
２０１9年 9月28日（土）
元気なお口研究会まほろば
歯科衛生士 曽根 真砂子

第3回 全国医歯薬連合会 全国大会

歯科衛生士セッション

院内連携強化で地域多職種連携をスムーズに！
―広がる歯科衛生士訪問の効果と可能性―

歯科衛生士事務所の可能性

-歯科衛生士単独訪問20年の軌跡-
ＣＯＩ：無

歯科衛生士事務所の可能性。

奈良県で活動しております 元気なお口研究会「まほろば」の歯科衛生士、曽根真砂子で
す。
私たち「まほろば」の歯科衛生士単独訪問20年の軌跡についてご報告いたします。

1元気なお口研究会 まほろば



・スタッフ数 ：
歯科衛生士17名

事務職員 常勤3名、非常勤2名

・患者数 ：
居宅 158人

37施設 418人

概要

・関与歯科医院数 ：
主たる歯科診療所 1軒
従たる歯科診療所 2軒

2019年6月現在

まほろば

事務所機能を有する、フリーランス歯科衛生士の共同体

元気なお口研究会「まほろば」は、「事務所機能を有する、フリーランス歯科衛生
士の共同体」です。

現在、主たる歯科診療所一軒、従たる歯科診療所二軒、都合三つの歯科診療所との
契約により歯科衛生士の単独訪問を行っています。
主たる歯科診療所と従たる歯科診療所の違いは後程説明させていただきますが、こ
れを歯科衛生士17名、事務職５名で運営しています。

現在の関与施設、及び人数についてもスライドにお示しする通りです。
私たちの歯科衛生士単独訪問の日常を、簡単にご紹介させていただきます。
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概要まほろば

まず左上の写真。 居宅におけるケア前のバイタル取得風景です。
左下二枚は施設におけるケア風景です。皆がそれぞれこんな感じで仕事をしていま
す。
右下の写真は、毎月第三土曜に開催する、まほろばミーティングの様子。
このミーティングには地域の多職種やフリーランス歯科衛生士、歯科医院勤務の歯
科衛生士のオープン参加を認めています。
そして、右上の写真。ALSで呼吸器を装着されている在宅患者さんのケア風景です。
保健所からのご紹介なのですが、口臭がひどく多職種のケア品質にかかわるので何
とかならないかというご相談でした。
呼吸器を外すとすぐにspo2が低下して患者さんの恐怖心が高まり、ケアどころでは
なくなっていしまします。
しかし、保健所と県の保健課との協議の結果、このケースに関しては訪問看護師と
歯科衛生士のケア時間の重なりを認めていただくことができました。
これは現在の保険制度においても、とても重要なことです。
右手前のブルーのシャツを着ておられるのが訪問看護師さん、ふすまを背にしてマ
スクをしておられるのが保健所の歯科衛生士さんと保健師さん。
その隣の白衣の女性は、たまたま東京からご見学に来られていた歯科の先生。そし
て、左手前のピンクのエプロン姿がまほろばの歯科衛生士です。
多職種の皆さんからのご要望により、他職種協働で、ご利用者さんの口腔環境、そ
して他職種皆の職場環境を整えることができている、とても貴重な現場です。
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訪問依頼
7/2

1
住所、氏名、連絡先の聞き取り
フェースシートの入手

7/2

7/5

活動の流れまほろば

では、このような私たちの日常はどのようにもたらされているのでしょう。
活動の流れについてご説明させていただきます。

まず、主たる歯科診療所においております、私たちの事務所に、電話やファクスで
連絡が入ります。
お電話でのご相談の場合、事務が内容を聞き取り、フェースシートの送信をお願い
してくれます。
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訪問依頼1
ファクス受信
フェースシートの入手

活動の流れまほろば

Faxの場合は介入要請書と合わせてフェースシートを送っていただけることが多く
なっています。

この写真では「お口のまほろば」となっています。
私たちは元気なお口研究会まほろばとしてお名刺をお渡ししているのですが、どう
してもまほろば歯科となっていたり、歯科衛生士個人名になっていたりします。
法人でない以上、また主たる歯科診療所に間借りしている以上、組織としての認知
が進んでいかないところです。

5



初回訪問
7/5

訪問診療料、処置料、Dr.居宅療養管理指導費
保険証確認
歯科疾患在宅療養管理計画の作成

2

7/5 初診
虫歯の治療、誤嚥性肺炎の予防、口腔ケア希望にて自宅
訪問。口腔清掃不良のため早急に歯科衛生士の関与を予
定。
口腔機能的にほぼ問題なく、肺炎リスクは摂食中の注意
力低下による誤嚥、および夜間の就寝姿勢による唾液の
タレコミにあることを奥様にお伝えしている。

