
  平成２５年度  

《 神奈川県在宅歯科医療推進研修会 》 
 
            ◆２０２５年問題とは 

 
   ◆地域包括ケアシステムとは 
 
   ◆多職種（病診介護職）連携について 
 
   ◆在宅医療連携拠点とは 
 
   ◆医療・介護職との連携方法 
   
   ◆「在宅医ネットよこはま」について 
 
                 

平成２５年１２月１９日 
神奈川県歯科医師会 雨宮和則 
     （横浜市神奈川区開業） 
          yuu0204@oregano.ocn.ne.jp ＊図表は厚労省・中医協資料を引用 



Ⅰ 戦後の団塊の世代が７５歳（後期高齢者）になる 

     （１９４７～４９年生まれ 約８００万人） 

厚労省資料 

 ◆２０２５年問題とは Ⅰ～Ⅴ 

２０２５年 



Ⅱ 高齢者（６５歳以上）の１８．２％が介護保険を利用する 
 
Ⅲ 認知症高齢者は３２３万人（９．３％）に増加 
             （認知症サポーター：オレンジリング） 

（必要な介護職員は現在の倍に） 



Ⅳ 生産年齢人口（１５～６４歳）の減少 

高齢者は総人口の３１％ 

２人で高齢者１人
を支える 



Ⅴ 単独世帯の増加 





《全く異なる高齢化のパターン》 

Ⅰ．高齢者の人口が急激に上昇するタイプ 

◆人口は減少し、高齢化率は上昇するが 

Ⅱ．高齢者の人口が微増するタイプ 
地方圏          

（島根県等） 
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（神奈川、東京、埼玉、千葉等） 
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人口－4.4 
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高齢化率 
32.2% 

 

高齢化率 
37.3% 

 

問題点：高齢者人口の急増に対応できない          対応は容易 
老人施設を作る財源が無い 施設を作る必要ない 

居宅での医療・介護 訪問歯科診療 

（地域全体の人口、生産者人口は減少） 

（地域全体の人口、生産者人口は減少） 



◆地域包括ケアシステム 

      ＝地域の人的・物的資源を連携させ、高齢者を支える仕組み 

 
            





 

∗ 

地域歯科医師会 → 



◆連携連絡シート 

本人 医療 

介護 包括 

 地域包括支援 

   センター 

行政 

（区役所担当課） 

  介護サービス 

   事業所 

  病院 

   医師 

◆主治医ケアマネ連絡表 

◆入院時情報提供書 

◆退院時情報提供書 

◆歯科治療申込書 

◆歯科情報請求書 

◆歯科情報提供書 

医療連携パス 

担当ケアマネージャー 

 歯科医師 

 

  

情報提供 

(総合相談表） 

利用申込書 

提供報告書 

 要支援・要介護者 

  （本人・御家族） 

① 

② ③ 

地域ネットワーク 

診療所 

  医師 

① ③ 

訪問看護 

（医療保険） 

◆連携連絡シート 

③ 

◆口腔ケア勉強会 

◆利用者情報シート 

ケアプラン 

◆連携連絡シート 

③ 

◆多職種連携    ◆多職種連携（病診介護職連携） 

（NO.３）③連携連絡シート.doc
（NO.３）③連携連絡シート.doc
（NO.１）①主治医・ケアマネ連絡票.xls
（NO.１）①主治医・ケアマネ連絡票.xls
（ＮＯ．１）連携連絡シート（入院時）修正中.doc
（NO.１）退院時情報提供書.docx
（NO.２）②訪問歯科診療申込書.doc
（NO.２）②訪問歯科診療申込書.doc
（NO.２）②歯科情報請求書.doc
（NO.２）②歯科情報提供書（居宅療養管理指導）.doc
（NO.３）③連携連絡シート.doc
（NO.３）③連携連絡シート.doc
（NO.２）②歯科情報提供書（居宅療養管理指導）.doc
21年度口腔ケア相談ちらし(NO3).doc
21年度口腔ケア相談ちらし(NO3).doc
（ＮＯ．４）利用者情報シート.xls
（ＮＯ．４）利用者情報シート.xls
口腔ケア相談ちらし.doc
（NO.２）②訪問歯科診療申込書.doc
（NO.２）②歯科情報請求書.doc
（NO.２）②歯科情報提供書（居宅療養管理指導）.doc
（NO.３）③連携連絡シート.doc
（NO.３）③連携連絡シート.doc


◆在宅医療連携拠点 

   地域包括ケアシステム ＞ 多職種連携 ＞ 在宅医療拠点  









導入事例-情報共有システム導入具体例1 

Copyright KANAMIC NETWORK Co.,LTD 2013 

「東京大学高齢社会総合研

究機構」が行う多職種連携

モデル事業に、弊社の情報

共有システムを提供してい

ます。 

これからの高齢社会におけ

るまちづくりに向け、共同で

研究と実証を繰り返してお

ります。 

この取組みはNHK番組 

「首都圏ネットワーク」にて

2012年5月25日に放映され

ました。 

出典：柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会 
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在宅医ネットよこはま：クラウド連携システム 



