衛生士：
・認知症で拒否のある方がいると思うが、どうしてもダメな方、ブラシを持たせたら急に磨きはじめる方など、一人
ひとり違う。その一人ひとりの違いを見ているのは毎日携わる介護の方だと思う。拒否が強いから歯磨きしない
かというとわからない。ケアマネジャーはその方の出身地、経歴等背景を探るので、その時にご家庭でどんな時
に磨いていたのか、例えばお風呂の時に磨いていたとなったら、お風呂の前に歯ブラシを渡したら磨いてくれた
ことがある。
・施設では、一定の流れがあり適応しないことがたくさんあると思うが、私は歯科衛生士で口腔ケアはすごく重要
だと思っている。オムツに便が付着していたら必ずケアすると思うが、口腔内の細菌は便よりも多く、誤嚥性肺炎
のリスクが高齢になれば高い。
・私は訪問していただく歯科衛生士と協力している。入居者に私の手を握ってもらい、その間に歯科衛生士に磨
いていただく。抵抗がある方も磨く。それで気持ちよくなったら最後はありがとうとお礼を言われる。認知症の重
度の方は嫌な体験も覚えているが、すっかり忘れてもいるので、また一からできることがある。そういう方法で試
してみてはいかがでしょうか。
司会：
・認知症の方の対応も難しく、施設職員の人数も限られているので、個別に関わるのが難しいと思うので、なにか
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そういう時に使える物品など重宝しそうな物があったりするか。
歯科衛生士：
・保湿剤は有効だと思う。口唇とかが乾燥している方が多い。30 種類以上の味のある保湿剤があり、男性はミン
ト系が好きであったりするので、いろいろと試してみると良いと思う。唇に塗ってあげてそれを舐めて口を開けた
りされる。ずっと口を閉じていると開口するのは難しいので、歯科医師、歯科衛生士の指導を受けると対応が違
ってくると思う。
司会：
・保湿剤などは歯科医院しか取扱いをしていない？
歯科衛生士：
・歯科医院にもあるが、通販、スーパー、にもあるが、駅ビルのホームセンターにはいろんな種類を置いている。通
所に通う人であれば保湿剤を自分で選ぶのも楽しいかと思う。

テーマ ２：歯科と多職種が連携するためにどのような情報や、手段が必要と思われますか。
司会：
・顔を見てやり取りが難しかったり、診察、往診をされていたりすると、誰に相談したら良いかと考えるところがあ
るが、連携する上で歯科医師より気になることはあるか。
歯科医師 A：
・往診をしている方は、家族、ケアマネジャーに直接連絡を取っており、往診に伺う前に状態の確認の連絡を入れ
るようにしている。
・本人は元気と思っていても、本人の言っていることが変わるのでケアマネジャーが一緒に来られることがある。
本人は入れ歯を毎日付けていると言うが、実際はどうかなと思うこともあるので、そのあたりは一緒に来てくださ
ったときに本人がいないところでケアマネジャーと話をすることが一番スムーズでその対応を取っている。
歯科医師 B：
・特に初回の時は、在宅であれば同居の家族がいれば家族、今はコロナ禍でもあるので大変だと思うが、担当の
ケアマネジャーにも同席を極力お願いしている。実際に見ていただいて状況をお伝えするのが一番早い。例えば、
入れ歯が合わないといってもどう合わないのか実際に見ていただかないとわからない、緩くて合わない、痛くて
合わない、ではなぜ緩いのか、痛いのか、その症状の中にいろんな要因が隠れている。いろんなものが複雑に混
ざり合って症状が起きているので、そういったところまでお伝えするとすごくわかりやすくてイメージしやすいと
思うので、極力同席してもらうようにしている。
・他職種の方への繋ぎは、ケアマネジャーにお願いする必要があるので、必要があれば担当者会議を開催してい
ただき、可能な限り出席できるようにしている。一同に介してその場で話す、今は難しくなっているが、すごく貴
重な時間だと思っているので、情報の共有をするようにしている。実際の状態は目に見えないと、どうなっている
のかわからないと心配になるので、目に見えるかたちで共有できるよう努力している。
歯科衛生士：
・ケアマネジャーによって違うと思うが、こういう研修会に参加されている方は意識が高く、ケアプランの中に口腔
ケアなどを盛り込んでいただける方が多いので連携も取れていくと思う。私もそうだが、仕事をある程度パター
ン化してしまう。そうすると口腔内に関心のないケアマネジャーもいらっしゃったりする。
・歯科医院はハードルが高いと思うが、こういう会に参加されている歯科医師の方々は訪問されていて理解もあ
るので、話しやすい歯科医師と顔の見える関係性を作って些細なことでも相談していただければと思う。
・大分県歯科衛生士会では認知症で口腔ケアに困っているなどの相談に対応している。歯科医師に相談するの
が一番早いと思うが、歯科衛生士会としても相談を受けています。
・歯科に繋いでいただくことで、落ちてくる入れ歯を押さえながら食べている方が、入れ歯がピタッと合うことで食
べやすくなり、自分で食べていなかったのが自分で食べだしたり生活が良くなる。そういった経験をされた介護
の方から、入れ歯を良くしてもらって良かったという意見をいただく。
司会：
・そのような問合せ先は知らなかったので、今度相談させてください。
介護支援専門員：
