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訪問歯科診療について

老年病研究所附属病院だより

口の機能・歯の機能

食べ物を食べること。それは口と歯の機能
の一つに過ぎません。
‘食事をするとき’は、歯や舌、口の筋肉
などが複雑に動いて物をかみ砕き、味を感じ、
飲み込んでいます。歯がなくなる、入れ歯が
合わないなどは、物を噛むことに支障を来し
ます。舌が汚れていたり、口内炎が出来てい
たりすると、味を感じにくい、食べ物などが
沁みて痛いという症状を引き起こします。食
事がおいしくない、食べても痛いだけだと食
欲がなくなってしまいます。食事の量が減っ
てしまうと、栄養の量が減り、体力も弱って
きてしまいます。
つまり、体を弱くしないためには食事をす
ること、食事がとれる口の中にすることが大

切です。
では点滴で栄養を摂っているから、胃瘻で
栄養を摂っているから、口から食事はほとん
どしないから口の中は汚れない、歯は無くて
も良いと言うことでしょうか？
‘呼吸をするとき’、空気は鼻と口を通って
います。鼻を通る空気は、毛などで汚れや細
菌などが遮られます。口を通る空気は、口の
中の湿り気などで、汚れや細菌を吸着します。
しかし口の中が乾燥していると、吸着効果は
弱くなり汚れは体の中に入ってしまいます。
口の中が汚れていると、汚れの中の細菌が空
気と一緒に体の中に入ってしまいます。
近年、口腔清掃・専門的口腔ケアを実施す
ると、インフルエンザウィルスに掛かりにく
くなると言うことが判ってきています。イン
フルエンザウィルスなどが体内で感染・増殖
するときに出す酵素と同じ物を口腔内の細菌
も出しています。口腔内細菌数を減らす事は、
体の抵抗力を上げることに繋がります。
もう堅い物は食べないから、口から食事を
摂らないから、歯は無くても良い。それは食
事のことだけで見ると良いかも知れませんが、
‘会話をするとき’にも歯は機能しています。歯
　　　　　　　　　　　　　　次ページへ

１．地域の人々の健康を守るための、
      研究と実践
２．疾病の予防と治療に役立つ看護、
      介護の推進
３．高齢社会における保健・医療・
　　福祉のネットワーク作り

老年病研究所附属病院の理念
１．最新医療の研究と実践

２．質の高い安全な医療の提供

３．多職種によるチーム医療の実践

４．地域医療および社会への貢献

５．職員教育の充実

６．病院経営の安定

老年病研究所附属病院の基本方針

歯科口腔外科

　　　福士　宙之

外来診療表 第2・第4土曜日休診
※歯科口腔外科は第２・４土曜も診察しています 令和元年7月１日～

午前8：30～11：30まで ／ 午後1：30～4：00まで （土曜の受付は11：00まで） ※急患は24時間受付けております
※禁煙外来は初診のみで再診は内科外来で行います受付時間
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時間帯診療科目
曜日 月 火 水 木 金 土

岡本・東海林・菊池

清水

1診：内藤 2診：岩井

佐藤（圭）・加藤

加藤

高玉篤

渋沢

矢嶋

矢嶋

中村哲也

増田

福士・戸谷

福士・戸谷
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清水
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高玉真
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高玉篤

高玉篤

渋沢

中村哲也
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諏訪（第１）・渡辺（第３）

福士・戸谷

茂木・福士・戸谷

岡本・東海林・甘利

山内（15：30まで）

山口（完全予約制）

天野

1診：内藤 2診：高玉真

岩井（14：30まで）
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高玉篤

高玉篤（隔週）

渋沢
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岡本・酒井

天野

1診：内藤 2診：岩井

佐藤（圭）（10：30まで）・加藤

高玉篤

高玉篤
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福士・戸谷・伊達

福士・戸谷・伊達
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高玉篤・遠藤
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黒川
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乾（胃）

乾（大腸）

佐藤美恵

山口（第2、4）
(完全予約制9：00～11：30)

