
『在宅要介護者訪問歯科健診事業 web説明会』

ならびに

泉区在宅歯科医療連携室 研修会

寝たきり高齢者等訪問歯科診療事業 研修会 併催

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』

日時：令和 ３年 ８月３０日 １９：３０～

場所：Cisco Webex

泉区歯科医師会 泉区在宅歯科医療連携室

地域医療 理事 石川博之



令和3年度在宅歯科医療連携拠点運営事業

在宅歯科医療推進のための研修会実施計画書

令和３年度

泉区在宅歯科医療連携室として

３つの講習会を計画している

①令和３年 ８⽉３０⽇（⽉）本⽇開催

『訪問⻭科健診事業から⻭科訪問 診療に繋げよう!』

②令和３年１１⽉

『泉区⻭科医師会 ⻭科医療連携室 に関して』

③令和４年 ２⽉

『⻭科訪問診療に関する座学(今 更聞けない。どんな診療機器
が 必要なの?) 』

 

令和３年度在宅歯科医療連携拠点運営事業 

在宅歯科医療推進のための研修会実施計画書 

 

連携室名 泉区在宅歯科医療連携室  

 

委託内容（委託仕様書 イ在宅歯科医療推進のための研修に関する業務 抜粋） 

目 的：地域における在宅歯科医療や医科歯科連携等を推進するために必要な事柄について、 

研修を実施する（内容、対象者、回数及び開催場所について一部指定する（別表２）） 

対象者：各地域の歯科医師、歯科衛生士、その他在宅歯科医療に関わる介護従事者等 

回 数：3回以上 

研修方法：講義、実習（同行研修を含む。） 

参加人数：各回で 20 人程度を目標 

※同行研修については、参加人数にかかわらず、在宅歯科医療に参入を目指す歯科医師・歯

科衛生士に参加してもらうことを目標とする。 

開催場所：開催地域は問わない（神奈川県内で実施） 

 

 ●次の場合は、委託事業外となり、開催、予算の支出が認められませんのでご注意願います。 

  ①テーマが、上記目的にそぐわない場合 

  ②開催方法が、連携室主催または共催でない場合 

 ●臨時的取扱い期間中の対面での研修会開催は、原則中止または延期となっており、 

事前に県庁の許可を得た場合のみ可能です。計画される場合は、中央連携室へメールにて 

詳細をお知らせください。県庁へ照会いたします。 

 

最低実施回数３回 

 内容指定Ｂ：多職種向け在宅歯科医療研修 

 

優先枠に係る及び
場所指定等 

開催方法 

＊  で囲む、その他の場
合は、記載してください 

日 時 テーマ 

内容指定Ｂ 
ネット配信 
DVD の配布等 
その他 
（         ） 

令和 3年 8月 

日時未定 

訪問歯科健診事業から歯科訪問

診療に繋げよう！ 

 
ネット配信 
DVD の配布等 
その他 

（         ） 

令和 3年 11 月 

日時未定 

泉区歯科医師会 歯科医療連携室

に関して 

 
ネット配信 
DVD の配布等 
その他 

（         ） 

令和 4年 2月 

日時未定 

歯科訪問診療に関する座学（今

更聞けない。どんな診療機器が

必要なの？） 

●欄が不足している場合は、適宜追加してください。 

 