・在宅で生活されている方で、ある程度自立している方の口腔ケアがどうなっているのか突っ込んで話ができる
方とできない方がいて難しい。普段から歯科受診しているかなど十分に聞けていない方もおり、多くの方は悪く
なった時に歯科医に紹介するが、何回も通院が必要で本人の負担も大きく相談させていただいている。
・歯科医師 B がおっしゃったように初回時に同席させていただくと、口腔内がどうなっているのか自分が知らなか
った部分の連携が図れる。通院時の同席は行けるときとそうでない時があり難しいが、訪問の場合はなるべく初
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回の時は同席させていただいている。
・元気な方の口腔内のアセスメントの取り方でどういう声掛けから入っていくと良いかなどアドバイスが欲しい。歯
科側からここを確認しておいた方が良いなどポイントがあればお伺いしたい。
歯科医師 B：
・私が訪問診療で拝見させていただいている方は通院が困難な方で、要介護状態の方が多く、そういった方々の
口腔内を整えることはとても重要だが、要介護状態になる前の段階、要支援の方々の口腔内の環境が良くなる
と、介護度が上がったときの口腔内の環境も良くなる。その方法が自分の中の課題でずっと考えている。元気な
うちからお口に関心を持ち、お口の状態を知っていただく。歯科医院は痛くならないと行かない場所で、患者か
らしたら足が向きにくいと思うが、現状を知っていただきたい。講話で紹介された OHAT にもあるが、高齢者の
口腔内で一番目立つ変化は、乾燥。口腔内が乾燥しているといろんな弊害が出る。自身の口腔内を照らし合わ
せたときにこういう兆候があるなど、少しでも気づいていただけるようにサロンなど、口腔リテラシー、自身の口
腔内に興味を持ってもらえるようなシステム、場があったら良いと常々思っている。
施設管理者：
・同法人の他施設では、歯科衛生士を配置しており、連携を取っている。必ずしもそういうケースはないので、そ
ういったところでどのようにしたら良いなど常々頭を悩ませている。
司会：
・施設は歯科の情報をケアマネジャーに提供したり、歯科に情報提供したり、工夫していることはあるか。
施設管理者：
・当施設では、歯科医が記録を文書にしてくれているのでケアマネジャーが来所した時に、文書に基づいてモニタ
リングの時に報告させていただいている。
司会：
・リアルタイムで話をされている？
施設管理者：
・モニタリングの時になるので、時期によっては間が空いてしまうこともあるが情報はお伝えさせていただいている。
急ぎの時は、ケアマネジャーに直接連絡を取って、歯科受診の調整や報告も入れているが、振り返ってみると、
治療後の報告がきちんとできていないようにある。
司会：
・ケアマネジャーもどこまで歯科医師、歯科衛生士、施設職員へ初回が終わって続けて情報の交換が取れていた
り、途切れてしまったり、お任せになっていたりいるのかなと思うところはある。歯科側より用紙が送られてくるが、
介護側も情報の報告ができる簡単な形式があるといいと思っている。歯科医師、歯科衛生士から連携が取れる
様式や方法があったらいいと思うことはあるか。こういう情報を入れてくれたら良いなと思うことはあるか？
歯科衛生士：
・ケアマネジャーは忙しいと思うので、文書はあったらあったで良いと思うが、私は簡単で良いと思う。例えば、義
歯を入れたらすごく食べやすかったなど電話でも良いと思う。また、義歯を入れたが、よく外して置いているぐら
いで良いと思う。文書でお伝えするのは難しいと思うので、ただどうなっているのかは歯科医師も気にしている
と思う。私も歯科医師に施設に来てもらったが、難しい症例で口蓋に骨が出ている状態で、義歯が落ちやすい状
態であったが、今までで一番良い義歯と歯科医師にお伝えしたら歯科医師も喜んでくれた。私は文書など書か
ず、歯科医師がお見えになったときにお伝えしているが、本当は文書を書いた方が良いが、それでなくても
「LIFE」で口腔管理加算を算定するようになって、文書が多くなり、様式は歯科医師会が作っていたような気が
するが、私はそれが 1 番簡単でわかりやすくて良いのではないかと、個人的な意見ではあるが。
歯科医師 A：
・私も歯科衛生士がおっしゃったとおりだと思う。義歯を入れるようになって意欲的になった、口の中だけに限らず
日頃の生活がプラスの方向に変わったなど些細なことでも、良い方向に向かっている判断の 1 つになるので、教
えてもらえたらと思う。書式にすると大変なので口頭で良いので伝えてもらいたい。
司会：
・ちょっとした疑問だが、歯科医院の手袋は病院と違って少し素材が違うと聞いたが、各医療機関でこだわりがあ
るのか？私たちも口腔ケアをするときに歯科用の手袋でケアをした方が良い？
歯科医師 B：
・単純に好みだと思う。ただ、口腔内はすごく敏感なところなので、できれば指にピタッとはまるものが自分は好き
です。手袋が大きいとケアがしにくいと思う。
・ラテックスアレルギー（天然ゴム）の患者がいる。アレルギーがわからない患者もいるので、予防的にラテックスフ
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リーを使うようにしている。

４グループ.