システム画面 

Copyright KANAMIC NETWORK Co.,LTD 2013 

患者ごとに 
部屋を作成 

患者を担当している 
関係者のみが 
部屋に入れる。 

医療・看護・介護連携機能のご紹介 

患者ごとの 
定型化された 
連携情報 
・フェイスシート 
（連携基本情報） 
・カレンダー 
（関係者予定） 
・お薬手帳 
（薬剤情報共有） 

患者状態の 
変化がわかる 
患者部屋 
トップ画面の 
タブ表示 

日々の変化を共有 
するケアレポート 
・患者情報シート 
・連絡帳 
・ケアプラン 
・バイタル情報 
・食事・水分、排泄 
・訪問看護指示書 
・診療情報提供書 
 等 
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導入事例-情報共有システム導入具体例2 

Copyright KANAMIC NETWORK Co.,LTD 2013 

横浜市で在宅医療の推進

強化に取り組む「横浜市在

宅療養支援診療所連絡会

（通称：在宅医ネットよこは

ま）」様は、多職種連携のた

めの情報共有ネットワーク

の構成を目的に弊社システ

ムを活用して「顔の見える

連携」を実現。より質の高

い在宅医療の提供を目指

し活動されています。 

在宅医ネットよこはま様の

取組みは、NHK番組「首都

圏ネットワーク」にて2012年

7月3日に放映されました。 

＜在宅医ネットよこはまでの横浜市全域に対する展開＞ 

出典：シルバー新報 

出典：シルバー産業新聞 
出典：日本経済新聞 



日本の歯科保険制度の年齢範囲 



口腔ケア栄養改善教室 通所施設（デイサービス等）：口腔機能向上加算 

介護施設：口腔機能維持管理体制加算 
介護施設：口腔機能維持管理加算（新） 

Ｂ）介護予防給付 

   （要支援１，２） 

     

保険外（負担金無し） 

●
一
般
高
齢
者
施
策
（
１
次
予
防
施
策
） 

Ａ）地域支援事業 

 

 

要支援・要介護状態になる 

可能性がある方 

(特定高齢者：高齢者の5%） 
 

●2次予防施策 

 Ｃ）介  護  給  付 

         （要介護１～５） 

介護予防事業 介 護 事 業 

地域包括支援センターが管轄し、（ケアプラン作成） 
                        一部依頼 

 

（保健師・看護師） 

居宅介護支援事業所   

  （ケアマネ）が 
     ケアプラン作成 サービス担当者会議主催 

介護保険適応（１割負担） 

横浜市が担当 

   横浜市歯科医師会 



《口腔・摂食嚥下に問題を抱える利用者への対応方法》 

介護施設関係 

（特養・老健・介護療養病床） デイサービス 

デイケア 
在宅・居宅系 

施設    
介護施設が行う 

 ①口腔機能維持管理体制加算（月30単位） 
 （②訪衛指 が実施されていても算定可） 
 （歯科医師への報酬なし） （介護施設の職員が実施） 

      

口腔機能向上 

サービス 

居宅療養管理指導 

（歯科医師・衛生士） 

訪問看護・リハビリ 

（言語聴覚士） 
（看護師） 

   介護・医療保険での口腔ケア関連事業 

 
歯科診療所が行う 

②訪問歯科衛生指導料 
   （訪問歯科医院の衛生士が実施）） 

 

 

介護施設が行う 

③口腔機能維持管理加算 

  （介護施設の衛生士が実施） 
      

Ⅰ歯科医師の指示を受けて行うこと 

 （しかし歯科医師への報酬は無し） 
 

Ⅱ①口腔機能維持管理体制加算の実施 

   が前提 

 

Ⅲ実施については②訪衛指 の実施の有    
  無について確認し、同意を得ること 
 
Ⅳ個人ごとに「口腔機能維持管理に関す  
  る実施記録」を作成保管し、対象者に 
  提供し、月４回以上行うこと 
 
Ⅴ医療保険による対応が必要だと判断さ   
 れた場合は、歯科医師及び介護職員等    
  に情報提供を行うこと 
 
Ⅵ②訪衛指 が実施された月は算定不可 
 

 

＊施設での口腔ケアが以下の①～③の３種類になった 

◆歯科訪問診療は  
 従来通り行える。 

◆③より②が 優先 

介護施設の意向
より、歯科医師の
判断が優先される 

新設 



《 集患・広報の手段 》 

 ●「地域包括ケア」システムレベル 

  ①各支部で他職種に働きかけ、多職種連携チームをつくる 

  ②在宅医療拠点モデル事業立ち上げへの協力 

  ③IT化システムを導入する（ネットよこはまへの参加） 

 

 ●「各支部個別事業」レベル 

  ①歯援診の養成、高齢者の心身の特性についての学習etc. 

  ②地域包括支援センターへの働きかけ・地域への啓発事業開催 

                        ・介護予防事業への協力 

  ③ケアマネ連絡会への広報（訪問診療、口腔ケア等について） 

  ④介護施設（特養・老健）での口腔ケア事業への協力・援助 

  ⑤地域の老人会・民生委員・NPO等への広報、協働 

    

    

   

歯科医師会 としての集患・連携の手段 



御清聴ありがとうございました 

歯科代表 
雨宮 和則 

yuu0204@oregano.ocn.ne.jp 
〒221-0862 横浜市神奈川区三枚町244 
雨宮歯科医院  
TEL 045-474-3355 
FAX  045-474-3544 

ＬＡＳＴ 

2012.6.15 

http://www.zaitaku.in.arena.ne.jp/index.html

