
受託事業の歯科訪問
＝世⽥⾕区無料訪問⼝腔ケア健診が受けられます＝世⽥⾕区無料訪問⼝腔ケア健診が受けられます

通院困難な⽅（お体の不⾃由な⽅や⾼齢者）で
⻭医者さんにかかれないでいる⽅に、

かかりつけの⻭医者さんがかかりつけの⻭医者さんが
ご⾃宅・病院・施設等に訪問して
⻭科治療を⾏う事が出来ます。

その医療サービスを【⻭科訪問診療その医療サービスを【⻭科訪問診療
その対象者は、

⻭科医院への外来通院が困難な⽅に限られますが、
⻭科医院で⾏うほとんどの治療が、⻭科医院で⾏うほとんどの治療が、

ご⾃宅・病院・施設等で受けることが出来ます。
【⻭科訪問診療の内容【⻭科訪問診療の内容

１．むし⻭の治療
２．⼊れ⻭を作る・調整・修理
３．⻭周病治療
２．⼊れ⻭を作る・調整・修理
３．⻭周病治療
４．⼝腔ケアで感染症や誤嚥性肺炎などの予防
５．摂食嚥下障害のリハビリテーション５．摂食嚥下障害のリハビリテーション
６．認知症予防・⾔語機能の回復
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【要介護者の口腔の現状

口腔ケアの必要性と重要性
・口腔内細菌と内科疾患との関連性は加齢に伴う咀嚼機能の
１低下と老化・認知症とも関連性があります。

口腔ケアの必要性と重要性

・口腔環境がお年寄りの全身の健康と密接に関連しています。
・口の中の細菌が関与すると考えられる全身疾患は下記の通り
1です。1です。

１．誤嚥性肺炎
２．感染性心内膜炎、敗血症
３．虚血性心疾患３．虚血性心疾患
４．糖尿病

【口腔ケアの目的】
口の中を清潔にするだけではなく、
歯や口の疾患を予防し、
口腔の機能を口腔の機能を
老化・や痴呆を防止し、
全身的な健康維持など全身的な健康維持など

QOLやＳＡＤＬの向上に役立ちます。
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【食生活への関与
噛むという動作は、

食物を切断、破砕し、⼝の中で唾液と混ぜ合わせる消化作⽤の第⼀段階です
。。

※食物として異物であると感じた場合に、
反射的にそれを吐き出す防御反応も持ち合わせています。

【骨や筋肉のバランスへの関与
反射的にそれを吐き出す防御反応も持ち合わせています。

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

清掃が難しくなり、
むし⻭や⻭周病が増悪する誘因ともなります。

清掃が難しくなり、
むし⻭や⻭周病が増悪する誘因ともなります。

【脳の発育を促し、⽼化防⽌への関与
噛むという⾏為は噛むという⾏為は

筋肉や舌などを反射的に反応させ、
脳や⾝体に刺激を与えて脳を活性化させ、
脳の⽼化を防ぐ⼀因ともなります。脳の⽼化を防ぐ⼀因ともなります。

⻭がなくなると咀嚼能⼒の低下や発⾳障害を生じさせるばかりでなく、
食生活への欲望など、人としての意欲が失われ、

その為に脳に対する刺激が減り、認知症にもつながりその為に脳に対する刺激が減り、認知症にもつながり
ます。

☆噛むという⾏為は⽼化防⽌と密接なつながりがあります。☆噛むという⾏為は⽼化防⽌と密接なつながりがあります。
【運動能⼒を⾼める

噛むと⾔うことは、全⾝的運動の⼀部で、運動能⼒を⾼めたり、かみ合わ
せの バランスが⾝体の平衡感覚にも影響を与えています。
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⼝腔ケアの効果について
【⼝腔感染症の予防【⼝腔感染症の予防