テーマ １：口腔ケアや歯科に関することで聞きたかったことや、困っていることを歯科医師・歯科衛
生士に質問してみましょう。
理学療法士
・デイサービスの利用者は比較的元気な方が多くタクシーなどで歯科に行く方もいる。そうした方の中には、痛み
や口の中が気持ち悪いと言って義歯を付けたがらない方が多い。栄養状態も悪くなり、運動にもつなげられない
ところがあるので、どう促せば義歯をつけてもらえるか。
歯科医師 A
・私は、入れ歯を作る際には、「入れ歯は気持ちよいものではないですよ」と患者に説明している。でも「入れ歯を
入れて口から食べることで本当の意味で元気になっていく」ということも言っている。利用者にかかりつけの歯科
の先生がいるかどうかをまず確認すること。ちゃんと診ていただいて義歯が当たって痛いんだったら調整するな
り、6 か月に 1 回作れるので、再製するなりする。私は、自分が入れた義歯に関しては、ちゃんと痛くなく食べられ
るようにするところまでが歯科医師の責任だと思っている。それができないのはおかしいと思う。保険であろうが
なかろうが、きちっと作ってきちっと噛めるようにして差し上げるのが医療人たる歯科医師の務めだと思う。だか
ら、どの患者であっても一所懸命作る。
・よく間違っているのは「ずっと使っていないと馴れない」ということ、それは嘘です。その人が食事を摂るときに、
きちっと使える、上手に付き合うことが大切。だから、「一日中入れる必要はないんですよ」という説明もする。
・それと義歯の手入れの仕方。ただ入れたら良いんじゃない。義歯の取り外しの方法も勿論そうだし、毎日の洗浄、
汚れの取り方、プラークは、口の中だけじゃなく、義歯にもいっぱい付く。そういう説明がきちんとできるかどうか、
それが歯科衛生士も含めて歯科関係者の務めだと思う。
・利用者にかかりつけ歯科医がいらっしゃり、お元気な方だったら通院もできるので、相談していただけませんか
と話を持っていっていただく。
歯科医師 B
・義歯は歯科の治療の中で一番難しく、いろんな歯科医師の方の熟練度、腕が試される。痛みがある義歯、痛い
から付けないと言う患者さんで、他の歯科医院で作って、噛めなかったのでうちに来る方もいる。そういった方を
診ると、やはり義歯がよくないということもある。作り替えもそうだが、ちゃんと作れば噛めるようになるので、噛
めない義歯を同じ病院に行って噛めるようになるかどうかは難しいところ。違ったところで試すということも必要
かも知れない。
・先ほどもおっしゃられたように、痛いから噛めない、いずれ馴れてくれば噛めるようになるので、それまで我慢し
なさいと言う先生は僕から言わせればヤブです。必ず痛みの原因はあるので、それを調整せずに馴れさせると
いうのは対応としては良くない。
・義歯がないと食事ができないとか、食欲がなくなるとかであれば別だが、十分本人が食事を摂れて、食欲もあれ
ば、それはそれで問題がないかも知れない。というのが、今勉強中で、特養とかの施設に往診に行っている先生
のエッセイや記事を読むが、歯を自分でケアできない入所者の口腔内を見ると、自分でケアができないために結
構汚れている。残っている歯に汚れが付いて、さらに口腔内の細菌が増えて誤嚥性肺炎とか口腔内が悪くなる
という負のスパイラルを迎える人たちがいる。そういう方は歯を抜いて総入れ歯にした方が口腔内がきれいにな
るので、なるべく歯を残さない方がよいのかも知れないという考え方もある。そこでまた総入れ歯が合う、合わな
いということもあると思うが、口腔内の清掃のしやすさという意味では歯がない方が良いという考え方もある。
司会
・歯科衛生士の立場から義歯に対しての思いとか、こういうケアが必要ですよということを教えていただきたい。
歯科衛生士 A
・訪問歯科、特養でも勤務している。特養の場合は、義歯をずっと入れられるかというと厳しい。人によると思うが、
義歯を入れて食べられるのであれば義歯を入れているが、特養に入所されている方は 80～100 歳近い方。そ
の方々になると義歯を入れて食べるのが難しくなってきている。その中でも機能を落とさないように、食事の時に
入れられなくても、入れられる時間があれば少しでも入れる、若しくは残存機能を生かしたその人の食生活、食
事形態などを見極めながら口腔ケアをしている。
歯科衛生士 B
・以前施設に務めていたこともあるが、入れ歯は施設の方がかなりきれいに管理していたので、すごく汚れていた
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という経験は余りないが、入れたがらない方はいた。その時、「食事は何を食べることができていますか」、「今、
食べにくいものはないですか」「もし入れ歯を入れられたらこんなものも食べることができるのにな」と、声掛けを
していただけると励みになると思う。診療所に行く方は入れ歯を入れたくて、きちんとしたくてということなので、
入れ歯に対して割と前向きだが、施設に入っている方は施設の方に入れ歯の管理とかを任せたりしていると思
われる。なので、入れ歯の取り扱いもしっかり勉強していただくと助かる。
・栄養士の方とも相談し食べられるようにしていただくと良いと思う。理学療養士の方にも、しっかり噛みしめてい
ないと転倒が多くなるので、そういうことも気を付けていただいて励ましていただくとよいと思う。
歯科医師 B
・口の中を見るとか触るとかはしていないのですか。
