
出水圏域在宅歯科医療連携マニュアル

～切れ目のない歯科口腔保健支援のために～

１ 本マニュアルの目的

咀嚼や嚥下などの口腔の機能の低下や口腔内疾患は，低栄養や誤嚥性肺炎の発症など全

身の健康状態にも大きく影響を及ぼすことが多数報告されており，口腔の問題を改善する

ことは QOL向上の観点からも重要なことです。
そこで，歯科と医科及び介護等の連携による切れ目のない歯科口腔保健支援を推進し「一

般高齢者や看護・介護が必要な方の歯科疾患予防と食べる機能の改善，維持及び向上を通

して，生活の質の維持・向上を図る」ために，看護・介護に関わる関係者が活用すること

を目的としたマニュアルです。

２ 連携ツール等の紹介

（１）お口のチェックシートとは

看護や介護に関わる関係者が活用できるツールは以下のものがあります。

一般高齢者や患者・要介護者の口腔内の困りごとを把握するためのシート

＊「お口のチェックシート１（一般高齢者用）」：一般高齢者が対象

＊「お口のチェックシート２（患者・要介護者用）：看護や介護が必要な方が対象

（２）訪問歯科連絡票

要介護高齢者等で口腔に問題を抱え歯科治療が必要な場合に，訪問歯科診療の依頼に

活用するツール

（３）訪問歯科診療報告書（様式２）

訪問歯科診療を実施した歯科医師が，ケアマネ等に治療の内容や口腔内の状況，必要

な口腔ケアや口腔リハビリなどの指示を記載し情報提供する様式

＜要介護者の支援の流れ＞
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３ 具体的支援の流れ

（１）一般高齢者を対象とした支援の流れ

（２）患者・要介護者等を対象とした支援の流れ

○患者・利用者の「自分の口で食べたいという気持ち」に寄り添い，切れ目のない支援を

構築しましょう。

○連携支援のケースをとおして，顔の見える関係を構築しましょう。

①一般高齢者を対象とした歯科健康教育の実施

・高齢者サロンや健康教室など，あらゆる機会を活用して歯科健康教育を実施

②「お口のチェック シート１（一般高齢者）」を活用
・高齢者自身の口腔内の状況確認と，お口の健康づくりの動機付けを行う。

・必要な方は歯科医療機関の受診を勧める。

一般高齢者のお口の健康づくりや口腔機能向上に対する意識の向上を図る

①お口のチェックシート２（患者・要介護者用）を活用

・お口の状況を聞き取り口腔内を把握

②患者・利用者・家族等へ歯科治療の必要性を説明

・説明と歯科治療の意向確認

③かかりつけ歯科医，最寄りの歯科医院等に電話・FAX等で
つなぐ（３ページ・４ページ参照）

・訪問歯科連絡票を活用

④訪問歯科診療の日程調整及び確認

・歯科医院からの連絡を受け調整

⑤訪問歯科診療の実施

・訪問歯科診療に可能な範囲で同席し，口腔内及び治療

内容等を把握（顔の見える関係づくり・多職種連携の構築）

⑥継続的な口腔ケア等の計画

・担当歯科医師から治療や指示の報告（様式２）を受け必要な

口腔ケア等を検討（多職種連携の構築）
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歯科医院名 住所 電話番号 FAX番号