 

福士・戸谷

福士

菊池

天野

田村

1診：高玉真 2診：宮本

高玉篤

中村保子

福士（第1、3、5）

戸谷（第2、4）

内科
午前 高玉真光・秋山

小池（14：00まで） 秋山

勝山(完全予約制) 勝山(完全予約制) 勝山(完全予約制)

秋山

高玉真光
小池（9：00～）・秋山 高玉真光・勝山 高玉真光

勝山・秋山
高玉真光（10：30まで）

勝山高玉真光・勝山

禁煙外来

脳神経内科

物忘れ外来(神経内科)

脳神経外科

整形外科

眼科

皮膚科

泌尿器外来

漢方外来（内科）

高血圧外来

糖尿病外来

内視鏡

麻酔科

歯科・口腔外科

腎臓リウマチ内科

リハビリテーション科

睡眠時無呼吸外来

循環器内科(不整脈外来)

循環器内科

佐藤（圭）（第1）・島田（第1、5）

館野（第3、5）・加藤（第3）

甘利（完全予約制14：00まで）
瓦林・漆田

や舌の機能が落ちると、相手が聞き取りづら
くなる、会話が成り立ちにくくなる。結果自
分から話すことが無くなってしまいふさぎ込
んでしまいます。これは認知症の進行にも少
なからず影響を与えてしまいます。
当科では一般外来診療として、上記の事柄
を考えながら診療に当たっております。食事
のため、会話のために虫歯治療や入れ歯の治
療、呼吸のために口腔衛生指導や口腔ケアを
行っています。外来患者さんはもちろんの事、
入院中の患者さんについては、極力本人や家
族の希望・意向を尊重しつつ日々の診療に当
たっております。また、群馬大学医学部附属
病院　歯科口腔・顎顔面外科の関連施設とし
て、悪性腫瘍以外の疾患の治療に当たってい
ます。糖尿病や骨粗鬆症を合併する患者さん
への外科処置（抜歯など）では、術前後の管
理も重要となります。場合によっては、家族・
本人の不安解消のために、入院下での抜歯治
療などを行うこともあります。
訪問歯科診療

本人が元気なうちは本人が、車椅子など
で家族が一緒に来られるときは家族と共に
外来受診していただき、診療・治療してお
ります。しかしながら、本人が車椅子にも
乗れない状態となってしまい、自宅で介護
をしている、車椅子には乗れるけど、お仕
事の都合などでなかなか歯科外来に連れて
行くことは困難になってしまったという方
もいらっしゃいます。そのような方の口腔
内機能を維持する方法として、当科では訪
問歯科診療を実施しています。
医科における訪問診療と同様に、歯科医師・
歯科衛生士がご自宅や施設に伺い、歯科外来
で行う事とほぼ同様の診療をさせていただき
ます。歯を削る機器、入れ歯を調整する機器、
お口の中をお掃除する機器、口の中に溜まっ
た水を吸う機器は、当科に用意が有りますの
で、訪問先では水道水と電気をお借りします。
訪問歯科診療の内容として、歯科外来におい
て行っている診療の多くに対応出来ます。
しかし抜歯などの外科処置については、訪
問診療のみでは対応が困難な事もあります。

また診療内容によっては、外来診療をする
ときより診療回数が多くなってしまうこと
もあります。口の中（歯茎）が腫れている、
歯が欠けて痛いなどの場合でレントゲン写
真を撮影した方が望ましい場合もあります。
当院では訪問診療用のレントゲン撮影機器
を所有していないため、病院へ受診してい
ただく事もあります。
口の中の悩みは、歯や入れ歯だけには留
まらないと思います。口内炎が出来ている、
味が感じにくい、舌などがヒリヒリ痛い、
顎が痛い、口が閉じられない（顎関節脱臼）
などの外科的相談なども対応可能となって
おります。
訪問歯科診療のご案内