理学療法士
・今は、コロナの時期なので、基本的にマスクを着けて利用されている。飲み物を飲むときにマスクを外すことはあ
るが積極的に見ることはない。
歯科医師 B
・入れ歯の痛みは殆ど褥瘡といって床擦れと一緒で、入れ歯が動くことによってできる傷。触ってみないと分から
ないが、触ってかたつく入れ歯は大体傷ができやすい。なので、いかにかたつかないように調整するかが大事。
歯科医師 A
・施設に入所している方が義歯を入れたときに、刻み、流動食、ペースト食いろいろあるが、食事の形態について、
おやつもだが、入所施設の方と相談しているか。私は献立表をもらってきてもらうが、「こういうのは義歯では難
しいですよ」と言っている。食事形態が一律なのか、入所者に合わせた食事形態にしているのかが歯科医師とし
て気になるので、そういうアドバイスはしている。施設でも管理栄養士がいて、そういうことも含めて話し合いを
して、その人に合った食事形態にする。例えば漬物とか肉厚で硬い椎茸などを食べたいのか、臼杵せんべいを
総義歯で食べたいという方もいたが、そういうものを本当に食べたいのか、その人の人生にとって、それが満足
いくのであれば、そうしてあげたいが、作ったばっかりだと難しいこともある。そういうことを教えてあげることが
必要だと思う。
理学療法士
・食事、義歯に関してはすごく勉強になった。ただ、義歯は一日中付けなくていいというお話だったが、嚙み合わせ
が悪いと運動の時に力が入りにくかったりすると思うが、そういった方は義歯を着けておいた方がよいのか。
歯科医師 A
・人間の歯というは臼歯部が支えている。だから上下の大臼歯、奥歯ですね、それが顎の位置を支えている。顎関
節は唯一頭頚部にある関節で開閉運動できるが、下顎は筋肉と靱帯で吊るされて維持されていて宙ぶらりんな
んです。だけど閉じた時にストップするのはなぜか、臼歯部が噛むからこれ以上噛み込まない。だから歯がない
総入れ歯の方は、テレビに出ていたクシャおじさんのようになる。そういう状態だと運動したときに力が入らない
ので臼歯部で噛ませなければならない。義歯を入れられるのであれば入れてリハをする方が良いと思う、でない
と転倒の危険性は高まると思う。
・前歯だけ残っていて前歯だけで噛んでいると必ず悪くなる、奥歯で噛まないとほぼ意味がない。前歯は見た目
だけ、人間の咀嚼を支えるのは臼歯部、大臼歯部です。だから「奥歯をきちんと治さないと食事は上手く摂れま
せんよね」とお話をしている。リハをするときも、そのように指導される方が良いと思う。エビデンスというのは難
しいが、臨床経験上そのように感じる。だから是非、臼歯部の義歯を持っている方だったら、その時だけ 30 分
のリハだったら 30 分間、着けられるのであれば着けてされる、後、外して休憩を取って食事の時にまた入れる、
そのような使い分けをしたらどうかと思う。
歯科医師 B
・同じです。臼歯部に、グッと噛みしめるときに筋肉に力がかかる。その筋肉の力と体を動かす力が連動するので、
グッと噛みしめる筋肉に力を入れられれば入れられる人ほど、体の力も出やすい。野球やゴルフなどスポーツ選
手はマウスピースを着けますが、マウスピースを着けることによって噛む力が強くなる。そうするとドライバーの
飛距離がマウスピースを着けない場合と全然違うという話がある。奥歯がしっかり噛めるということが、力が入る
ということに繋がる。極端に言うと奥歯があって、前歯がなくて、前歯だけの入れ歯がある、そういう方は噛みし
めるという意味では必要ないかも知れない。力を入れるという意味では。奥歯に歯がなくて力を入れたい場合は
奥歯に入れ歯を入れた方がよい。
司会
・いま、インプラントをされている方が高齢者でも結構増えてきている。どういうケアが必要なのかお伺いしたい。
歯科医師 A
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・天然歯であってもインプラントであっても基本的にはケアは同じ。ただし、天然歯には周りに歯肉、歯茎がある。
インプラントには歯肉がなく粘膜がある。歯肉と粘膜の違いは、専門的なことで難しいが、天然歯であってもイン
プラントであっても、することは同じ。丁寧にケアをしていく。機械で超音波を当てたらインプラントを傷付けると
か、フッ素を使うとインプラントに良くないだとか論文出たが、そんなことはないと思う。私はちゃんと同じようにメ
ンテナス、クリーニングするべきと思う。
・歯科衛生士でないと細かいところまでも診られないと思うし、歯ブラシの当て方だって、そんな忙しい介護の現
場の方にそれをお願するのは難しいと思う。プロが磨いても難しい。それを歯ブラシと、歯間ブラシやタフト型の
ブラシなど色々使って本当にクリーニングするのがケア。だけど、それは時間的にも、入所者一杯いるわけでしょ、
同じようにしてくださいというのは無理ですよ。清拭と歯科衛生士がするケアは意味合いが違う。時間も取れな
いし、入所者も沢山いて、清拭しかできないのは仕方ないと思う。それを全部、介護の現場の人たちにお願いす
るというのはちょっと難しい。そういう時にこそ、主治医のかかりつけの歯科の先生に相談して歯科衛生士が派
遣できないかということ。治療、キュアではない、ケアをするためには、歯科衛生士でも歯科医でもいいので、行
くことが大切。
・主治医の先生方からの声掛け、訪問専門の先生もいるが、主治医の先生にまず聞いてもらいたい。難しいとい