むし⻭や⻭周病などの⻭科疾患や
カンジダ性⼝内炎などの⼝腔感染症を予防します。

【⼝腔機能の維持・回復
咀嚼機能の改善および摂食・嚥下障害を改善させ、

⼝腔機能の低下や⼝腔機能の低下や
廃⽤症候群の予防に繋がります。

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

全⾝感染症の予防をはかります。
【全⾝状態やQOL【全⾝状態やQOL
経⼝摂食を促す事により、
低栄養や脱水を防ぎ、
体⼒回復や意欲向上、体⼒回復や意欲向上、

全⾝状態の改善につながります。

【コミュニケーション機能の回復【コミュニケーション機能の回復
構⾳機能の維持・回復により

コミュニケーション機能が回復します。

⼝腔ケアの効果について
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QOLの向上】QOLの向上】

経⼝摂食を促す事により、
低栄養や脱水を防ぎ、
体⼒回復や意欲向上、体⼒回復や意欲向上、

全⾝状態の改善につながります。
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介護保険と⼝腔ケアについて
【居宅療養管理指導】とは？【居宅療養管理指導】とは？
「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要⽀援、要介護の認定を受けられ
た⽅で、通院が困難な⽅のご⾃宅や施設に訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医
師、⻭科医師、薬剤師、管理栄養⼠、⻭科衛生⼠が⾏うものです。
た⽅で、通院が困難な⽅のご⾃宅や施設に訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医
師、⻭科医師、薬剤師、管理栄養⼠、⻭科衛生⼠が⾏うものです。

【具体的には
１．ケアマネジャーへ、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。１．ケアマネジャーへ、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
２．要介護者または家族のかたへ、居宅サービス利⽤上の留意事項や介護⽅法の
指導・助⾔等を⾏う。

３．その他、療養上必要な事項についての指導・助⾔を⾏う。３．その他、療養上必要な事項についての指導・助⾔を⾏う。

⻭科における【居宅療養管理指導】とは？
⻭科医師が⾏う「居宅療養管理指導」は、1⻭科医師が⾏う「居宅療養管理指導」は、1
⻭科衛生⼠が⾏う「居宅療養管理指導」は、

します。
⻭科衛生⼠が⾏う指導の内容としては、

利⽤者の⼝腔内や義⻭の衛生⾯の⼝腔ケアと
⻭科衛生⼠が⾏う指導の内容としては、

利⽤者の⼝腔内や義⻭の衛生⾯の⼝腔ケアと
⼝腔機能を向上させるための機能⾯の⼝腔ケアを⾏います。

【注意点【注意点
訪問⻭科診療を受ける対象として

『通院する事が困難な患者様』であることが条件となりますのでご注意下さい。

介護保険と⼝腔ケアについて

「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要⽀援、要介護の認定を受けられ
た⽅で、通院が困難な⽅のご⾃宅や施設に訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医
師、⻭科医師、薬剤師、管理栄養⼠、⻭科衛生⼠が⾏うものです。
た⽅で、通院が困難な⽅のご⾃宅や施設に訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医
師、⻭科医師、薬剤師、管理栄養⼠、⻭科衛生⼠が⾏うものです。

具体的には】
１．ケアマネジャーへ、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。１．ケアマネジャーへ、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
２．要介護者または家族のかたへ、居宅サービス利⽤上の留意事項や介護⽅法の

３．その他、療養上必要な事項についての指導・助⾔を⾏う。３．その他、療養上必要な事項についての指導・助⾔を⾏う。

1回500単位（500円）で月2回を限度とし、1回500単位（500円）で月2回を限度とし、
⻭科衛生⼠が⾏う「居宅療養管理指導」は、1回350単位（350円）で月4回を限度と