訪問診療1
実施時刻：14：00～14：25

訪問先：自宅 認知症による通院困難
患者状態：良好
歯科医師居宅療養管理指導 1人 14：00～14：25 
指導内容：歯在管報告書に記載

活動の流れまほろば

歯科医師に訪問要請を上げると、だいたい数日から一週間以内での居宅訪問となり
ます。
このケースの場合7月2日の訪問依頼、7月5日の初回訪問となっています。

カルテ記載の一部を抜粋していますが、
「虫歯の治療、誤嚥性肺炎の予防、口腔ケア希望にて自宅訪問。口腔清掃不良のた
め早急に歯科衛生士の関与を予定。
口腔機能的にほぼ問題なく、肺炎リスクは摂食中の注意力低下による誤嚥、および
夜間の就寝姿勢による唾液のタレコミにあることを奥様にお伝えしている。」とい
うように、
歯科医師の権限をもって、歯科衛生士の関与をご家族にお勧め下くださっています。
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再訪問
7/14

3
訪問診療料、処置料、Dr.居宅療養管理指導費（介護）、
DH居宅療養管理指導費（介護）、 DH帯同加算、介護保険契約

7/14 再診
歯科衛生士とともに訪問。歯周基本検査を行った。
今後は歯科衛生士のケアが中心となることを説明し、歯科
衛生士にアセスメント聴取、歯石除去を指示した。

訪問診療1 14：00～14：25
患者状態：良好
歯科訪問診療補助加算（同一建物居住者以外）支援診1
同行歯科衛生士：西〇孝〇
P基検（20歯以上）

歯科医師居宅療養管理指導 1人 14：00～14：25 
指導内容：歯在管報告書に記載
歯科衛生士居宅療養管理指導 14：26～14：50
DH指示：計画書指示通り
患者状態：良好 実地指導報告書に記載

活動の流れまほろば

初回訪問は歯科医師の帯同で行うと関与がよりスムースとなります。

カルテ一部抜粋です
歯科衛生士とともに訪問。歯周基本検査を行った。
今後は歯科衛生士のケアが中心となることを説明し、歯科衛生士にアセスメント聴
取、歯石除去を指示した。

ここでも、歯科衛生士の関与に対して力強い応援をいただき、それが済むとドク
ターは風のように去ってゆかれます。
ここから、家族と歯科衛生士のつながりが始まり、以後単独訪問となります。
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DH単独訪問
7/17. 7/24. 

4 DH居宅療養管理指導料

歯科衛生士居宅療養管理指導
実施時刻： 14：25～14：50
指示内容：計画書で指示
患者状態：良好 実施報告書に記載

歯科衛生士居宅療養管理指導
実施時刻： 14：25～14：50
指示内容：計画書で指示
患者状態：良好 実施報告書に記載

活動の流れまほろば

以後、ご本人ご家族のQOL向上のための活動に専念し、右下の様式の報告書を提出
します。
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システムまほろば

保険者

訪問看護ステーション医院

患 者

サービス提供

保険請求保険請求
報酬報酬

看護師

業務指示書

医師

雇用関係

ここからは私たち「まほろば」の運営システムについてご説明いたします。

現在の法制度の下で、看護師さんは、訪問看護ステーションという法人を立ち上げ、
医師からの指示書に従い独自の運営をすることが認められております。
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システムまほろば

患 者

歯科医院

保険請求 報酬

まほろば歯科衛生士歯科医師

サービス提供

保険者

雇用関係
業務指示書

しかし、ご承知の通り、歯科衛生士にその権限は認められておらず、訪問口腔ケア
ステーションとして法人活動ができる状態ではありません。

ですから、私たち「まほろば」も基本的には歯科医院との常勤、非常勤契約により、
その法的活動根拠を担保しています。
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訪問歯科衛生士活動によって生じた保険請求額は、
すべて訪問歯科診療にかかる事務経費、物品及び
歯科衛生士の給与、また賞与に充てる

主たる歯科医院は給与支払いと各種社会保険事
務を担う

システムまほろば

主たる歯科医院様との関係

そして、私たちと主たる歯科医院の間では「訪問歯科衛生士活動によって生じた保
険請求額は、すべてを訪問歯科診療にかかる事務経費、歯科衛生士活動に係る物品
及び歯科衛生士の給与に充てる。主たる歯科医院は給与支払いや各種社会保険事務
を担う」という約束事があるだけです。
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歯科衛生士稼働点数

DH給与 事務経費
福利厚
生経費

振込

DH個人口座

分配権限

主たる歯科医院様との関係

システムまほろば

先ほどの約束ごとを図にするとこのようになります。
まず給与については、歯科衛生士稼働点数から、出来高制の計算により私たちの個
人口座に振り込んでいただきます。
そして残りの部分については、事務経費そして福利厚生経費として私たちに分配権
限が与えられています。
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歯科衛生士稼働点数

DH給与
事務
手数料

歯科医院
様留保

DH個人口座

まほろば口座

振込

（主たる歯科医院）

振込

従たる歯科医院様との関係

システムまほろば

従たる歯科医院との関係についても言及させていただきます。
従たる歯科医院様からは、歯科衛生士の非常勤給与の歯科衛生士個人口座への振り
込み、
また稼働点数にある割合をかけた額から歯科衛生士の給与を差し引いた額を、事務
手数料として主たる歯科医院の「まほろば」名口座へ振り込んでいただいています。
ここで振り込まれた額は主たる歯科医院の収入となりますが、当然「まほろば」活
動にかかる経費として私たちに分配権限があります。
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実績まほろば