これまで近隣の歯科医院に通院していた
が、状態の変化などから通院が困難になっ
てしまったなど、当院がかかりつけでは無
い患者様でも診療させていただくことは可
能です。
訪問歯科診療は、月曜日～金曜日の8：30
から16：00（水曜日は午前中のみ）となっ
ております。初めての場合や予約外診療を
希望される場合は、即日の対応が困難な事
もありますが、緊急の場合などはこの限り
ではありません。先ずは当院歯科外来まで、
お気軽に電話相談をしていただけましたら、
詳しくご案内をいたします。
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● 日時：令和元年８月２日（金）
　　　　12：00 ～ 講演会
　　　　12：30 ～ 食事会
● 場所：新館６階　講堂

『風味でおいしい減塩食』 
～減塩のコツをご紹介します～

・ひじきご飯　・冷や汁　
・鶏肉のソテー・冬瓜のカニあんかけ　
・ヨーグルトゼリー

熱量 408kcal　蛋白質 22.5g　食物繊維 5.0g　塩分 2.0g

担当　管理栄養士　中山

8月の食事会のお知らせ

参加ご希望の方は病院受付にお申し込みください。会費500円です。
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おります。
訪問歯科診療のご案内

これまで近隣の歯科医院に通院していた
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ております。初めての場合や予約外診療を
希望される場合は、即日の対応が困難な事
もありますが、緊急の場合などはこの限り
ではありません。先ずは当院歯科外来まで、
お気軽に電話相談をしていただけましたら、
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花名：ペチュニア　花言葉：心のやすらぎ
撮影者：松原信子様

標 榜 診 療 科 名 変 更 の お 知 ら せ

令和元年 7 月 1 日より「神経内科」から「脳神経内科」へ標榜診療科名を変更しました。

　この度、日本神経学会にて標榜診療科名を神経内科から脳神経内科へ変更することが決定
し、当院においても同様に標榜診療科名を変更することになりました。
　また、神経内科で担当していた疾患は今後は脳神経内科で診療していくことになりますが、
担当医師・外来診療日・受診方法などの変更はありません。これまでと同様に診療させてい
ただきます。関係医療機関のみならず、一般の方々にも脳神経内科が浸透するようにご理解
とご協力をお願い申し上げます。

診療科名変更のねらい（日本神経学会ホームページより）
　・脳神経内科という名称に変更することにより、脳・神経の疾患を内科的専門知識と技術
　　をもって診療する診療科であることがわかりやすくなりました。
　・心療内科や精神科と混合されることがなくなります。
　・脳神経外科の内科側にあたる位置づけが明確になりました。
　・脳神経内科の専門診療を必要としている患者さんが診療科を選びやすくなります。

☆ひまわりカフェとは？
　だれでも気軽に立ち寄って交流していただく場として
平成３０年１０月にオープンしました。
　みなさんに楽しんでいただける企画を計画しております。

☆どなたでも参加できます（地域にお住まいの方・通院中の患者さんなど）

☆場所：旧ひまわり保育園（建設会館南側角）

☆参加費：100円（お茶代）

☆決定したイベント予定表は毎月末にひまわりカフェ入口で配布しています。

ひまわりカフェ ～イベントのお知らせ～

詳細については下記担当までお問い合わせください。
前橋市地域包括支援センター西部（電話：027-255-3100）　担当 山田



口の機能・歯の機能

食べ物を食べること。それは口と歯の機能
の一つに過ぎません。
‘食事をするとき’は、歯や舌、口の筋肉
などが複雑に動いて物をかみ砕き、味を感じ、
飲み込んでいます。歯がなくなる、入れ歯が
合わないなどは、物を噛むことに支障を来し
ます。舌が汚れていたり、口内炎が出来てい
たりすると、味を感じにくい、食べ物などが
沁みて痛いという症状を引き起こします。食
事がおいしくない、食べても痛いだけだと食
欲がなくなってしまいます。食事の量が減っ
てしまうと、栄養の量が減り、体力も弱って
きてしまいます。
つまり、体を弱くしないためには食事をす
ること、食事がとれる口の中にすることが大