します。
⻭科衛生⼠が⾏う指導の内容としては、

利⽤者の⼝腔内や義⻭の衛生⾯の⼝腔ケアと
⻭科衛生⼠が⾏う指導の内容としては、

利⽤者の⼝腔内や義⻭の衛生⾯の⼝腔ケアと
⼝腔機能を向上させるための機能⾯の⼝腔ケアを⾏います。

注意点】注意点】
訪問⻭科診療を受ける対象として

であることが条件となりますのでご注意下さい。



☆の症状のある方には☆の症状のある方には
ご自宅・病院・施設に訪問致します。

☆入れ歯が合わない

☆入れ歯が壊れた

☆入れ歯を持っていない

☆歯が痛む

☆飲食

☆口臭が気になる

☆口がサッパリしない

☆ブリッジが壊れた

☆インプラントがおかい

☆むせる

治療には保険診療が適用されます。

１．老人保険
1割が負担金となります（一定以上の所
得がある方は3割負担）。得がある方は3割負担）。

２．障害者・生活保護
各市町村の減免と同じ取り扱いになり
ます。

ご自宅・病院・施設に訪問致します。

ます。
３．健康保険
一般の医療保険の一部負担金と同じ取
り扱いになります。り扱いになります。

４．介護保険
在宅の場合は、居宅療養管理指導費
が介護保険の適用となります。が介護保険の適用となります。

■歯科医師による診療：1回 500円（月2回
まで）
■歯科衛生士による診療：1回 350円（月4
回まで）

※交通費は交通費の実費をお願いしてい※交通費は交通費の実費をお願いしてい
ます（電車･バス･都合によりタクシー代）。



【電話の場合】
世田谷：０３－３７００－８２４１世田谷：０３－３７００－８２４１
【緊急時】：090-4679-7862

※診療受付票に必要項目を記入後送信して下さい。※診療受付票に必要項目を記入後送信して下さい。

患者様一人ひとりの全身状態を観察しながら、お口の中
健康状態と嚥下機能をチェックします健康状態と嚥下機能をチェックします

健診結果をご説明し、その後の診療対応をご相談します。
患者様の健康状態などを考慮して治療計画を立てます。

ご了承いただきました、治療計画に基づいて、治療や口腔ケアを実ご了承いただきました、治療計画に基づいて、治療や口腔ケアを実
施いたします。

定期的にお伺いして、歯科健診を実施いたします。患者様の状態等定期的にお伺いして、歯科健診を実施いたします。患者様の状態等
に応じてケアメニューを作成し、口腔ケア・リハビリを実施いたします。

ケアマネジャーに治療計画情報をご提供します。

ケアマネジャーに治療報告書を提出します。

【メールの場合】
世田谷：０３－３７００－８２４１ angel@dentalshuttle.com世田谷：０３－３７００－８２４１ angel@dentalshuttle.com

7862（０９０の夜なく、悩む二人）

診療受付票に必要項目を記入後送信して下さい。診療受付票に必要項目を記入後送信して下さい。

患者様一人ひとりの全身状態を観察しながら、お口の中
健康状態と嚥下機能をチェックします。健康状態と嚥下機能をチェックします。

健診結果をご説明し、その後の診療対応をご相談します。
患者様の健康状態などを考慮して治療計画を立てます。

ご了承いただきました、治療計画に基づいて、治療や口腔ケアを実ご了承いただきました、治療計画に基づいて、治療や口腔ケアを実

定期的にお伺いして、歯科健診を実施いたします。患者様の状態等定期的にお伺いして、歯科健診を実施いたします。患者様の状態等
に応じてケアメニューを作成し、口腔ケア・リハビリを実施いたします。

ケアマネジャーに治療計画情報をご提供します。

ケアマネジャーに治療報告書を提出します。



介護にとって非常に⼤切なことは、
『食べたいという欲望をかり⽴て、最期のワンスプーンまで

…』…』
⼝から食べる事を叶えて差し上げる事が

『⾃己実現』の最たるものだとＤｒ．
今まで食べられなかった患者さんが、

『⾃己実現』の最たるものだとＤｒ．
今まで食べられなかった患者さんが、

義⻭によって食べられるようになった・・・
という変化を⾒ることは、という変化を⾒ることは、

治療室で私たち⻭科関係者が味わえる⽇常の喜びより
遥かに⼤きいものです。遥かに⼤きいものです。

このような感動を味わう事が出来るのに、
⻭科医師の多くが在宅往診に踏み込んでいないのは、

ケアマネさんとの接点が余りにも少なく、
⻭科医師の多くが在宅往診に踏み込んでいないのは、

ケアマネさんとの接点が余りにも少なく、
医療･生活情報が⼊ってこない処にいるからではない

か・・・と、か・・・と、
思っています。

医師、保健師、訪問看護師など他職種の⽅々との連携が出来れ医師、保健師、訪問看護師など他職種の⽅々との連携が出来れ
ば、

在宅診療・搬送診療・送迎診療がもっと増える・・・と考えら
れます。

介護にとって非常に⼤切なことは、
食べたいという欲望をかり⽴て、最期のワンスプーンまで

』、』、
⼝から食べる事を叶えて差し上げる事が
の最たるものだとＤｒ．Angelは考えています。
今まで食べられなかった患者さんが、
の最たるものだとＤｒ．Angelは考えています。
今まで食べられなかった患者さんが、