内容指定：Ｂ 
鶴見区 港北区 泉区  

横須賀市 



２０２１年 泉区歯科医師会 地域医療 年間予定表

今回の研修会は

『寝たきり高齢者等訪問歯科診療事業（年２回開催：８月・１２月）』

研修会としても開催致します



『在宅要介護者訪問歯科健診事業 web説明会』

横浜市歯科医師会ホームページ

会員ページをクリック！

在宅要介護者訪問歯科健診事業

関連書類ダウンロード方法

ここをクリック



『在宅要介護者訪問歯科健診事業 web説明会』

ここに
あります

ここをクリック



『在宅要介護者訪問歯科健診事業 web説明会』

実演して

その書類上で

説明しましょう！

https://www.yokoshi.net/
https://www.yokoshi.net/
https://www.yokoshi.net/


申し込み方法

各地域ケアプラザ毎の協力医の先生などを通じて

配布したパンフレットから 健診希望者 が申し込む。

１）在宅歯科医療連携室へ連絡

２）健診を行っている歯科医院へ連絡

３）横浜市歯科医師会へ申し込む(後述スライド参照）

※本年度もHPに案内・申し込みが作成されています。

訪問歯科健診事業について



訪問歯科健診事業について
今回５回目の事業となります 訪問歯科健診事業

今年度も４９０名を目標に、９月１日より５ヶ月間実施される。

広報・周知活動は、各区役所の高齢者担当課・各地域ケアプラザ・

ケアマネージャー連絡会議・自治会の回覧板等を通じて行っている。

（R3年度 案内）



裏面に記入して

Faxにて申し込む

訪問歯科健診事業について



ここをクリック これらの案内・申込書が入手できる

横浜市の事業の為、昨年度同様に下図のように横浜市歯科医師会のHPでの周知と申込み案内が行われ

ている。泉区歯科医師会のHPも同様の対応を行うと良い。

訪問歯科健診事業について



泉区は、皆様のご協力のおかげで、この４年間実績を伸ばし続けてい

ます。今年度も、ご協力をお願いします。

訪問歯科健診事業について



訪問歯科健診事業の意義

訪問歯科健診事業を通じて、

歯科治療を必要とされている方の受診するきっかけを増やす！

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』

●後期高齢者医療広域連合が実施する

「高齢者の低栄養防止・重症化予防等事業」の補助金を活用し、

要介護状態の在宅高齢者を対象に口腔機能の改善を図るとともに

口腔ケアの重要性を啓発

●加齢に伴う口腔機能の低下は、感染症の発症や嚥下障害など
高齢者の ADL (日常生活動作)に大きく影響している



歯科訪問診療の目的

・誤嚥性肺炎の予防

・経口摂食の維持

・口腔機能の維持

歯周病治療
専門的口腔のケア

虫歯の治療
被せ物や入れ歯を作る
嚥下機能訓練

口腔機能低下症の診断
嚥下機能訓練等

今のニーズは、痛いところを治療するだけではありません！

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』

（オーラルフレイル対策）

泉区歯科医師会ホームページ＜泉区歯科医師会における 内視鏡下嚥下機能検査についてR3.5.28説明会開催＞

に詳細資料あり

https://www.izumi-da.com/wp-content/uploads/1f47ee4345c4bf917b800067042c77e3.pdf


かかりつけ歯科医院で、
定期的な検診と専門的な口腔のケアを受けましょう！

歯科訪問診療を受診しましょう！

歯科医院に通うことが出来ない人は・・・？

日常生活でご自身での口腔のケアがとても重要

それだけでは、不十分なのです

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』

口腔のケアが健康の基本



口腔のケアが健康の基本

（HP:AERAdot. https://dot.asahi.com/wa/2018102400008.htmlより引用）

誤嚥性肺炎の原因の一つとして、
口腔内の衛生状態が悪いということが
ある。

さらに口腔内の状態が、
認知症の進行に関係しているというこ
とが、明らかになってきている。

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』

https://dot.asahi.com/wa/2018102400008.html?page=1


誤嚥性肺炎の怖さ

出典：厚生労働省「令和３年 高齢社会白書」

高齢者の死因としては、依然として上位（５位）である

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』



認知症の現状

出展：平成29年版 高齢社会白書

２０１２年は認知症高齢
者数が462万人と、65歳
以上の高齢者の約7人に1

人（有病率15.0％）で
あったが、
２０２５年には約5人に1
人になるとの推計されて
いる

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』



最新の認知症の治療
今までの治療は、「進行を遅らせる」というものでしたが、「治癒させる」治療へと変わ
りつつあります。

２０２１年６月８日
バイオジェンとエーザイ株式会社が共同開発したADUHELM™（一般名：アデュカヌマブ）
が、米国食品医薬品局（FDA）から迅速承認された。
アルツハイマー病の病理に作用する、初めてかつ唯一の治療薬である。

アデュカヌマブは、抗アミロイドβ抗体療法と呼ばれる治療のひとつで、アルツハイ
マー病の原因となる脳内に蓄積したアミロイドに抗体が結合して、除去するという仕組み

になっている。

現時点で、アミロイドβが減少すれば認知機能の低下が抑えられるという明確なエビデ
ンスが確立されているわけではない。
「アルツハイマー病の病態にアミロイドβが関与しているのはおそらく確実だが、アミ
ロイドβが原因なのか、それとも結果を見ているだけなのかなど、まだよく分かっていな
い部分がある」という指摘もある。。。今後の進展を見守りたい

