チーム医療を行うために必要なこと：スタッフとの信頼関係を築くために

開業２年間における
チーム医療を目指すための
システム構築状況
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近隣の神奈川県警察・機動捜査隊の警察官100人の前で，「口の中
から見た，健康のあり方」をテーマに，歯科医師の立場とは別に，
歯科衛生士の視点からもスタッフに語ってもらった．
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68歳，男性．頸椎損傷による下肢・体幹麻痺．モリタ製作所のポー
タケアー 21を使用し，6┻6の歯冠形成を行っている．
図１ 記念すべき「院内セミナー・外来講演」の最初の演者は，
図２ 患者さんには社会的に立派な方が多数おられるので，その
90歳，男性．脳梗塞による右半身麻痺．訪問介護の
尊敬する丸森英史先生にお願いし，「明るい歯科臨床の未来」を
知恵をしばしば拝借させていただいています．この時の演者には
ヘルパーと一緒になり，われわれは義歯の印象採得，
楽しく語っていただきました．
『子供ニート，大人ニート』の著者，神山新平様に社会の矛盾と
ヘルパーは両下肢の清拭とマッサージを行っている．
解決策をお話ししていただきました．

したにもかかわらず反抗的な態度

アすら困難な方もいます．特に，

で自宅にいない患者さんが増加し，

重度の認知症の方は，苦労して作
を示される方もいるので，依頼者 界には何が必要かを探っています．
した服務規約をもとに，スタッフの
や本人，家族，ケアマネジャーと
資格や立場に合わせて遂行していま

も窺えます．院長はそのスタッフへ
訪問が難しくなったこともあり，

の場をいかに提示できるのか，
った義歯もなかなか入れてくれず， “環境”
居宅訪問の依頼数は激減していま
さらに，福祉施設などの歯科衛生

すぐに外へ出してしまう方が多い
もよく話し合うことが必要です． 活動にも積極的に参加するような環
す．変化する医院やスタッフ状況に

ということを改めてこの２年間で認
す．デイケアやデイサービス利用

ため，作った後のフォローが大切
Ｑ４：院内での治療と訪問先での 境を設け，
合わせた臨機応変の対応と，当初か
「歯科医療が一般社会に

識しはじめました．今後は，さらな
中に訪問歯科診療ができるように

治療の違いは？
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治療内容については，基本的に 間でも考えてもらい，提示していま
ンスを常に保つように図っています．

を確信しています．
便利だろうと思います．

可能性を検討したほうがよいでし
は同じだと思います．実際に過去 す（タイトル部）
．

歯科の “チーム医療” は，スタッ
Ｑ７：これから訪問歯科診療を始

ょう．どうしても義歯を入れられ

フだけではありません．医院を支え
めようとする先生方へアドバイ

には，頸椎損傷の患者さんや麻痺
歯科医療人としての自主性
のある患者さんにブリッジやクラ
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ている技工所や材料店との緊密な情
ない方がいらっしゃるかと思えば，
スをお願いします．
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開業時に放送していた 大河ドラ
院の外に出かけてほしいと思いま

Ｑ６：経営面から見て訪問歯科診
口腔ケアを誰が，どのように行う な医院運営を実践してもらっていま
スタッフにも認識してもらい，医療
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す．まずは，訪問診療の依頼があ

療をどう考えていますか？
かによって，治療とケアの内容が す．これは私の力量ではなく，スタ
人としての自主性の向上を目指して
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るような病院や施設の方々と歯科

変わることがあります．さらに， ッフの仁徳と器量の賜物であり，
初期の頃は訪問歯科診療の報酬
います．例えば，歯科衛生士は担当

した．そして，組織運営のキーワー
の重要性について話し，口腔ケア

院内ではあまり見ない，嚥下障害 “縁”
（点数）も高く，訪問人数や訪問時
制を通じて，アシスタントも応対の
による出会いだと，深く感謝

ドとしてバレンタイン元ロッテ監督
や口腔リハビリテーションについ

や麻痺の患者さんが多いので，治
間による点数の制限もなく，経営
中から，“かかりつけ医院”
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するほかありません．スタッフを通

が提唱した「3R：Reality（現実性）
，
ての知識を相手に伝え，その “潜

療だけでなくリハビリテーション じて，自分自身もこの２年で臨床の
面では経済効率がよかったのです
患者さんとのコミニュケーションに
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任 感）， Respect
在的ニーズ”（責
を顕在化していくこ

の視点も必要でしょう．
取り組んでいます．また，院内セミ

が，その後，訪問診療を行う歯科
幅が広がった実感を持ちます．スタ

（尊重）
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とが必要だと思います．そして，

Ｑ５：訪問歯科診療を行うにあた ッフ個々にしても，自分たちが開設
医師が増加したこともあり，行政
ナーを活用して歯科界（図１）のみ

加えた
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依頼があった患者さんに対しては，

って注意すべきことは？
ならず，歯科界以外の一般社会の方

の締め付けが強くなりました．ま
に関与している医院という
“パイオ

に根ざした健康観に立脚した
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その方の生活を支えるつもりで，

普通にできる治療もあれば，口 ニアワーク”
た，デイサービスやデイケア利用
（図２）にも講演を依頼し，多方面
や，自身が目指してい

ム医療”
の構築に，さらに邁進した
できる限り時間をかけてケアを継

が全く開口せず，治療も，口腔ケ る医療像の確立を感じているように
者の増加とともに，朝から夕方ま
の知恵や経験を授かりながら，歯科

いと考えています．
続することが大切だと思います．
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