義⻭によって食べられるようになった・・・
という変化を⾒ることは、という変化を⾒ることは、

治療室で私たち⻭科関係者が味わえる⽇常の喜びより
遥かに⼤きいものです。遥かに⼤きいものです。

このような感動を味わう事が出来るのに、
⻭科医師の多くが在宅往診に踏み込んでいないのは、

ケアマネさんとの接点が余りにも少なく、
⻭科医師の多くが在宅往診に踏み込んでいないのは、

ケアマネさんとの接点が余りにも少なく、
医療･生活情報が⼊ってこない処にいるからではない

か・・・と、か・・・と、
思っています。

医師、保健師、訪問看護師など他職種の⽅々との連携が出来れ医師、保健師、訪問看護師など他職種の⽅々との連携が出来れ
ば、

在宅診療・搬送診療・送迎診療がもっと増える・・・と考えら
れます。



こらからの介護歯科のあり方
⼝から食べるための⽀援と、

⼝腔の機能障害に対するリハビリテーションは、⼝腔の機能障害に対するリハビリテーションは、
まず、義⻭を⼊れる前後の顔の表情の変化を⾒ると分かります。
⻭をチャンと治してもっとおいしく食べたいという思いがあっ⻭をチャンと治してもっとおいしく食べたいという思いがあっ

ても、
⻭科医院に来るすべがなかったり、
諦めてしまっているのだと思います。
⻭科医院に来るすべがなかったり、
諦めてしまっているのだと思います。
『かかりつけ⻭科医機能

本当に食べられるようになるまでフォローする事だと考えます。本当に食べられるようになるまでフォローする事だと考えます。
新義⻭を⼊れた当⽇はきちんとはめていても、

フォローをして上げないでいるとフォローをして上げないでいると
折角作った⼊れ⻭も、

コップの中に⼊れっぱなしという事になってしまいます。コップの中に⼊れっぱなしという事になってしまいます。
⽇本の在宅介護で、

非常に問題視されるのは、此処に在るのだと思います。
☆それには、医科の往診と同様に

非常に問題視されるのは、此処に在るのだと思います。
☆それには、医科の往診と同様に

安否確認が評価されるべきだと考えます。

こらからの介護歯科のあり方
⼝から食べるための⽀援と、

⼝腔の機能障害に対するリハビリテーションは、⼝腔の機能障害に対するリハビリテーションは、
まず、義⻭を⼊れる前後の顔の表情の変化を⾒ると分かります。
⻭をチャンと治してもっとおいしく食べたいという思いがあっ⻭をチャンと治してもっとおいしく食べたいという思いがあっ

