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自宅まで
来てくれる

歯医者さんって
あるのかな…？

口腔ケアに
ついて話をして
ほしいけど…
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お気軽にご相談、
お問い合わせ
ください。

病院スタッフや施設職員に対し
口腔ケアに関する助言や講話をいたします。

口腔内の評価（スクリーニング・アセスメント）や
清掃方法など、個々の相談に応じます。

※口腔ケア、スタッフ研修会など

口腔ケアと誤嚥性肺炎について

１人１人に合った口腔ケアの方法が知りたい

口腔ケアに関するご相談口腔ケアに関するご相談

　誤嚥（ごえん）とは、唾液や食物、胃液などが
気管に入ってしまうことをいいます。その食物
や唾液に含まれた細菌が気管から肺に入り込
むことで起こるのが誤嚥性肺炎です。高齢者に
とって肺炎はとても恐い病気です。
　誤嚥による発熱を減らすには、口腔内を清潔
に保ち、口のなかの細菌を繁殖させないこと、
そして肺へ運び入れないことが大切になります。
　口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防にも有効です。

菌

肺炎

口腔ケア
大切です

は

介護予防教室などにも
出向き、地域の高齢者の

お口の相談や
講話などもいたします。

日本歯科医師会
PRキャラクター

（　　　）

地域歯科医療地域歯科医療



誰でも利用できるの？

訪問歯科診療とは訪問歯科診療とは

● 寝たきりの方、要介護、障がい者の方などが対象です。
 （通院できる方は対象になりません）

どんな時に相談したらいいの？

● 入れ歯の調子が悪い（壊れた、作りたい）

● 歯や歯ぐきが痛い

● 口の中がはれている

● 口臭がひどい

● 食べにくくなったり、ひどくむせるようになった

● 口腔ケアをどうしたらよいかわからない

費用に関して

● 訪問診療は基本的に保険診療（医療保険）となります。

● 継続的な管理が必要な場合は、
　ケアマネージャーと相談の上、介護保険となります。
　（※介護保険による居宅療養管理指導）

● 訪問診療時別途、交通費がかかる場合があります。

各圏域ごとに設置いたしましたので、より身近なもの
としてご活用ください。

ご自宅や病院、施設での
訪問歯科診療に関するご相談
ご自宅や病院、施設での

訪問歯科診療に関するご相談
鳥取県では要介護者の方々のお口の困りごと
に対応し、訪問歯科診療を推進するために、
地域歯科医療連携室を設置しました。

訪問歯科診療へのつなぎ役、在宅・施設でのお口の困りごとの
相談、口腔ケアの助言、介護予防のお手伝いなどをいたします。
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連携機関

訪問歯科診療の流れ

ご相談・お申し込み

訪問歯科診療の開始

連携室歯科衛生士が対応いたします。
場合によっては訪問し、歯科医院へ連絡します。

ご相談は
無料です

医療保険での
対応になります

後日、担当歯科医院よりお申し込みの患者様
へ相談内容の確認や訪問日時などの打ち合
わせのお電話をいたします。

お申し込みされた方や家族の方のご意向、
ご都合をお聞きして治療計画を立てます。
治療計画に沿って治療や口腔ケアを始めます。

申し込み

訪　問

訪　問

連
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患 者 様
ご家族様
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西部地域歯科医療連携室（鳥取県西部歯科医師会内） ☎ 0859-33-3864西部
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