
 

令和元年度第１回多職種連携による口腔機能管理に関する専門部会 

 
日時：令和元年 11 月 27 日（水） 

午後 1 時 30 分～午後 3時 30 分   
場所：三宮研修センター８階 805 会議室 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

 

２．委員紹介 

    

３．議  題 

  １）専門部会の位置付けについて 

 

２）多職種連携による口腔機能管理に関する現状と課題について 

 

  ３）訪問歯科診療等にかかる実態調査の方向性について 

 

４．閉   会 

 
資  料 

 
・資 料 １  多職種連携による口腔機能管理に関する専門部会 委員名簿 

     多職種連携による口腔機能管理に関する専門部会 事務局名簿 

・資 料 ２  神戸圏域地域医療構想調整会議地域包括ケア推進部会について 

・資 料 ３  神戸圏域地域医療構想調整会議地域包括ケア推進部会 運営要綱 

・資 料 ４  多職種連携による口腔機能管理に関する専門部会について 

・資 料 ５  多職種連携による口腔機能管理に関する専門部会 運営要綱 

・資 料 ６  口腔機能管理を理解するために 多職種による地域連携―病院から地域へ 

・資 料 ７  多職種連携による口腔機能管理に関する課題や意見 

・資 料 ８  訪問歯科診療にかかる実態調査の方向性について 

・資 料 ９  退院時における口腔・栄養に関するケアプランの実態調査の方向性 

について 

・参考資料 1 神戸市版「入退院連携シート」について 

・参考資料２  入退院時における介護報酬加算、診療報酬加算について 

・参考資料３ 神戸市訪問歯科診療事業・神戸市訪問口腔ケア事業について 
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令和元年11月 1日現在

　　                                       （敬称略）

氏   名 団  体  名 役　職

       足立 了平
  医療法人社団関田会 ときわ病院
　神戸常盤大学

　歯科口腔外科 部長
　特命教授

増井 裕嗣 　神戸市医師会 　理事

中谷 昌弘 　神戸市歯科医師会 　理事

登利 佳央 　神戸市歯科医師会
　高齢者福祉委員会
　委員長

宮内 智也 　神戸市薬剤師会 　理事

後藤 育子 　神戸市民間病院協会

並河 直子 　兵庫県看護協会 　地域ケア事業部長

冨田 洋介 　神戸市ケアマネジャー連絡会 　常任理事

片岡 真理 　神戸市老人福祉施設連盟 　理事

田中 義之 　兵庫県言語聴覚士会 　会長

上野 樹世 　兵庫県栄養士会 　地域活動理事

清水 豊子 　兵庫県歯科衛生士会 　専務理事

高橋　千香 　神戸市立医療センター西市民病院 地域医療在宅支援室長

地域包括ケア推進部会
「多職種連携による口腔機能管理に関する専門部会」

委員名簿
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神戸圏域地域医療構想調整会議 地域包括ケア推進部会について 

 

 

１ 設置目的 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在

宅医療と介護を一体的に提供できる地域包括ケアシステムを構築していくことが喫緊

の課題となっており、これに向けた全市的な課題を協議することを目的としている。 

 

 ２ 部会の構成 

本部会に加えて、専門的かつ集中的に取り組むべき課題に対応するため、「介護予

防」「医療・介護連携」「在宅療養者の服薬管理」「看取り支援」の４つの専門部会

を設置し、議論を進めている。 

 

 ３ 検討項目 

（１）在宅医療・介護の連携推進に関する事項 

（２）在宅医療提供体制の充実に関する事項 

（３）地域医療介護総合確保基金の事業計画の検討（地域包括ケア推進に関する事項） 

（４）その他兵庫県地域医療構想及び地域包括ケアの推進に関する事項 

 

 ４ 今年度の取組み（スケジュール） 

   第５回 令和元年 7 月 29 日 

（協議事項） 

  ・各団体の地域医療課介護総合確保基金事業計画（医療分）に関する協議        

     ・（仮称）多職種連携による口腔機能管理に関する専門部会について 

    （報告事項）  

     ・専門部会の取り組み状況 

 

 ５ 今後の方向性 

   各団体からの来年度分の地域医療課介護総合確保基金事業計画（医療分）が十分 

調整がとれたものとなるよう協議をするとともに、各専門部会の取り組み状況の報告

を受け、地域包括ケアを全市的に推進するための方法について意見を聴取する。 
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健康寿命延伸のための
「介護予防」専門部会

医療介護連携に
関する専門部会

在宅療養者の服薬管理に
関する専門部会

看取り支援に関する専門部会

座長
千葉大学

予防医学センター教授
近藤　克則

神戸市医療監
北　徹

中央市民病院
院長補佐・薬剤部長

橋田　亨

垂水区医師会会長
中村　治正

市医師会 辰巳　惠章 是則　清一 奥知　博志 松岡　泰夫

市歯科医師会 池端　幸成 本庄　健一 中谷　昌弘 橋本　猛央

市薬剤師会 安田　理恵子 宮内　智也
小塚　ひとみ
山本　智史

高見　良子

市民間病院協会 吉田　寛 古瀬　繁 前田　雅道

兵庫県看護協会 松本　多津子 福田　陽子 金中　宏江 大路　貴子

兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 藤田　愛 加藤　美奈子 松本　京子

市ケアマネジャー連絡会 鶴本　和香 庄村　欣也 山田　惠美子 河井　眞知子

市老人福祉施設連盟 浅倉　祥介

神戸介護老人保健施設協会 堤　裕紀恵

兵庫県介護福祉士会 藤本　麻理子 原田　智子

兵庫県社会福祉士会 奥矢　登世子

神戸市リハ職種地域支援協議会 山本　克己

兵庫県栄養士会 榊　由美子

兵庫県歯科衛生士会 高橋　千鶴

アドバイザー
兵庫県リハビリテーション病院

院長補佐兼診療部長
大串　幹

東京大学
高齢社会総合研究機構教授

飯島　勝矢

神戸医療産業都市推進機構
クラスター推進センター長

佐藤　岳幸

アドバイザー
兵庫医療大学

薬学部医療薬学科教授
桂木　聡子

アドバイザー

地域包括ケア推進部会　各専門部会　構成員一覧
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   多職種連携による口腔機能管理に関する専門部会について 

 

１．設置目的 

  口腔の健康が全身の健康に大きく影響することや、フレイルの前段階にオーラル

フレイルがあることが認知されるなど、口腔への関心が高まっている。しかし、医

療・介護の現場では、口腔機能管理が必要とされる方が多いと言われているが、医

療・介護従事者が資源を活かしきれていない。 

  そこで、口腔機能管理の重要性について多職種が共通理解を深め、スムーズに連

携することにより、必要な方に口腔機能管理を実施して、健康寿命の延伸をめざす。 
 
 

２．実施検討項目 

① 地域包括ケアにおける口腔機能管理の現状と課題 

② 口腔機能改善や口腔ケアを必要とする患者像の共有 

③ 連携のための口腔アセスメントツールの検討 
 
 

３．開催スケジュール（案） 

① 第１回専門部会 

  ・日程： 令和元年 11 月 27 日 

  ・議題： 専門部会の位置づけと今後の予定 

多職種連携による口腔機能管理に関する現状と課題について 

       （委員による意見交換） 

アンケートの方向性の検討 

 

 

② 第２回専門部会 

・日程： 令和２年３月予定 

・議題： 多職種連携による口腔機能管理の課題の整理 

     口腔機能改善や口腔ケアを必要とする患者像の共有 

多職種連携にあたって、歯科医院、ケアマネージャー側の問題点の把握 

    のためのアンケート項目の検討 
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