ても、
⻭科医院に来るすべがなかったり、
諦めてしまっているのだと思います。
⻭科医院に来るすべがなかったり、
諦めてしまっているのだと思います。

かかりつけ⻭科医機能』とは
本当に食べられるようになるまでフォローする事だと考えます。本当に食べられるようになるまでフォローする事だと考えます。

新義⻭を⼊れた当⽇はきちんとはめていても、
フォローをして上げないでいると、フォローをして上げないでいると、

折角作った⼊れ⻭も、
コップの中に⼊れっぱなしという事になってしまいます。コップの中に⼊れっぱなしという事になってしまいます。

⽇本の在宅介護で、
非常に問題視されるのは、此処に在るのだと思います。

☆それには、医科の往診と同様に
非常に問題視されるのは、此処に在るのだと思います。

☆それには、医科の往診と同様に
安否確認が評価されるべきだと考えます。



次に、『⼝から食べる』という事において重要な事は、
舌がしっかり動かなくては出来ないと⾔う事と、舌がしっかり動かなくては出来ないと⾔う事と、

⼊れ⻭を⼊れれば食べ、飲み込めると⾔うモノではない・・・
と⾔う事を啓発する事です。

本当に⼝からきちんと食べられるという事は、
と⾔う事を啓発する事です。

本当に⼝からきちんと食べられるという事は、
唇や舌がちゃんと機能していなければ出来ない事なのです。

因みに、麻痺などで舌が動かなくなったとしても、因みに、麻痺などで舌が動かなくなったとしても、
リハビリを続け、食べさせるようにする事が

【介護⻭科】と⾔うモノです。【介護⻭科】と⾔うモノです。
それらが、我々がこれからやらなくてはいけない事なのです。

次に⼝腔ケアで重要な事は、次に⼝腔ケアで重要な事は、
家族にも⼝腔ケアの⽅法を教えて、
残存機能を働かせる様にして、

本人に⼀生懸命やってもらう事がまず⼤切です。
残存機能を働かせる様にして、

本人に⼀生懸命やってもらう事がまず⼤切です。
最終的には介護する人たちが、
⼝腔ケアの最終責任者であり、⼝腔ケアの最終責任者であり、

家族の協⼒が不可⽋だからなのです。

という事において重要な事は、
舌がしっかり動かなくては出来ないと⾔う事と、舌がしっかり動かなくては出来ないと⾔う事と、

⼊れ⻭を⼊れれば食べ、飲み込めると⾔うモノではない・・・
と⾔う事を啓発する事です。

本当に⼝からきちんと食べられるという事は、
と⾔う事を啓発する事です。

本当に⼝からきちんと食べられるという事は、
唇や舌がちゃんと機能していなければ出来ない事なのです。

因みに、麻痺などで舌が動かなくなったとしても、因みに、麻痺などで舌が動かなくなったとしても、
リハビリを続け、食べさせるようにする事が

と⾔うモノです。と⾔うモノです。
それらが、我々がこれからやらなくてはいけない事なのです。

次に⼝腔ケアで重要な事は、次に⼝腔ケアで重要な事は、
家族にも⼝腔ケアの⽅法を教えて、
残存機能を働かせる様にして、

本人に⼀生懸命やってもらう事がまず⼤切です。
残存機能を働かせる様にして、

本人に⼀生懸命やってもらう事がまず⼤切です。
最終的には介護する人たちが、
⼝腔ケアの最終責任者であり、⼝腔ケアの最終責任者であり、

家族の協⼒が不可⽋だからなのです。



【食べる･･･と言う行為
『食べるという⾏為『食べるという⾏為
人間の感覚器（五感）
全部を使って、全部を使って、

おいしいと感じる事で
咀嚼･嚥下によって飲食物は咀嚼･嚥下によって飲食物は
体内に摂りいれられ、

血となり肉となりって、生命は維持されています。
かえりみるに、かえりみるに、

⼝から食べるという事、
さらには、歓談しながらとる会食などでは、さらには、歓談しながらとる会食などでは、

⼝腔周囲筋全てを使って、それもマナーを守り、
満⾯の表情筋で意思表⽰を⾏いながら、

かつ、⼀時呼吸を⽌めて、
満⾯の表情筋で意思表⽰を⾏いながら、

かつ、⼀時呼吸を⽌めて、
飲食物を摂っている・・・と⾔う･･･それはとてつもなく

『人間の尊厳を守もる『人間の尊厳を守もる
と⾔う事が再認識されなければ成りません。

食べる･･･と言う行為】の再認識
食べるという⾏為』は、食べるという⾏為』は、
人間の感覚器（五感）
全部を使って、全部を使って、

おいしいと感じる事で、、
咀嚼･嚥下によって飲食物は咀嚼･嚥下によって飲食物は
体内に摂りいれられ、

血となり肉となりって、生命は維持されています。
かえりみるに、かえりみるに、

⼝から食べるという事、
さらには、歓談しながらとる会食などでは、さらには、歓談しながらとる会食などでは、

⼝腔周囲筋全てを使って、それもマナーを守り、
満⾯の表情筋で意思表⽰を⾏いながら、

かつ、⼀時呼吸を⽌めて、