うのが、私の思い。私は患者さんに来られなくなったら行きますと言うんですが、施設に入って、先生、歯科医が
行くのはダメだと言われたと。何回も経験している。だから自宅ならいい。だから自宅ならいくらでもできる。今
はそれが一番いいと思っている。
司会
・先生が行きましょうかと言っても、施設の方から提携しているところがあるので断られるということですか。
歯科医師 A
・それは何回もあります。それも悪いとは思わない。施設の側からしたら、特にコロナ禍でいろんな歯医者が出入
りするよりは、決めた歯医者が来て、それも訪問診療専門の先生だったらいつでも来てくれる。私は、自分のオ
フィスがあるので、この曜日の午後とか、土曜日とか木曜日とか日曜日にしか行けませんと、自分のオフィスに来
る患者をまず診るので、すみませんがそれでよろしいですかというお話をする。たまたま経験上、自宅の方だっ
たら、来てください、OK ですと言われて行けた。
・介護保険が入った頃、平成 12 年、13 年頃はよく行っていたが、この時は施設にも行った。今はコロナのことが
あるから施設には殆ど行けない。決まった歯医者しか行けない。そこはかかりつけ医ではないわけだが、私はか
かりつけ医で、レントゲンとか情報を持っていて、自分が一番分かるという思いがある。施設側のスタンスで悪い
というわけではないが、コロナという事情があるので行けず、医療関係者として悲しいという思い。
司会
・インプラントの件で何かありますか。
歯科医師 B
・インプラントは元気な方には確かに良い。先ほど特養に行っている歯科衛生士の方も言っていたが、自分で磨
けなくなった状態でインプラントが残っているのがかえって悪い場合もある。インプラントは自分の歯よりも残り
やすい。自分の歯が抜けてしまって下顎のインプラントだけが残っている場合は、そのインプラントが上の歯茎
に当たり、歯茎に傷ができたりする。そうなった場合はインプラント自体が害になってしまうので、インプラントを
外さないといけなくなる。インプラントをしている立場から言うと、インプラントは口腔状態の変化に合わせて対
処する必要が出てくると思う。その時は、インプラントをした歯科医院に相談するのが一番良い。
・インプラントのケアは自分の歯のケアと同じ。インプラントと歯茎の際をよく磨く。歯周病のケアだが、歯と歯茎の
間をよく磨いて、そこを汚れないようにするのと、インプラントも自分の歯もそうだが、歯ブラシだけだと汚れが
取れないので、インプラントとインプラントの間とか歯とインプラントの間の所は歯間ブラシを使って掃除をして
もらった方がよい。

テーマ ２：歯科と多職種が連携するためにどのような情報や、手段が必要と思われますか。
医師
・２０００年に介護保険が始まった頃から往診をしているが、その頃は介護度２、３の方から歯が痛いと訴えがあ
っても患者と歯医者の先生は往診に来てくれないだろうと、話をして当時はそこで話が終わっていた。ケアマネ
ジャーの方に言っても、私の言い方がしつこくなかったのかも知れないが、「ウーン…」とそれで終わって、その
まま、うやむやになってしまうことが多かった。今日、話を聞いていると、歯科の先生は非常に熱心で、言ったら
来てくれるのかと、その他いろんなスタッフの方が来てくれることを今頃知った。いろいろ教えてもらって、患者
の方が少しでも良い方に持っていきたいと思った。こんなに一所懸命に考えてくれるとは思っていなかった。よ
ろしくお願いします。
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司会
・多職種の連携という中で、例えば連携方法について、歯科の先生が多職種からどんな情報がほしいのか、逆に、
多職種が歯科の先生からどんな情報がほしいかあれば教えていただきたい。
歯科医師 A
・これは歯科医師の方に問題も多いと思うが、情報提供書を書くのが面倒くさいとか。私は厚かましいので、患
者のことで気になったらすぐ主治医の先生に今の状態を教えてくださいと情報提供書を書く。
・いちばん悲しいと思うのは、当院は高齢の患者が多く気になる人が何人もいる。だんだん通院できなくなるの
で介護保険の利用についての話をするが、来院されなくなる。入所してしまったのかと思うが、連絡が取れない。
ケアマネの方から電話がかかってきたことが何回もあるし、ケアマネの方が患者を連れてきてくれたり、言って
くれる方もいる。
・要介護 3 までは自立歩行できるが、４や５で寝たきりの状態に前に言ってほしい。例えば、今増えている認知症
もそうだがパーキンソン病もそう、私のところにもパーキンソン病で通っている人もいる。その人には家族も含
め、ケアマネの方に相談していますかと私から話をしている。そろそろ自宅じゃないと無理とか、施設に入れな
いと無理とか、そのタイミングで私が主治医として訪問してケアができるのかなど話ができるといちばん良い。
治療が必要な場合は、治療機材を持っていくのは難しいので、訪問診療をしている信頼できる先生に連携しま
す。ケアなら行って口の中をしっかり見て、歯科衛生士なり歯科医がプラークコントロール、台所に溜まっている
ヌメリと一緒だと思ってください。それを取ってきれいにする、それだけ全然違うんです。要介護認定が３から４
に上がる前に言っていただいたら一緒に考えられるというのが私の思い。
歯科医師 B