切です。
では点滴で栄養を摂っているから、胃瘻で
栄養を摂っているから、口から食事はほとん
どしないから口の中は汚れない、歯は無くて
も良いと言うことでしょうか？
‘呼吸をするとき’、空気は鼻と口を通って
います。鼻を通る空気は、毛などで汚れや細
菌などが遮られます。口を通る空気は、口の
中の湿り気などで、汚れや細菌を吸着します。
しかし口の中が乾燥していると、吸着効果は
弱くなり汚れは体の中に入ってしまいます。
口の中が汚れていると、汚れの中の細菌が空
気と一緒に体の中に入ってしまいます。
近年、口腔清掃・専門的口腔ケアを実施す
ると、インフルエンザウィルスに掛かりにく
くなると言うことが判ってきています。イン
フルエンザウィルスなどが体内で感染・増殖
するときに出す酵素と同じ物を口腔内の細菌
も出しています。口腔内細菌数を減らす事は、
体の抵抗力を上げることに繋がります。
もう堅い物は食べないから、口から食事を
摂らないから、歯は無くても良い。それは食
事のことだけで見ると良いかも知れませんが、
‘会話をするとき’にも歯は機能しています。歯
　　　　　　　　　　　　　　次ページへ

● 日時：令和元年８月２日（金）
　　　　12：00 ～ 講演会
　　　　12：30 ～ 食事会
● 場所：新館６階　講堂

『風味でおいしい減塩食』 
～減塩のコツをご紹介します～

・ひじきご飯　・冷や汁　
・鶏肉のソテー・冬瓜のカニあんかけ　
・ヨーグルトゼリー

熱量 408kcal　蛋白質 22.5g　食物繊維 5.0g　塩分 2.0g

担当　管理栄養士　中山

8月の食事会のお知らせ

参加ご希望の方は病院受付にお申し込みください。会費500円です。

や舌の機能が落ちると、相手が聞き取りづら
くなる、会話が成り立ちにくくなる。結果自
分から話すことが無くなってしまいふさぎ込
んでしまいます。これは認知症の進行にも少
なからず影響を与えてしまいます。
当科では一般外来診療として、上記の事柄
を考えながら診療に当たっております。食事
のため、会話のために虫歯治療や入れ歯の治
療、呼吸のために口腔衛生指導や口腔ケアを
行っています。外来患者さんはもちろんの事、
入院中の患者さんについては、極力本人や家
族の希望・意向を尊重しつつ日々の診療に当
たっております。また、群馬大学医学部附属
病院　歯科口腔・顎顔面外科の関連施設とし
て、悪性腫瘍以外の疾患の治療に当たってい
ます。糖尿病や骨粗鬆症を合併する患者さん
への外科処置（抜歯など）では、術前後の管
理も重要となります。場合によっては、家族・
本人の不安解消のために、入院下での抜歯治
療などを行うこともあります。
訪問歯科診療

本人が元気なうちは本人が、車椅子など
で家族が一緒に来られるときは家族と共に
外来受診していただき、診療・治療してお
ります。しかしながら、本人が車椅子にも
乗れない状態となってしまい、自宅で介護
をしている、車椅子には乗れるけど、お仕
事の都合などでなかなか歯科外来に連れて
行くことは困難になってしまったという方
もいらっしゃいます。そのような方の口腔
内機能を維持する方法として、当科では訪
問歯科診療を実施しています。
医科における訪問診療と同様に、歯科医師・
歯科衛生士がご自宅や施設に伺い、歯科外来
で行う事とほぼ同様の診療をさせていただき
ます。歯を削る機器、入れ歯を調整する機器、
お口の中をお掃除する機器、口の中に溜まっ
た水を吸う機器は、当科に用意が有りますの
で、訪問先では水道水と電気をお借りします。
訪問歯科診療の内容として、歯科外来におい
て行っている診療の多くに対応出来ます。
しかし抜歯などの外科処置については、訪
問診療のみでは対応が困難な事もあります。