田畑歯科医院 出水市大野原町７３－１４ ６２－０８８８ ６３－２４１８

上野歯科医院 出水市五万石町３５５ ６３－２３０６ ６３－２３０６

徳森歯科医院 出水市米ノ津町１６－２６ ６７－３６０８ ６７－３６０８

しお歯科医院 出水市下鯖町１４６８－３ ６７－５８４４ ６７－５８４４

村岡歯科医院 出水市昭和町４４－１ ６２－０６０１ ６２－０６００

よしだ歯科クリニック 出水市高尾野町大久保２８４７－２ ７９－３４４３ ７９－３４４３

中島歯科医院 出水市高尾野町大久保６ ８２－００２０ ８２－４４５１

橋口歯科医院 出水市中央町１５８５ ６３－２３３０ ６３－２６３０

つばさ歯科 出水市西出水町１６５６ ６２－８５１９ ６３－３５７９

石沢歯科医院 出水市野田町上名５８５５ ８４－４４１１ ８４－４４１５

太田歯科クリニック 出水市野田町下名３９０－５ ８４－４７００ ８４－４７０２

塩山歯科医院 出水市麓町２－１４ ６２－２６３４ ６２－５８８９

金子歯科医院 出水市本町３－２２ ６３－２１５０ ６２－２９２０

こじま歯科医院 出水市中央町１１８０－３ ６３－４６１８ ６２－６６７８

福原歯科医院 出水市緑町１９－２０ ６３－２５０１ ６３－２５０２

ちゃえん歯科 出水市六月田町５６７－１ ６７－２３２５ ７９－４００６

よしもと歯科クリニック 阿久根市脇本町６９６６－１ ７５－３３３３ ７５－３３３３

スマイル歯科医院 阿久根市脇本町８３４９－１８ ７５－３３００ ７５－３３０１

児島歯科医院 出水郡長島町鷹巣１８０５－１ ８６－１２６６ ８６－１１６７

平尾歯科診療所 出水郡長島町平尾１３４ ８８－３６００ ８８－３６００

出
水
市

長
島
町

訪問歯科診療を実施している歯科医院

阿
久
根
市
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＜訪問歯科診療の流れ＞

＜出水市保健センターへ申込みの場合（かかりつけ歯科医がいない出水市の方）＞

訪問歯科診療希望

「訪問歯科診療連絡票」に

記入してFAXする

「訪問歯科診療連絡票」がない場

合は，電話で身体状況や口腔内

状態などを聞き取り

かかりつけ歯科医・最寄りの歯科医院（別添名簿参照）

治療を希望される方と訪問する歯科医との間で日程調整

訪問歯科診療開始

訪問歯科診療希望

「訪問歯科診療連絡票」に記入し

て

「訪問歯科診療連絡票」がない場合は，電話

で身体状況や口腔内状態などを聞き取り

出水市保健センター （TEL）６３－２１４３ （FAX) ６２－２８１９

訪問歯科を希望する方に「か

かりつけ歯科医」がある場合

は，原則その歯科医に連絡

とくに「かかりつけ医」が

なく，心当たりの歯科医

療機関もない場合

かかりつけ歯科医が保健セ

ンターに登録している場合

かかりつけ歯科医が保健セ

ンターに登録していない場合
歯科医師会事務局 （TEL） ６３－４６１８

応諾 応諾
保健センターと調

整の上，訪問可能

な歯科医を決定
応諾できない場合 応諾できない場合

訪問する歯科医の決定 治療を希望される方と訪問する歯科医との間で日程調整

訪問歯科診療開始
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様式等

・お口のチェックシート１（一般高齢者用）

・お口のチェックシート２（患者・要介護者用）

・訪問歯科診療連絡票

・様式２（訪問歯科診療 報告書）

・参考：お口のチェックシート２の項目から予想されるお口の疾患等
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実施日 　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