・連携で関りが強いのは摂食、嚥下の対応だと思う。歯科治療ではそれほど連携が必要なことはないと思うが、
摂食、嚥下だけは、例えば栄養士さんと連携して、どういうものが食べられるようになるかとか、VF や VE 検査、
造影検査をして、どのくらい食事にトロミを付けるかとか、そういう連携をどのくらいしているか分からないが、
特に摂食、嚥下が今気になっているところ。
司会
・摂食、嚥下について栄養士と連携を取ったらいいというお考えか。
歯科医師 B
・VF や VE 検査は歯科でもするらしいが、主には医師がするのか、その辺はよく分からないが、摂食、嚥下機能
が改善するような連携が歯科と医科と、介護士などで、できる働きがあるとよい。
歯科衛生士 A
・特養で働いているが、歯科衛生士と同じ口腔ケアを介護職の方に求めるのは難しい。できることを実技で指導
している。入所者で経管栄養の方には吸引をしなければならないので、看護師か歯科衛生士が入る。自立して
いる方も、セルフケアでできていない部分を私たちがケアしている。しかし私一人ではできないので、介護職の
方に口腔ケアの方法を施設内の勉強会などで指導し、皆のケアをおこなっている。うちの特養には長く歯科衛
生士がいたので、介護職の方も口腔ケアの大切さも分かっており、とても助かっている。
・訪問歯科の先生も来てくれている。私もかかりつけの歯科医が来てくれるといいと思っているが、私が入る前
から決まった訪問歯科が入っているのでどうしようもない。
・ショートステイやデイサービスで入られる方は、また帰るので、かかりつけの先生に来てもらえるのであれば来
てもらっている。後は、ケアマネさん、相談員に言ってご自宅に訪問してもらうように話をしている。
・摂食、嚥下の会議があるので、食事の際、食事形態も見るし食介もするので、栄養士とも話し合いをする。ただ
し、歯科に行けない方も沢山いると思うので、その方たちに、もっと訪問に行って治療ができるような態勢が確
立されたらと思う。

５グループ.
テーマ １：口腔ケアや歯科に関することで聞きたかったことや、困っていることを歯科医師・歯科衛
生士に質問してみましょう。
介護支援専門員
・研修会資料を読んで定期受診が必要と感じたが、利用者に今すぐ診察が必要かという判断は難しい。しばらく
受診をしていない利用者に対して、「とりあえず受診してみては」という投げかけで良いのかを訊きたい。
・また、通院中の利用者の歯の状態を訊きたい時に、歯科医院へ電話やＦＡＸをして話を伺うことは可能なのか？
歯科医師Ａ
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・訪問診療がメインで外来は行っておらず期待に応えられる回答にはならないが、定期受診については、仰るよう
な投げかけ方で良いと思う。
・歯科へのアプローチは、電話では時間的な都合もあり回答が難しいこともあるので、ＦＡＸの方が良いのではな
いかと思う。
歯科医師Ｂ
・ケアマネさんなどから「どういうタイミングで受診したら良いか」との相談がある。面識のあるケアマネさんから何
かの話のついでに相談された事はあったが、ＦＡＸをいただいた事は無い。相談しにくいのかなとは思う。「往診
をお願いしたことがある歯科医師に一度聞いてみたい」気持ちはよく分かるので、どこかで繋がりをもった歯科
医師に質問をしてもらえると、反応はし易いと思う。電話でもＦＡＸでも良い直接お会いできるのであれば直接
でも良いので、投げかけていただけたらと思う。
歯科衛生士
・開業医の元では思ったことが無かったが、介護施設勤務になってから常々思っていること。認知症の患者の口
腔内や食事内容を見た時に、義歯が合っていなくても全量を自分で摂取できていた方が、新しい義歯にするこ
とによって食事をしなくなる事がよく有る。たまに訪問を行うだけの医師では、日頃の食事内容等を全く見られて
いないので、本人がどのように食べているのかも分からないと思う。毎日見ている介護士や看護師と、食事内容
や食べ方、全身状態を必ず話す連携を行ってから、古い義歯を修理した方が良いのか新しい義歯を作った方が
良いのか等の判断をしてもらえると助かる。
・施設でご飯が食べられなくなった、新しい義歯になって食べられなくなったということになると、「経管栄養しなけ
れば看取り」となってしまう。それは大変悲しいことだと思うので、義歯を作る段階で、よく話して考えて作ってい
ただきたいという自分の思いがあるが、歯科医師の先生方はどのように考えていらっしゃるのかを聞きたい。
歯科医師Ａ
・色々とご苦労とされてきたんですね。いたずらに新しい義歯を作っても使えなければ意味が無いので、新しく作
る段階でその辺りはキッチリ詰めている。正直、新しく作った方が点数にはなるので、そうする先生は居るかも知
れないが、自分はそうはしないので、何と返答して良いのか分からない。
歯科医師Ｂ
・私も作るかどうかすごく迷うことがあるが、新しく作るにあたって、旧義歯をある程度使える状態にしてあげるの
が新しく作る際の「この人は義歯がちゃんと使えるのか」という目安になると思う。全然入れ歯を使えない人に新
しい義歯を作るのは意味が無いので、旧義歯がまず使えるということをひとつ超えられれば、新しい入れ歯を作
っても良いのかなと判断している。
介護支援専門員(司会)
・義歯を外した状態でなんとか歯茎で食べている方がいらっしゃると思うが、そうした方への、義歯の装着の仕方
であったり、その辺りのアプローチの仕方があれば、教えていただきたい。
