
第２節 歯科保健医療体制の整備

１ 歯科医療体制

すべての県民が､ 適切な歯科医療を等しく享受するためには､ 身近なところで受診で
きる ｢かかりつけ歯科医｣ や専門的治療にも対応する ｢病院歯科｣ 等の各歯科医療機関
等の機能に応じた役割分担を明確にし連携を図るなど､ 体系的な歯科医療体制の整備が
必要です｡

【現状と課題】

１ 地域の歯科医療機関には､ 患者の心身の特性を踏まえた治療及び歯科疾患の予防や
継続的な管理を行う ｢かかりつけ歯科医｣ の機能 (注１) が求められています｡
２ かかりつけ歯科医と高度な医療設備や技術をもつ高次の病院歯科等は､ それぞれの
長所を生かした役割分担をし､ 他科への患者紹介等も含めた相互の病診連携 (注２)・
診診連携 (注３) を図ることが必要です｡
３ 要介護者等の増加により､ 寝たきり者等に対する在宅及び施設等への訪問歯科診療
が求められています｡
４ 県民が適切な歯科医療を受けられるように､ 歯科医療の情報提供や相談体制の充実
が求められています｡ 県では平成15年６月に ｢医療相談窓口｣ を開設し､ 県民からの
医療に関する相談や苦情に対応しています｡

【施策の方向】

１ ｢かかりつけ歯科医｣ 機能の普及定着に努めます｡
２ 歯科医療機能に応じた体系的な歯科保健医療体制の整備を図ります｡
３ 歯科医療の情報提供及び相談体制の充実に努めます｡

【具体的施策】

１ ｢かかりつけ歯科医｣ 機能の普及定着
歯科医師会をはじめ地域の歯科医療機関等の協力を得て､ ｢かかりつけ歯科医｣ 機

能の意義やその必要性について､ 県民に対する理解と普及定着に努めます｡
２ 歯科医療機能に応じた体系的な歯科医療体制の整備
歯科医師会をはじめ地域の歯科医療機関及び医療機関等の協力を得て､ 適正かつ効
率的な歯科医療を県民に提供するために､ かかりつけ歯科医､ 地域の口腔保健センター
(注４)､ 高次の医療機関 (病院歯科､ 大学附属病院歯科等)､ さらに､ 一般病院・かか
りつけ医等との間で､ 病診連携・診診連携による歯科医療機能に応じた歯科医療体制
の整備を図ります｡
３ 歯科医療の情報提供及び相談体制の充実� 歯科医師会及び歯科医療機関､ 関係機関・団体等の協力を得て､ 歯科医療に関す
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る情報を収集し､ それらの広域的､ 効果的な提供に努めます｡� 県民からの歯科医療相談に対し､ 県に設置されている医療相談窓口における相談
体制の充実を図るとともに､ これらの情報を歯科医療機関や歯科医師会等に還元す
ることで､ 適切な歯科医療サービスの提供やその安全性及び信頼性の向上に努めま
す｡

(注１) かかりつけ歯科医の機能とは ⇒ 機能としては､ 患者の定期検診､ 保健指導､ 予防処置等の継続管

理､ 公衆衛生活動などの行政サービスとの連携・協調､ 要介護高齢者・障害者への支援､ 医療施設間

の円滑かつ効果的な診診・病診連携の推進､ 歯科保健医療情報の管理､ 健康教育・相談がある｡

(注２) 病診連携とは ⇒ かかりつけ歯科医と高度な医療設備や技術をもつ高次 (二次・三次) の病院歯科

の歯科医が､ 他方の歯科診療が必要と判断した場合に患者を紹介する (共同で診療等を行う) などし

て､ 患者本位の医療を提供するための役割分担による歯科保健医療の提供体制｡

(注３) 診診連携とは ⇒ かかりつけ歯科医と他の歯科医療機関 (一次) の歯科医が､ 他方の歯科診療が必

要と判断した場合に患者を紹介するなどして､ 患者本位の医療を提供するための役割分担による歯科

保健医療の提供体制｡

(注４) 口腔保健センターとは ⇒ 歯科保健医療活動の拠点として､ 一般の歯科診療所の機能を超える保健

と医療を地域住民に提供し､ 歯科保健指導､ 予防処置､ 障害者診療､ 休日診療等を業務とする｡

２ 特殊歯科保健医療体制� 障害児・者､ 要介護者等の歯科保健医療体制

障害児・者及び要介護者等に対しては､ 身近なところで障害の特性や介護状況を踏
まえた予防から治療､ リハビリテーションまでの一貫した歯科保健医療サービスを受
けられる体制の整備が必要です｡

【現状と課題】

１ 障害者等に対応する歯科医療機関の増加やその情報提供が求められています｡
２ 障害児・者及び要介護者等は､ 自覚症状の訴えが乏しく口腔衛生の自己管理が困難
な場合もあることから､ 歯科疾患のり患や進行､ 咀嚼・嚥下機能の低下等のリスクが
高く､ 歯科健診・歯科保健指導等の歯科健康管理から歯科治療やリハビリテーション
までの一連の歯科保健医療サービスを継続して受けられる体制が求められています｡
３ 寝たきり者等の誤嚥による肺炎等の介護予防の観点からも､ 口腔ケアの重要性が高
まり､ 市町において寝たきり者等に対する口腔衛生指導が実施されていますが､ まだ
十分とはいえない状況です｡
４ 歯科保健医療関係者による障害児・者及び要介護者等の歯科保健医療に関する専門
的知識や技術の向上が求められています｡
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【施策の方向】