記入者

事業所

　ご利用者様氏名

★　利用者，患者様のお口の状態を聞き取り等により確認し、当てはまるものにチェック を付けてください。

項
目
利用者・患者様のお口の状況 支援方針 備考（気がついたこと等記載）

1 口の中の痛みがある □　はい  □ いいえ

□　歯が痛い
□　歯ぐきが痛い
□　舌が痛い
□　その他（　　　　　　　　　　　）

2
＊入れ歯を使用している方のみ
入れ歯が合わない，こわれ
た，入れ歯をつくりたい

□　はい  □ いいえ

□　合わない
□　こわれた
□　つくりたい
□　入れ歯を使用していない

3
歯ぐきのはれや出血，歯がグ
ラグラするなどの症状がある

□　はい  □ いいえ
□　歯ぐきのはれ
□　歯ぐきから出血
□　歯がグラグラする

4
食事中によくむせたり、飲み
込みにくい

□　はい  □ いいえ

5
食後に口の中に食べ物が残
りやすい

□　はい  □ いいえ

6
風邪以外でよく熱が出る
（微熱も含む）

□　はい  □ いいえ

7 口臭が気になることがある □　はい  □ いいえ

8
歯磨きなど，お口のケアは充
分にできている

□　はい  □ いいえ

□　口腔ケアの方法を知りたい
□　その他（困りごと等がある）

9 その他特記事項・所感等

□　はい  □ いいえ

□　はい  □ いいえ
「はい」の場合
　本人または家族の署名

訪問歯科診療を希望しますか

「いいえ」の場合は歯科医療機関の受診を勧めましょう。
寝たきり等で歯科医療機関の
受診が困難

お口のチェックシート２（患者・要介護者用）

どちらかに をします

1つでも「はい」に がついたら歯科
医療機関につなぐ

「口臭が気になる」，「お口のケアが
充分にできていない」と回答した場合

・いずれか１つの場合は口腔
　ケアの実施方法を見直す

・2つの場合は歯科医療機関につなぐ

□　痰がからむ，喉がゼロゼロする
□　食欲がない
□　体重が減ってきた

・項目４，５のいずれかに１つ
　「はい」に がついたら歯科医療機
　関につなぐ

・項目６と４，５いずれか「は
　い」に がついたら，主治医に連絡

○かかりつけ歯科医・最寄りの歯科医院につなぎましょう。

（マニュアル訪問歯科診療を実施している歯科医院名簿参照）

○出水市の場合

かかりつけ歯科医がいない，どこに相談していいかわからない

場合は，出水市保健センター（電話：６３－２１４３）につなぎま

しょう。 （マニュアル 訪問歯科診療の流れ参照）
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FAX
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樣式２
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項目等

口の中の痛みがある

入れ歯が合わない・壊れた

歯ぐきのはれ，歯ぐきから
出血，歯がグラグラするな
どの症状がある

食事中によくむせたり、飲
み込みにくい

風邪以外でよく熱が出る
（微熱も含む）

食後に口の中に食べ物が
残りやすい

口臭がある

歯磨きなど，お口のケアが
充分にできていない

舌に、白・黄色・黒っぽい
ものが、ついている

口腔内が乾燥している

参考：お口のチェックシート２の項目から予想されるお口の疾患等

予想される疾患等

むし歯，歯周病，粘膜の炎症などの疾患が疑われます。

入れ歯が壊れたり，合わない場合は食事や会話がしにくくなります。

摂食・嚥下機能が低下してきています。誤嚥性肺炎の原因になります。

歯ぐきのはれ，出血は歯周病が疑われます。口腔ケアを徹底する必要があり
ます。また歯がグラグラする場合は，気づかないうちに歯が抜けて誤嚥するこ
とも予想されます。

強い口臭は口腔内が細菌や食物残渣により汚れていることが原因の一つで
す。歯周病が疑われます。

口腔内が不潔になると，誤嚥性肺炎などを起こします。口腔ケアの方法を教
えてもらう，または定期的に口腔ケアをしてもらうことが大事です。

口が渇く，ねばねばする，しゃべりにくい，飲みこみにくい，味がわかりにくい，
口の中や舌がひりひりする，汚れやすい，口臭がする，入れ歯が装着しにくい
など，といった不快症状があります。
唾液の減少は口腔内の自浄作用が不良となり，むし歯や歯周病などが発生
しやすく悪化しやすい状態になります。

口腔機能が低下し，嚥下がうまくできていない可能性があります。
また，食物残渣等があると口腔内が不潔になるとともに，誤嚥性肺炎になる
可能性があります。

誤嚥性肺炎の可能性があります。口腔ケアを行い口腔内を清潔にすることが
重要です。

口腔ケアが不十分であったり，口腔機能の低下が予想されます。
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