歯科医師Ａ
・学術的には「無歯顎の人には入れ歯を作り、咬合を確立して、食事ができるようにしてあげる」というのが正しい
のだろうが、正直言って、ずっと顎堤だけでご飯を食べていて、歯茎も硬くなっていて不自由していない。ある程
度食事ができているのであれば、ご飯を食べる上では義歯は必要無いのではないかと私は思っている。
・入れ歯は見た目の回復や、噛みしめることが日常動作の補助になるので、そういった意味合いでは有った方が
良いと思う。
・全ては患者さんやご家族の意向だと思う。認知症があると、口の中の異物が気に入らなくて、痛くなくてもすぐ出
すという方は居る。そうすると周りの方が管理をしなければいけなくなる。よくあるのが、義歯をティッシュペーパ
ーにくるみポケットに入れていてゴミとして捨ててしまう。いたずらに新しく作って「使ってください」というのは、
全てのケースには適さないと思う。本人に新しい入れ歯を使ってみたいという意向があれば、話しあって、どうす
るかを決めていくことが一番かと思う。
司会
・本人の意思が一番大切ということですね。
歯科医師Ｂ
・食事の形態を上げていきたいという意向のある場合に義歯が必要になり作る場合がある。私も本人の意思や、
入れ歯の管理ができるか、管理できる周りの体制があるか、食事形態の見直しの必要があるかをみる。
介護支援専門員
・ケアマネジャーに対して求める情報を、受診前と治療中それぞれお伺いしたい。
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歯科医師Ａ
・診察前の情報提供としては、全身状態や服薬情報があるとすごく助かる。治療中に関しては、医科の受診などで
薬が変更になったり、新しく分かったこと等があれば知らせてもらえるとすごく助かる。
歯科医師Ｂ
・診察前では全身状態もあるが、本人やご家族の治療の希望・意向を聞きたい。何を一番主訴としているのかを
知りたい。治療中は、訪問したら入院していたということがあるので、そうした場合はケアマネさんから情報提供
して頂けると、「行ったら居なかった」ということが無くなりありがたい。
歯科衛生士
・口腔ケアについてお伝えしたい。在宅で自分で歯磨きができない方は、介護者が居ればその人と一緒に歯科に
来てもらって、口腔ケアの指導を受けるということをしてもらえると良いと思う。
司会
歯科医の先生方から他職種に対しての要望があれば伺いたい。
歯科医師Ａ
・今のところ特に問題と思っていることはない。ありがたいことだと思っている。
歯科医師Ｂ
・病院付属の居宅ケアマネに伺いたいが、病院の患者を地域に帰す際に歯科を紹介する形になるのか？
介護支援専門員(司会)
・病院に入院中の患者の介護申請を行うことが多い。そういった方が退院して地域に戻られるというところのお手
伝いをしている。在宅に戻って歯科のご希望があれば、紹介はさせていただいている。
歯科医師Ｂ
・歯科医院はどうやって選んでいるのか？
介護支援専門員(司会)
・地域であったり希望であったりを伺って決めてはいる。
介護支援専門員
・私も先ほどの意見と同じで、歯科診療の希望があった時には、まず本人やご家族にご希望の歯科医院があるの
かを伺って、無ければお住まいの地域の歯科医院を紹介することが多い。
介護支援専門員(司会)
・在宅の冊子(大分市の「在宅医療と介護に関する資源リスト」)の在宅歯科診療医の一覧を見せて、選んでもら
ったりはしている。

テーマ ２：歯科と多職種が連携するためにどのような情報や、手段が必要と思われますか。
歯科医師Ａ
・今回の講話でもあった、ＯＨＡＴ。介護をされている方の標準化が大事になってくると思う。スコアをつけることに
よって、大体の状態が把握できるのと、それを詳しく伝えることによって、歯科医も把握し易くなる。ああいったツ
ールを活用するのは良いのではないか。
・遠慮せず、歯科医師に相談してみるのが大事ではないか。密な関係を取れるのが一番大事だと思う。
介護支援専門員（司会）
・ＯＨＡＴについて質問したい。スコアをつける時というのは、高齢者に携わる者がつけるということで良いか。
歯科医師Ａ
・理想は、口腔ケアを行う際に見て記録しておく。「過去はこうだったのに今日だけおかしい」と感じた時に相談し
てみるとか活用してもらえると、状態の記録になり、何かあって歯科に依頼する時にも経過が追いやすいと思う。
介護支援専門員（司会）
・こうしたツールは、インターネット等でも入手できるか？
歯科医師Ａ
・私も色々調べてみたが、アプリや、ブラウザ上でチェックボックスをそのままクリックして点数化できるツールもあ
る。色々と活用されているみたいなので、そうしたシステムを流用してみるのも良いかも知れない。
歯科医師Ｂ
・私も歯科衛生士と一緒に老健を訪問して、患者さんの管理をしたことがあるが、全員分をチェックしていくのは
結構大変な作業だった。写真の時とその後の経過を記録していったが大変な作業だと実感した。
・訪問診療を行っている歯科医院に電話をしてみたら、冊子(大分市の資源リスト)に載っているにも関わらず「や
ってないよ」と仰る先生もいると思うので、歯科医師と密に連絡をして顔見知りになっておくのが、ケアマネさん
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にとっては一番利用がし易いのではないかと思っている。
司会