主たる歯科医院：月間平均 2019 1～6月期

訪問先 患者数

ＤＨ訪問回数 Ｄｒ訪問回数

0 1 2 3 4 1～4 0～1 2～6

居宅

医介併用 102 19 7 11 14 52 83 79 23 

医療単独 57 3 12 10 11 21 54 53 4 

施設

居宅系 96 20 4 6 7 60 76 78 18 

病介系 327 49 14 89 22 153 278 287 40 

合計 582 90 36 116 54 285 491 497 85 

次に、まほろばの活動事績についてご報告いたします。
これは主たる歯科医院様における本年1月から6月までの平均活動実績です。
訪問先別に、患者数、DH訪問回数、Dr訪問回数を表にしております。
居宅における医療保険・介護保険併用患者数は102名。
内、DHの関与がある患者は、1～4回の83名。
80％以上の比率で歯科衛生士の関与があります。
この人数は、Drの訪問が0～1回の患者数79名とほぼ符合しております。

また、居宅医療単独の患者数は57名。
内、DH関与患者数は1～4回の小計54名です。
これもDrの訪問回数0～1回の患者数53名とほぼ一致します。
居宅系、病介系施設にも同様の傾向があります。

反対にDH関与0回の患者数は、Dr訪問回数2～6回の患者数との相関がみられます。
口腔機能の低下が見られず、義歯作成などの歯科処置が中心になる患者さんと考え
ていただければよろしいかと思います。
この結果をみて皆さんはいかがお考えになるでしょうか。
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Win-Win 関係まほろば

歯科医師

歯科衛生士
口腔清掃を中心として、
食べるための機能改善を
して下さい

安心安全な摂食環境

歯科ニーズの掘り出し

患者様

業務指示

サービス提供

付加価値

いろんなお考えがあると思いますが、「歯科衛生士を食べるためのセラピストとし
て認めてくださる先生の患者さんは継続する」ということではないでしょうか。
「口腔清掃を中心として、食べるための機能改善もしくは機能維持してください」
という指示を出してくださるだけで、私たちは継続して患家に赴くことができます。
それにより患者、家族、介護関係者に安心安全な摂食環境を提供することができま
す。
それだけではありません。「食べる」をキーワードにして、私たちが多職種と連携
を取ることにより、多職種が抱えている新たな歯科ニーズを掘り出してDrにつなげ
ることも可能になります。
主たる歯科医院の院長は「あんたたちがやりたいこと、全部やってください。最後
の責任は私がとる」と常々おっしゃっていただきます。
そうおっしゃっていただけるからこそ私たちは安心して働けますし、また、そう
いっていただけるからこそDrに責任が及ぶようなことはしてはならないと細心の注
意を払って仕事をするようになります。
今必要なのは、歯科医師と歯科衛生士による歯科内連携なのだと思います。
この連携が強ければ強いほど、介護関係者には安心安全な摂食環境整備、歯科衛生
士は月複数回のケア関与による収益、歯科医師は歯科衛生士に対する月一回の医療
指示による安定した収益というように、関与する職種皆のWinーWin関係が構築さ
れるということかと思います。
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平均在職期間 ： 9.2年

平均年齢 ： 52 歳

勤務状況 :

40

50

10

20

30

1 2 3 4 5 6 週間稼働日数

給与額

前職 ： 歯科関係5名 一般サービス業5名 介護関係4名 専業主婦3名

まほろば歯科衛生士のプライバシー

まほろば

ここまで私たち元気なお口研究会まほろばの概要、活動の流れ、システム、実績に
ついて報告いたしました。
最後に私たちの素顔、実態もご報告させていただきます。

私たち17名は最年少者30歳、最年長者64歳、平均すると52歳にとなり、いい具合
に熟しております。
平均在職期間は9.2年
そして前職も、歯科関係5名、サービス業5名、介護関係4名、専業主婦3名と多彩で
す。
かくいう私も、前職は歯科助手。まほろば衛生士さんたちの働きを見るうちに、一
念発起して歯科衛生士学校に入学。苦節3年の期間を経て無事歯科衛生士になりま
した。
一旦は、訪問歯科専門の歯科医院に就職しましたが、まほろばで見てきた現場とは
程遠く、無理を言ってまほろばの仲間にさせていただきました。

話がそれました。
勤務状況は週2日から週6日まで様々。
それに従い収入額も様々です。

でも、この仕事が楽しいから、みんなこれからも長く続けようと思っています。

16



DH単独訪問により得られるもの

歯科衛生士単独訪問20年の軌跡

ご清聴ありがとうございました

まとめ

歯科衛生士の自立 歯科医院の繁栄

シャワーのように降り注ぐ、「ありがとう」の言葉

歯科衛生士単独訪問により得られるものは、
何よりも、毎回、シャワーのように降り注いでくる「ありがとう」の言葉
そして、歯科衛生士の自立と歯科医院の繁栄とまとめさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。
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