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三瀬診療所の歯科治療の現状と富士大和温泉病院との口腔ケア連携
について

発 表 者 重松 正仁 （佐賀県：佐賀大学医学部歯科口腔外科/佐賀市立国民健康保険三瀬診療所）

共同研究者 園田 友美、西 智子、福島 京子、百武 義之、関 正毅、井本 浩樹、向井 伸介、
木須 達郎、後藤 昌昭
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佐賀市三瀬村は、佐賀県の北部、脊振山系に

連なる山々に囲まれた標高４２０mの位置に存在

し、人口１，４００人弱ののどかな里山で、福岡市へ

のアクセス道路として交通量も多く、平成２０年

８月にループ橋も完成したため、週末ともなる

と多くの観光客が訪れる。さらに三瀬村の魅力

は自然の豊かさで、村内にはそばに代表される

自然の食材を生かした隠れ家的食事処が点在

し、訪れた人々を魅了している。またリンゴや

栗、ブルーベリーなどの果物狩りも有名である。
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今回の発表の目的は、１．三瀬診療所歯科の現

状について、設備面、患者数等の最近の経過を

分析し、その問題点を検討すること。および、

２．富士大和温泉病院との口腔ケア連携について

その経緯およびその実際を分析し、問題点と今

後の課題を検討することである。
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三瀬診療所歯科は以前より、常勤歯科医師１

名、常勤歯科助手１名の２名で診療しており、

歯科医師は、およそ１０年前から佐賀大学医学部

歯科口腔外科医局より、医師が交代で出向して

いる。２０１０年４月に私が大学から出向した当時

でも、常勤歯科医師１名、常勤歯科助手１名で

の診療体制に、非常勤で大学より月１回、診療

支援として加わるのみであった。
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そのような中、私が赴任してから最初に取り

組んだことは口腔外科専門の抜歯や外科処置で

はなく、歯を守ることと歯周病治療であった。
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その後の歯科治療体制における重要な環境変

化として、当初より切望していた歯科衛生士の

採用が、２０１１年７月１日より決まったが、週２

日のみの臨時採用であった。

その他には、スライドに示すような変化があっ

た。
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また、新たに自費診療を導入し、診療の質の

向上を図った。具体的にはスライドに示す。
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その結果、徐々にではあるが、確実に患者数

および診療報酬の向上に繋がった。
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三瀬診療所歯科の現状についてのまとめ

１．患者主導の治療ではなく、きちんと現状を説

明し、時間はかかっても、全顎的治療を患者

に勧めていくことで、徐々にではあるが、患

者数増員につながった。

２．患者のためになる自費治療については、積極

的に採用し、患者に説明して選択させたとこ

ろ、自費診療を選択するケースも多くなった。

３．点数にならない仮歯の作製処置等に時間を費

やしている場合が多い。

４．歯科スタッフは基本的に、歯科医師１名、看

護師１名であり、現スタッフだけでは診療時

間や診察可能な患者数に限りがある。

５．上記事項に加えて、メンテナンスや予防につ

いても時間的に不十分な点が多く常勤歯科衛

生士の採用が強く望まれる。

６．収入については、激的な増収はないが、徐々

に成果が現れている
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次に、三瀬診療所歯科と富士大和温泉病院と

の口腔ケア連携について、富士温泉病院におけ

る、口腔ケア体制に向けての経緯をスライドに

示す。
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口腔ケアネットワーク構築事業の実施状況とその効果

発 表 者 福田 泉 （香川県：三豊総合病院歯科保健センター）

共同研究者 丸岡 三紗、井下 祐里、三谷 典子、高橋 弥生、成行 稔子、後藤 拓朗、
木村 年秀、中津 守人
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富士温泉病院は、三瀬診療所と同じ佐賀市長

が病院開設者ということで、本連携については、

当初より診療報酬や診療に至る仕組み等を検討

する必要があった。
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富士大和温泉病院との口腔ケア連携について

のまとめ

１．開設者が同じ佐賀市長であるため、訪問診療

としての請求ができない。

２．往診時に対応可能な歯科治療専用機材がない

ため、三瀬診療所からの持ち込みで対応して

おり、治療内容によっては治療できない場合

が多い。

３．温泉病院からのすべての依頼に対して迅速な

対応は不可能であり、その橋渡し役として重

要である歯科衛生士の採用が強く望まれる。
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