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2012年
6/1現在

（病初診） 地域歯科診療支援病院歯科初診料 【病院】 12 15 34.1%
（外来環） 歯科外来診療環境体制加算 284 383 35.4%
（歯特連） 歯科診療特別対応連携加算 【病初診の病院】 12 13 86.6%
（医管） 歯科治療総合医療管理料 284 295 27.3%
（歯援診） 在宅療養支援歯科診療所 【診療所】 199 209 20.2%
（在歯管） 在宅患者歯科治療総合医療管理料 94 109 10.1%
（歯地連） 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算 【診療所】 258 259 25.0%

歯科画像診断管理加算1 【病初診の病院】 0 1 6.7%

歯科画像診断管理加算2 【病初診の病院】 0 1 6.7%

（歯技工） 歯科技工加算 105 100 9.3%

（GTR） 歯周組織再生誘導手術 150 148 13.7%
（手術歯根） 手術時歯根面レーザー応用加算 25 35 3.2%

（人工歯根）
→（特イ術）

広範囲顎骨支持型装置埋入手術 【病院】 5 8 18.2%

（補管） クラウン・ブリッジ維持管理料 1,046 1,060 98.1%
（矯診） 歯科矯正診断料 29 32 3.0%

（顎診） 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするも
のに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)

17 19 1.8%

（在か診） 在宅かかりつけ歯科診療所加算 【診療所】 / 26 2.5%

（歯リハ2） 歯科口腔リハビリテーション料2 / 243 22.5%
（歯ＣＡＤ） ＣＡＤ/ＣＡＭ冠 / 602 55.7%

11/1現在

 関東信越厚生局長野事務所分の歯科関係の施設基準届出状況（歯科のみにあるもの）

 略 称 施 設 基 準 名 【対象医療機関の区分ありの場合】
2015年

（歯画）

関東信越厚生局ホームページで掲載済の管内保険医療機関・保険薬局の指定一覧の長野事務所の2012年6月1日現
在、及び2015年11月1日現在より作成。
2015年11/1現在については、別表の届出の対象となる保険医療機関の区分による該当日現在数での割合を付した。

 歯科の診療報酬の届出医療

関係の研修を定期的に実施し

ている長野県保険医協会では11

月29日に松本市駅前会館にて松

本歯科大学の小笠原正教授を

招き、医療安全対策研修会を

開催、29医療機関37人の参加が

あった。 

 この研修会は歯科外来診療

環境体制加算(外来環)の施設基

準、また医療法で診療所に義務付けら

れている年各２回の医療安全管理と院

内感染対策の職員研修にも対応したも

のとして開催された。 

 まず最初に今年10月より始まった医

療事故調査制度について説明があっ

た。実際医療事故が起こった２つの大

学病院の対応を比較し、「逃げない、

隠さない、ごまかさない」、「病院の

職員を守る」という精神で対応した病

院と、全ての責任を一人の医師に押し

付けた病院とでは厚労省の処分に大き

な差が出たという。 

 医療事故を起こさないためには、起

こった事故やミスを報告されても叱責

するのではなく分析することが重要と

2 0 1 6年1月実施の研修会、講演会等のお知らせ【申し込みは長野県保険医協会へ】  

 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応

等に係る研修です。要介護高齢者等への適切な歯科医

療サービスの提供は次期改定の「かかりつけ歯科医」

機能評価の具備条件(案)の中にも入っています。 

日時：2016年1月10日(日)13:20～16：30 

場所：長野市生涯学習センター(トイーゴ３階) 