・「冊子に載っていて、されていない」というのは？
歯科医師Ｂ
・聞いた話では「外来をしていて往診に出にくい」というのが、歯科の現実的なところ。勇気を出して電話をして断
られ出鼻を挫かれてしまうので、密な関係を作れたら良いと思うが、その手段が何か？という話だとは思うが。
司会
・日頃から、馴染の先生とのつながりを作っておくのがとても大事というところか。
歯科衛生士
・病院付属の居宅ケアマネジャーに連携のことで質問したい。老健やグループホームを掛け持ちで持っていたが、
利用者が急性期病院から退院してきた時、口腔内がかなり酷くなっている事が多かった。在宅でみられている
家族の方からも、「毎回退院してくる度に、汚くなって戻ってくる」との話をよく聞く。貴院には歯科衛生士も在籍
していると思うが、病棟看護師にどのような連携や指導をなさっているのかを伺いたい。
介護支援専門員
・入院中の口腔については尋ねたことがないので、どういった状況でどういった頻度で口腔ケアをされているのか、
申し訳ないが把握はできていない。
介護支援専門員(司会)
・病棟にはお一人お一人口腔ケア用品は準備はされているが、急性期にどこまで口腔ケアをしているかは把握し
ていない。
歯科衛生士
・その辺りの連携が難しいのかと思う。看護師も日頃の業務が忙しい中、口腔ケアまでは手が回らないと思うが、
ご家族の思いとしては、「在宅で一生懸命キレイにしていたのに、戻ってきて汚れていたらガッカリする」という話
もよく聞くので、病院の中でも、キレイな状態を維持して頂けると･･･。口腔状態が悪くなると全身状態も悪くなる
ので、誤嚥性肺炎の予防のためにも、そういった連携ができると良いと思う。
介護支援専門員
・ケアマネジャーは利用者が入院した時に病院へ情報提供を行うので、今どんな感じで磨いているか、どんな道具
を使用しているのか、退院した時には、入院中誰がどのようにケアしていたのかを是非きいていきたいと感じた。
介護支援専門員
・歯の磨き残しや手入れが行き届かなった部分について、なぜできないのか？の理由を突き詰めていけるとケア
プランに展開しやすいと思った。例えばマヒがあって感覚が無くて磨けないのか、腕の可動域が足りないのか等
具体的な理由があれば、「デイケアでリハビリしましょう」「ヘルパーにその辺りを声掛けしてみましょう」「家族に
説明しましょう」といった展開がしやすくなるので、そういった部分を今後連携などで、歯科医師や歯科衛生士に
お尋ねできたら、より良いケアにつながると感じている。
歯科医師Ａ
・他市で診療を行っていた時は、口腔ケアを単独で行っていたので、その時は磨き残しの部分などは提供文書と
してケアマネにフィードバックをしていた。普段の仕事の最中に、口腔内をじっくり観察するというのは我々しか
しない事だと思うので、そうしたフィードバックは大切だなと思う。
連携支援センター
・医師から診療情報提供をしてほしい、歯科と連携したいという要望が来ている。医科に対して、情報提供がしに
くい理由などがあれば伺いたい。
歯科医師Ａ
・医科に紹介をする場合は診療情報提供書を付けるのかマナーだと思うので、そうしない方が居るというのは不
思議だなとは思う。
歯科医師Ｂ
・他科から情報を頂くことはあるが、どういうことがあればこちらから医科の先生に連絡をすることがあるのかが
思い浮かばない。どういうシチュエーションで「返事がない」と言われているのかが分からないが…。
連携支援センター
・やり辛さがあるのであればと思い、ご意見を伺ってみた。特にやり辛さは感じていないということで良いか？
歯科医師Ｂ
・はい
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歯科衛生士
・私は歯科衛生士として在宅医療・介護連携の会議に出席するが、医師と歯科医師の連携についてはテーマによ
くあがる。その中で、「歯科からの紹介状の返事が無い」「施設に入る歯科医院が決まっていて、他院が診療に入
れないので困っている」という話をけっこう聞く。会議に出席されている歯科医師が、その都度「そういったところ
は、歯科医師会に加入していない先生が多い」といった説明をしているのを耳にする。会員外の歯科医師に話を
持っていくのが難しいと聞いていたので、その辺りを歯科医師の先生方がどのように思われているのか伺いた
い。
歯科医師Ａ
・難しい話ですよね。実は、歯科が嘱託として施設に入る契約を結んでも、あまり拘束が無い。希望する歯科医院
を選べればそれが良いのだろうが、どうしても「一ヵ所いくら」といった契約として決まったところが入るケースは
多々あると思う。そればかりは、一個人ではどうにもならないところなので、回答することは難しい。
歯科医師Ｂ
・私も施設の嘱託歯科医師にはなっており、逆に違う施設に伺おうとした時に、「うちは決まってますので」と断ら
れることもある。特に今はコロナ禍で、沢山の歯医者が入ってくると感染リスクのコントロールがし難くなるという
のも分かる。色んな人が入ってくると治療の方針も違ってくるだろうし、治療費の回収が複数になって困る等も
出てくると思う。一ヵ所しか受け入れないところ、複数利用しているところ、それぞれのやり方に準じることになる
と思う。

－ ご参加頂いた皆様、貴重なご意見をありがとうございました。－
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