１ 障害児・者及び要介護者等に対する歯科保健医療の提供体制の整備を図ります｡
２ 障害児・者及び要介護者等の歯科保健医療に関する情報提供や相談体制の整備に努
めます｡
３ 障害児・者及び要介護者等の歯科保健医療について､ 歯科保健医療従事者及びその
他の保健医療福祉関係者等に対する資質の向上に努めます｡

【具体的施策】

１ 障害児・者及び要介護者等に対する歯科保健医療の提供体制の整備
歯科関係団体､ 歯科医療機関､ 関係機関・団体等の協力を得て､ 障害児・者及び要
介護者等が､ 歯科健診や歯科保健指導及び必要な歯科医療などの専門的口腔ケア(図Ⅱ－
３－２参照) を生活圏域で受けられる体制の整備を図ります｡
２ 障害児・者及び要介護者等の歯科保健医療に関する情報提供や相談体制の整備
歯科関係団体､ 歯科医療機関､ 関係機関・団体等の協力を得て､ 障害児・者及び要
介護者等に対して､ そのニーズに即した適切な歯科保健医療に関する情報提供や相談
体制の整備に努めます｡
３ 歯科保健医療従事者及びその他の保健医療福祉関係者等に対する資質の向上
歯科保健医療従事者及びその他の保健医療福祉関係者等に対して､ 障害児・者及び
要介護者等の歯科保健医療に関する知識や技術を得る機会の確保に努めます｡

図Ⅱ－３－２ 専門的口腔ケアが高齢者の健康や生活機能に与える効果
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出典：高齢者リハビリテーション研究会中間報告 ｢高齢者リハビリテーションのあるべき方向｣ (平成16年１月)



� 離島・へき地における歯科保健医療体制

歯科医のいない離島及びへき地では､ 歯科保健知識などを得る機会が乏しく､ 地理
的条件や交通機関の問題に加え､ 住民の高齢化による受診の困難さも加わり､ 歯科疾
患の発見や治療の遅れによる重症化や歯の喪失に至る可能性があります｡ 住民が身近
で必要な歯科保健医療が受けられる体制を整備することが重要です｡

【現状と課題】

１ 無歯科医地区 (注) が14地区､ 無歯科医地区に準じる地区が１地区あります｡
２ 歯科健診や歯科保健指導を受ける機会に恵まれない離島の住民に対して､ 歯科医師､
歯科衛生士等による歯科保健活動を行っています｡ (平成９年度から豊島で実施､ 平
成13年度は伊吹島でも実施)
３ 歯科診療の機会に恵まれない離島の住民に対して､ 歯科医師､ 歯科衛生士等で構成
する巡回診療班を派遣し､ 歯科診療を行っています｡ (平成14年度から豊島で実施)

【施策の方向】

離島及びへき地の地域住民に対して､ 歯科保健医療提供体制の充実に努めます｡

【具体的施策】

離島及びへき地における歯科医療提供体制の充実
関係市町､ 歯科関係団体等との連携のもとに巡回歯科健診・診療の実施に努めます｡

(注) 無歯科医地区とは ⇒ 歯科医療機関のない地区で､ 当該地区の中心的な場所から概ね４㎞の区域内に

50人以上が居住し､ かつ容易に歯科医療機関を利用できない地区｡� 歯科救急医療体制

歯科疾患や口腔外傷等に対する緊急の歯科的処置を要する場合に､ 迅速かつ適切な
歯科医療を受けられるように､ 歯科救急医療を担う歯科医療機関の確保が必要です｡

【現状と課題】

１ 休日の昼間は､ 歯科医療機関の当番制による休日の救急患者に対応する歯科医療の
提供を行っています｡ 夜間については､ 高松市で夜間救急歯科診療が行われています｡
２ 休日及び救急患者に対応する歯科医療機関の周知を行っています｡
３ 歯科疾患の急激な症状の拡大や顎骨骨折などの外傷､ さらに呼吸器系への影響等の
生命の危険にかかわる場合もあり､ 歯科疾患による救急患者に対して､ 高次の医療機
関との病診連携も含めた救護体制の整備を図る必要があります｡
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【施策の方向】

１ 休日及び救急患者に対応する歯科医療機関の一層の周知に努めます｡
２ 歯科疾患等による救急患者に対する歯科救急医療体制の整備に努めます｡

【具体的施策】

１ 休日及び救急患者に対応する歯科医療機関の周知
歯科関係団体､ 市町､ 関係機関等と連携して､ 休日及び救急患者に対応する歯科医
療機関について､ 地域住民に対し一層の周知に努めます｡
２ 歯科疾患等による救急患者に対する歯科救急医療体制の整備
歯科関係団体､ 歯科医療機関及び医療機関､ 関係機関等の協力を得て､ 休日及び救
急患者に対して､ 迅速かつ適切な歯科医療を提供するために､ 各歯科医療機関及び医
療機関との間で､ 病診連携・診診連携を図りながら､ 歯科救急医療体制の整備に努め
ます｡

● ●117