また診療内容によっては、外来診療をする
ときより診療回数が多くなってしまうこと
もあります。口の中（歯茎）が腫れている、
歯が欠けて痛いなどの場合でレントゲン写
真を撮影した方が望ましい場合もあります。
当院では訪問診療用のレントゲン撮影機器
を所有していないため、病院へ受診してい
ただく事もあります。
口の中の悩みは、歯や入れ歯だけには留
まらないと思います。口内炎が出来ている、
味が感じにくい、舌などがヒリヒリ痛い、
顎が痛い、口が閉じられない（顎関節脱臼）
などの外科的相談なども対応可能となって
おります。
訪問歯科診療のご案内

これまで近隣の歯科医院に通院していた
が、状態の変化などから通院が困難になっ
てしまったなど、当院がかかりつけでは無
い患者様でも診療させていただくことは可
能です。
訪問歯科診療は、月曜日～金曜日の8：30
から16：00（水曜日は午前中のみ）となっ
ております。初めての場合や予約外診療を
希望される場合は、即日の対応が困難な事
もありますが、緊急の場合などはこの限り
ではありません。先ずは当院歯科外来まで、
お気軽に電話相談をしていただけましたら、
詳しくご案内をいたします。

花名：ペチュニア　花言葉：心のやすらぎ
撮影者：松原信子様

標 榜 診 療 科 名 変 更 の お 知 ら せ

令和元年 7 月 1 日より「神経内科」から「脳神経内科」へ標榜診療科名を変更しました。

　この度、日本神経学会にて標榜診療科名を神経内科から脳神経内科へ変更することが決定
し、当院においても同様に標榜診療科名を変更することになりました。
　また、神経内科で担当していた疾患は今後は脳神経内科で診療していくことになりますが、
担当医師・外来診療日・受診方法などの変更はありません。これまでと同様に診療させてい
ただきます。関係医療機関のみならず、一般の方々にも脳神経内科が浸透するようにご理解
とご協力をお願い申し上げます。

診療科名変更のねらい（日本神経学会ホームページより）
　・脳神経内科という名称に変更することにより、脳・神経の疾患を内科的専門知識と技術
　　をもって診療する診療科であることがわかりやすくなりました。
　・心療内科や精神科と混合されることがなくなります。
　・脳神経外科の内科側にあたる位置づけが明確になりました。
　・脳神経内科の専門診療を必要としている患者さんが診療科を選びやすくなります。

☆ひまわりカフェとは？
　だれでも気軽に立ち寄って交流していただく場として
平成３０年１０月にオープンしました。
　みなさんに楽しんでいただける企画を計画しております。

☆どなたでも参加できます（地域にお住まいの方・通院中の患者さんなど）

☆場所：旧ひまわり保育園（建設会館南側角）

☆参加費：100円（お茶代）

☆決定したイベント予定表は毎月末にひまわりカフェ入口で配布しています。

ひまわりカフェ ～イベントのお知らせ～

詳細については下記担当までお問い合わせください。
前橋市地域包括支援センター西部（電話：027-255-3100）　担当 山田
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訪問歯科診療について

老年病研究所附属病院だより

口の機能・歯の機能

食べ物を食べること。それは口と歯の機能
の一つに過ぎません。
‘食事をするとき’は、歯や舌、口の筋肉
などが複雑に動いて物をかみ砕き、味を感じ、
飲み込んでいます。歯がなくなる、入れ歯が
合わないなどは、物を噛むことに支障を来し
ます。舌が汚れていたり、口内炎が出来てい
たりすると、味を感じにくい、食べ物などが
沁みて痛いという症状を引き起こします。食
事がおいしくない、食べても痛いだけだと食
欲がなくなってしまいます。食事の量が減っ
てしまうと、栄養の量が減り、体力も弱って
きてしまいます。
つまり、体を弱くしないためには食事をす
ること、食事がとれる口の中にすることが大