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』



『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』

横浜市⻭科医師会では

毎年１０⽉に
『横浜市⻭科医師認知症対応⼒

向上研修』を開催しています。

定員：会場６０名（先着順）・Ｗｅｂ１，０００名 ※定員に達し次第締切りとさせていただきます

お願い： 

感染対策：

（修了証発行に必要となりますので全て記載してください）

会場　・　Ｗｅｂ 市HPへの名簿掲載 可　・　不可

◎横浜市歯科医師会の会員以外の先生はこちらに記載してください

地区 お名前

医療機関名 生年月日

参加方法

※令和３年度より、以下の点について変更させていただきたいと思います。
　・受講回数に関わらず、修了者全員（歯科医師の方）に修了証を発行します。
　・市ホームページに掲載の名簿について、今後は修了年度より２年の期間を設けて掲載します。
（ 例：令和３年度修了および名簿掲載 → 令和５年度 名簿削除 ）
　令和２年度までの修了者名簿についても同様に、今年度より２年の期間を設け、削除することとします。

※修了者（歯科医師）のうち、同意をいただいた方の名簿を横浜市ホームページに公開します。
（医療機関名・氏名・医療機関所在地・医療機関電話番号のみ公開）

①健康状態確認の徹底（発熱等の症状がある場合は会場出席 はご遠慮ください）
②咳エチケットの徹底（会議室内ではマスクの着用をお願いします）
③手洗い・手指消毒の徹底

①換気の徹底（ドアを開放するなど、換気をいたします）
②会場レイアウトの工夫（ソーシャルディスタンスが取れるようにします）

※今般のコロナウイルス感染症拡大状況により会場参加希望の先生方も、Web会議システムでの開催へ
変更となる場合がございますので必ずe-mailアドレスご記入もお願いいたします。

歯科医師認知症対応力向上研修会参加申込書

日時：２０２１年１０月３日（日）午後１時～午後５時　

場所：神奈川県歯科医師会館　　地下大会議室（Ｗｅｂ参加可）

締切：令和３年９月１０日（金）まで

対象：横浜市内で勤務（開設を含む）している歯科医師およびその従事者

◎横浜市歯科医師会会員の先生はこちらに記載してください

医療機関名

e-mail

地区 お名前

会場　・　Ｗｅｂ 市HPへの名簿掲載 可　・　不可

医療機関所在地 〒

医療機関ＴＥＬ 医療機関ＦＡＸ

e-mail

参加方法

一般社団法人横浜市歯科医師会　　FAX　０４５-２１２－４６１８

e-mail

会場　・　Ｗｅｂ

医療機関名

参加方法

◎歯科医師以外の方はこちらに記載してください
※修了証は歯科医師のみの発行となりますので、ご留意ください。

地区 お名前

認知症の基礎知識から⻭科医師
としての対応⽅法や⼼得などが

学べます。

締め切り︓令和３年９⽉１０⽇

会場とWeb
ハイブリッド開催です



歯科訪問診療で実際に使う機器
・Green Dental Clinic 緑園では、ポータブル診療ユニットととして

「デイジー」（オサダ製）を使用。

【切削】【注水】【吸引】が可能

・泉区歯科医師会では、貸出用のポータブル診療ユニットを２機種常備しています。

「VIVA ace」（NSK製）

「かれん」（KING製）

【切削】【注水】【吸引】がどちらも可能

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』



歯科訪問診療で使用する器材

当院では、
診療器材は、項目別にまとめています。

ホームセンターや１００均ショップなどで、
工具ボックスやプラケース等を利用して
整理しています。

『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』



『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』

泉区歯科医師会 地域医療委員会では、

歯科訪問診療に関する研修会を計画しています

第１弾 令和 ３年 １２月計画 寝たきり高齢者等訪問歯科診療事業研修会として

『歯科訪問診療に関するプレ座学(今 更聞けない。どんな診療機器が 必要なの?) 』

第２弾 令和 ４年 ２月計画 在宅歯科医療推進のための研修会として

『歯科訪問診療に関する座学(今 更聞けない。どんな診療機器が 必要なの?) 』



『訪問歯科健診事業から歯科訪問診療に繋げよう!』

介護報酬改定のポイント

○介護事業所で歯科医師科・歯科衛生士が関

わる場面が多くなることが予想される。

○また、通所サービスにおいて口腔内の状況

確認をお願いされる可能性も高い。

依頼の際は、迅速対応必須である。

https://member.dent-kng.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/0916f6223404fb935c82c3a8c0df096c.pdf