満⾯の表情筋で意思表⽰を⾏いながら、

かつ、⼀時呼吸を⽌めて、
飲食物を摂っている・・・と⾔う･･･それはとてつもなく

る』⾏為である・・・る』⾏為である・・・
と⾔う事が再認識されなければ成りません。



義⻭を修正して⼝腔ケア・⼝腔機能訓練を⾏った結果、
血圧が安定して、更には、血圧が安定して、更には、

痴呆様症状のため歩⾏が困難であったのに、
散歩ができるまで回復した人もいます。

そして周囲の人の協⼒を得て、
⼝から食べる事ができる事が

人間としての尊厳さが保たれる根本的な⾏為である事を人間としての尊厳さが保たれる根本的な⾏為である事を
強調して置きたいと思います。

次に、今までの⻭科医療の中では、次に、今までの⻭科医療の中では、
⻭科医は、食べるという事までは診て来ませんでした。

これからは『食べる道具を作って終わり、これからは『食べる道具を作って終わり、
道具を作れば食べられるはずだ・・・

機能障害なのですから、
経過を診ながら食べられるようにする事です。

機能障害なのですから、
経過を診ながら食べられるようにする事です。

今⽇だめでもまた明⽇というように、
1〜2週間しっかり診て、フォローする事が1〜2週間しっかり診て、フォローする事が

これからの【介護⻭科】

義⻭を修正して⼝腔ケア・⼝腔機能訓練を⾏った結果、
血圧が安定して、更には、血圧が安定して、更には、

痴呆様症状のため歩⾏が困難であったのに、
散歩ができるまで回復した人もいます。

そして周囲の人の協⼒を得て、
⼝から食べる事ができる事が

人間としての尊厳さが保たれる根本的な⾏為である事を人間としての尊厳さが保たれる根本的な⾏為である事を
強調して置きたいと思います。

次に、今までの⻭科医療の中では、次に、今までの⻭科医療の中では、
⻭科医は、食べるという事までは診て来ませんでした。

食べる道具を作って終わり、食べる道具を作って終わり、
道具を作れば食べられるはずだ・・・』というのではなく、

機能障害なのですから、
経過を診ながら食べられるようにする事です。

機能障害なのですから、
経過を診ながら食べられるようにする事です。

今⽇だめでもまた明⽇というように、
週間しっかり診て、フォローする事が週間しっかり診て、フォローする事が

】であるとい⾔えます。



⻭科訪問診療で出来る事は、
診療室での⻭科医療とは随分異なり、診療室での⻭科医療とは随分異なり、
妥協も許されなければ成りません。

歩けるようになってから診療所に来て頂き、
あらためて治療することも考えて置かなければなりません。

歩けるようになってから診療所に来て頂き、
あらためて治療することも考えて置かなければなりません。
それが【これからの介護⻭科のあり⽅

そのためには患者さんの家族だけではなく、そのためには患者さんの家族だけではなく、
ヘルパー、衛生⼠、保健師等、

他職種の人達との協⼒が必要であり、他職種の人達との協⼒が必要であり、
『⼝の中をきれいに保つ事と【

る・・・る・・・
という認識を広めていかなくてはなりません。

殊に、リハビリテーション関係者との連携が求められてきま殊に、リハビリテーション関係者との連携が求められてきま
す。

そして、⻭科医のひとりびと
深めて⾏かなくてはなりません。

そして、⻭科医のひとりびと
深めて⾏かなくてはなりません。

☆それは、⻭科医療系ケアマネージャーと地区⻭科医師会が
⼀丸となって取り組まなければならない活動だと⾔えます。

⻭科訪問診療で出来る事は、
診療室での⻭科医療とは随分異なり、診療室での⻭科医療とは随分異なり、
妥協も許されなければ成りません。

歩けるようになってから診療所に来て頂き、
あらためて治療することも考えて置かなければなりません。

歩けるようになってから診療所に来て頂き、
あらためて治療することも考えて置かなければなりません。

これからの介護⻭科のあり⽅】だと考えています。
そのためには患者さんの家族だけではなく、そのためには患者さんの家族だけではなく、

ヘルパー、衛生⼠、保健師等、
他職種の人達との協⼒が必要であり、他職種の人達との協⼒が必要であり、

【⼝腔ケア】も介護の仕事であ
る・・・』る・・・』

という認識を広めていかなくてはなりません。
殊に、リハビリテーション関係者との連携が求められてきま殊に、リハビリテーション関係者との連携が求められてきま

す。
そして、⻭科医のひとりびとりが、その重要性の認識を

深めて⾏かなくてはなりません。
そして、⻭科医のひとりびとりが、その重要性の認識を

深めて⾏かなくてはなりません。
☆それは、⻭科医療系ケアマネージャーと地区⻭科医師会が
⼀丸となって取り組まなければならない活動だと⾔えます。