切です。
では点滴で栄養を摂っているから、胃瘻で
栄養を摂っているから、口から食事はほとん
どしないから口の中は汚れない、歯は無くて
も良いと言うことでしょうか？
‘呼吸をするとき’、空気は鼻と口を通って
います。鼻を通る空気は、毛などで汚れや細
菌などが遮られます。口を通る空気は、口の
中の湿り気などで、汚れや細菌を吸着します。
しかし口の中が乾燥していると、吸着効果は
弱くなり汚れは体の中に入ってしまいます。
口の中が汚れていると、汚れの中の細菌が空
気と一緒に体の中に入ってしまいます。
近年、口腔清掃・専門的口腔ケアを実施す
ると、インフルエンザウィルスに掛かりにく
くなると言うことが判ってきています。イン
フルエンザウィルスなどが体内で感染・増殖
するときに出す酵素と同じ物を口腔内の細菌
も出しています。口腔内細菌数を減らす事は、
体の抵抗力を上げることに繋がります。
もう堅い物は食べないから、口から食事を
摂らないから、歯は無くても良い。それは食
事のことだけで見ると良いかも知れませんが、
‘会話をするとき’にも歯は機能しています。歯
　　　　　　　　　　　　　　次ページへ

１．地域の人々の健康を守るための、
      研究と実践
２．疾病の予防と治療に役立つ看護、
      介護の推進
３．高齢社会における保健・医療・
　　福祉のネットワーク作り

老年病研究所附属病院の理念
１．最新医療の研究と実践

２．質の高い安全な医療の提供

３．多職種によるチーム医療の実践

４．地域医療および社会への貢献

５．職員教育の充実

６．病院経営の安定

老年病研究所附属病院の基本方針

歯科口腔外科

　　　福士　宙之

外来診療表 第2・第4土曜日休診
※歯科口腔外科は第２・４土曜も診察しています 令和元年7月１日～

午前8：30～11：30まで ／ 午後1：30～4：00まで （土曜の受付は11：00まで） ※急患は24時間受付けております
※禁煙外来は初診のみで再診は内科外来で行います受付時間

午後

午前

午前

午後

午後

午前

午前

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午後

午後

午前

午後

時間帯診療科目
曜日 月 火 水 木 金 土

岡本・東海林・菊池

清水

1診：内藤 2診：岩井

佐藤（圭）・加藤

加藤

高玉篤

渋沢

矢嶋

矢嶋

中村哲也

増田

福士・戸谷

福士・戸谷

岡本・東海林・甘利

清水

天野

高玉真

岩井（14：30まで）

島田

高玉篤

高玉篤

渋沢

中村哲也

中村保子

諏訪（第１）・渡辺（第３）

福士・戸谷

茂木・福士・戸谷

岡本・東海林・甘利

山内（15：30まで）

山口（完全予約制）

天野

1診：内藤 2診：高玉真

岩井（14：30まで）

佐藤（圭）・館野

館野

高玉篤

高玉篤（隔週）

渋沢

一ノ瀬

山田（第2、4）（胃）

山田（第2、4）（大腸）

増田（10：30まで）

福士・戸谷

岡本・酒井

天野

1診：内藤 2診：岩井

佐藤（圭）（10：30まで）・加藤

高玉篤

高玉篤

古川

神宮

福士・戸谷・伊達

福士・戸谷・伊達

岡本・池田

池田（15：30まで）

天野

1診：宮本 2診：内藤

館野・島田

島田

高玉篤・遠藤

渋沢

黒川

中村保子

乾（胃）

乾（大腸）

佐藤美恵

山口（第2、4）
(完全予約制9：00～11：30)

 

福士・戸谷

福士

菊池

天野

田村

1診：高玉真 2診：宮本

高玉篤

中村保子

福士（第1、3、5）

戸谷（第2、4）

内科
午前 高玉真光・秋山

小池（14：00まで） 秋山

勝山(完全予約制) 勝山(完全予約制) 勝山(完全予約制)