    長野市大字鶴賀問御所町1271-3 電話026-233-8080  

講師は老年歯科医学会の認定医で専門医の二氏 

 ▽高齢者の心身の特性と口腔機能管理  

     浅間総合病院 口腔外科医長 奥山秀樹 氏  

 ▽高齢者の緊急時対応 

  松本歯科大学 障害者歯科学講座教授 小笠原正 氏 

参加費：会員及び会員院所スタッフ無料、他千円           

 介護予防・口腔機能向上支援・かかりつけ歯

科医・在宅診療・摂食機能障害は、超高齢社会

の時代の歯科のキーワード。標題の講演会急遽開催！ 

日時：2016年1月17日(日)13:30～16:00 

場所：長野市生涯学習センター(トイーゴ４階) 左参照 

講師：日本大学歯学部 

    摂食機能療法学講座教授 植田耕一郎 氏 

講演内容：1.リハビリテーションの理念 2.診療室で実

施する摂食機能療法と口腔機能の向上支援 3.地

域貢献として“かかりつけ歯科医”の在宅支援の

考え方と手法 4.21世紀の超高齢社会に向けての

健康感 …かかりつけ歯科医の責務を全うするた

めに、今から我々は何をすべきか… 

参加費：会員及び会員院所スタッフ無料、他千円 

 2015年10月にスタートした医療事故調査制度。医療事

故が発生した場合、報告すべき対象は？ 院内調査は何

をすればいいのか？ 医師法21条の届出との関係は？ 

 日本医療法人協会の医療事故調運用ガイドラインを

基に、ガイドライン作成委員も務めた講師より解説し

ていただきます。 

日時：2016年1月23日（土）17:00～19:00 

場所：長野バスターミナル会館４F (長野市） 

    長野市中御所岡田178-2 電話026-228-1155  

テーマ：「医療事故調査制度運用ガイドラインと 

     医師法21条正論」 

講師：いつき会ハートクリニック院長 佐藤一樹 氏 

参加費：会員及び会員院所スタッフ無料、他千円 

長野県
歯科診療所 1,014 1,021

16 16
病院 32 32 44 44

総     数 1,062 1,081

保険医療機関の病・診区分と数

1,037
歯科併設医療機関（病院・診療
所の歯科）

2015.11.12012.6.1

1,030診療所
歯科の保険
医療機関

関東信越厚生局ホームページで掲載済の管内保険医療機関・保険薬局の指定状況一覧の長野事務所の2012年
6月1日現在、及び2015年11月1日現在より作成。休止中の医療機関を含む数。

説明。何でも言える環境が医療の質の

向上につながること。改善のための基

本的概念として、個人の知識や技能に

頼るのではなく、組織的な改善が第一

だとした。 

 院内感染対策では、標準予防策(スタ

ンダードプリコーション)が最も重要で

あり、手指衛生、防護具の注意点、呼

吸器衛生、患者配置などが説明され

た。また、針刺し切創の感染リスク

や、針刺し事故への説明があった。 

 

緊急時の対応,医療事故,感染症対策等の医療安全対策で研修 

 

申し込みは、いずれも長野県保険医協会（電話026-226-0086、ファクシミリ026-226-8698、E-mail:nagano-hok@doc-net.or.jp )までお願いします。 

 

緊急時対応では、歯科治療中に血圧が

上昇したときやアナフィラキシーの症

状が出た時の対応などが紹介された。 

外来環の届出は長野県35％ 

「外来環」の施設基準の届出は全国的

には歯科医療機関の１割程とされてい

る。長野県では本年11月1日現在で383

医療機関から届出があり、その数は歯

科1081医療機関(診療所1037,病院44)の

35.4％と全国的にも高い水準だ。県内の

歯科関係の届出医療の状況は表参照。 

「私たちは歯を抜きませ

ん」と歯を残す診療に

取り組むグループ「飛翔会」(林春二会

長)に集まる県内外６院所と技工所２社か

ら46名が参加しての

年１回の勉強会が12

月13日御代田町の公民館で開かれた。  

 発表は一人10分(質疑３分含む）で昼

食をはさむ形であり、先に院所のス

タッフの発表が20題（歯科衛生士15,歯

科衛生と助手が組んで1,助士2,保育士1,

歯科技工士1）が続き、最後に歯科医師

５題をもってくる構成だった。 

  昼食後は、歯を磨かない形で、午後

一番の発表に入り同グループ推奨の「ハ

ロアル磨き」(歯

茎のマッサージを

伴う縦磨き)の実践指導があった。この

磨き方については、学校で教えられな

かったと戸惑った歯科衛生士が

自ら１週間体験した発表もあり

磨ききれないところは他の方法

も活用していく

とのことだった。      

 「ハロアル」の

ネーミングは同グ

ループのフィリピ

ン医療ボランティ

ア活動から来ており、

その活動に関係した発

 

 

午前の部の最初の発表を終えて質疑に入った会場 

 
表もあった。 

  患者さんへの対応

の中からＡＳ(自閉

症スペクトラム)サ

ポーターを目指した

方の発表、医科の

診療所の依頼で訪

問診療に取り組み

始めた報告もあり、在宅でも知識と技

術を身につけたい、また保団連の医療

研究フォーラムでの発表を目指したい

等、先への挑戦意欲が伝わってきた。 

 歯科医師からは歯牙再植術の症例、

グループの他県院所からの紹介患者の

その後と治療計画、歯を抜かない歯科

医院を目指してなどの発表があった。 

 飛翔会の連絡先 林歯科診療所(北佐久郡御

代田町御代田2422-79 Tel.0267-32-3613 担

当:佐藤節子） 

* * * * *「会員広報室」欄では、会員の院所での取
り組みや地域での活動を紹介できます。投稿又は

編集部への取材要請により紙面をまとめます。  

歯科衛生士による磨き方指導 