秋山

高玉真光
小池（9：00～）・秋山 高玉真光・勝山 高玉真光

勝山・秋山
高玉真光（10：30まで）

勝山高玉真光・勝山

禁煙外来

脳神経内科

物忘れ外来(神経内科)

脳神経外科

整形外科

眼科

皮膚科

泌尿器外来

漢方外来（内科）

高血圧外来

糖尿病外来

内視鏡

麻酔科

歯科・口腔外科

腎臓リウマチ内科

リハビリテーション科

睡眠時無呼吸外来

循環器内科(不整脈外来)

循環器内科

佐藤（圭）（第1）・島田（第1、5）

館野（第3、5）・加藤（第3）

甘利（完全予約制14：00まで）
瓦林・漆田

や舌の機能が落ちると、相手が聞き取りづら
くなる、会話が成り立ちにくくなる。結果自
分から話すことが無くなってしまいふさぎ込
んでしまいます。これは認知症の進行にも少
なからず影響を与えてしまいます。
当科では一般外来診療として、上記の事柄
を考えながら診療に当たっております。食事
のため、会話のために虫歯治療や入れ歯の治
療、呼吸のために口腔衛生指導や口腔ケアを
行っています。外来患者さんはもちろんの事、
入院中の患者さんについては、極力本人や家
族の希望・意向を尊重しつつ日々の診療に当
たっております。また、群馬大学医学部附属
病院　歯科口腔・顎顔面外科の関連施設とし
て、悪性腫瘍以外の疾患の治療に当たってい
ます。糖尿病や骨粗鬆症を合併する患者さん
への外科処置（抜歯など）では、術前後の管
理も重要となります。場合によっては、家族・
本人の不安解消のために、入院下での抜歯治
療などを行うこともあります。
訪問歯科診療

本人が元気なうちは本人が、車椅子など
で家族が一緒に来られるときは家族と共に
外来受診していただき、診療・治療してお
ります。しかしながら、本人が車椅子にも
乗れない状態となってしまい、自宅で介護
をしている、車椅子には乗れるけど、お仕
事の都合などでなかなか歯科外来に連れて
行くことは困難になってしまったという方
もいらっしゃいます。そのような方の口腔
内機能を維持する方法として、当科では訪
問歯科診療を実施しています。
医科における訪問診療と同様に、歯科医師・
歯科衛生士がご自宅や施設に伺い、歯科外来
で行う事とほぼ同様の診療をさせていただき
ます。歯を削る機器、入れ歯を調整する機器、
お口の中をお掃除する機器、口の中に溜まっ
た水を吸う機器は、当科に用意が有りますの
で、訪問先では水道水と電気をお借りします。
訪問歯科診療の内容として、歯科外来におい
て行っている診療の多くに対応出来ます。
しかし抜歯などの外科処置については、訪
問診療のみでは対応が困難な事もあります。

また診療内容によっては、外来診療をする
ときより診療回数が多くなってしまうこと
もあります。口の中（歯茎）が腫れている、
歯が欠けて痛いなどの場合でレントゲン写
真を撮影した方が望ましい場合もあります。
当院では訪問診療用のレントゲン撮影機器
を所有していないため、病院へ受診してい
ただく事もあります。
口の中の悩みは、歯や入れ歯だけには留
まらないと思います。口内炎が出来ている、
味が感じにくい、舌などがヒリヒリ痛い、
顎が痛い、口が閉じられない（顎関節脱臼）
などの外科的相談なども対応可能となって
おります。
訪問歯科診療のご案内

これまで近隣の歯科医院に通院していた
が、状態の変化などから通院が困難になっ
てしまったなど、当院がかかりつけでは無
い患者様でも診療させていただくことは可
能です。
訪問歯科診療は、月曜日～金曜日の8：30
から16：00（水曜日は午前中のみ）となっ
ております。初めての場合や予約外診療を
希望される場合は、即日の対応が困難な事
もありますが、緊急の場合などはこの限り
ではありません。先ずは当院歯科外来まで、
お気軽に電話相談をしていただけましたら、
詳しくご案内をいたします。


