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有田市医師会

だより

新年のご挨拶

センター長

皆様、明けましておめでとうご

ざいます。本年もどうぞ宜し

くお願い致します。平素はサポートセンター業務に多

大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

　当サポートセンターは開設 6年目を迎え、医療機関

はもちろんのこと市民の皆様の認知度も上がって来た

ように感じております。昨年もコロナ禍のためサポー

トセンターとしての活動が制限され、対面式の各種研

修会や勉強会、講演会は中止、延期を余儀なくされま

した。特に 8月をピークとした第 5波の大流行では、

医療機関を始め、在宅診療、高齢者施設などに大きな

影響を及ぼし、クラスターの発生予防に各施設が翻弄

されました。有田市では 4月から医療従事者、高齢者

のワクチン接種が開始され、12 月現在 12 歳以上の接

種対象者の 83.6％が 2 回接種を終え、65 歳以上では

94.1％の方が接種されています。これは全国的にも高

い接種率で、市民の方々の感染予防への意識が高いこ

とを示しています。今年もブースター接種として 3回

目のワクチン接種が始まります。医療機関はもとより、

介護施設、高齢者施設でも接種の勧奨をお願い申し上

げます。

　昨年 11 月末からオミクロン株の流行が始まり、日

本でもオミクロン株をメイン株とする第 6波の流行が

懸念されており、変異株が次々と出現している状況を

見るとコロナ禍は当分続くものと考えられます。この

ような状況ではありますが、3月に認知症フォーラム

（医師対象）および医療と介護連携研修会（医療介護

関係者対象）の開催、4月以降も市民公開講座の開催、

医療介護従事者研修会などを開催し、多職種の皆様の

スキルアップを図りたいと考えております。また医療・

介護の現場ではいかにコロナ感染者を出さないかが大

きな課題であります。コロナに関する情報は出来るだ

け速やかにお伝えし、感染予防にも協力したいと思い

ます。そしてサポートセンター本来の業務であります

退院患者への主治医紹介、診療情報の提供なども益々

充実したものにしていきたいと考えています。2022

年の干支は壬寅です。壬は厳冬、沈滞を、寅は動きを

表し、厳しい冬を超えて芽吹き始め新しい成長の礎と

なる年だと言われます。サポートセンターも 2025 年

以降に訪れる超高齢化社会に向けて、しっかりとした

礎を築く年にしたいと思います。

中村 吉伸

あけましておめでとうござい

ます。

有田市医師会在宅医療サポートセンターは平成 28

年 4 月に開設し、本年の 4 月で 7 年目を迎えること

になります。開設当初より皆様の温かいご支援、ご

協力により、在宅医療サポートセンターとしての役

割を果たすべく機能が年々充実されてきました。し

かし昨年、一昨年と中国武漢に端を発した新型コロ

ナウイルス感染症の世界的蔓延により、当センター

も各専門職との連携会議等にかなりの活動制限を余

儀なくされてきました。

　さて、新年を迎えましたが新型コロナウイルスは

次々と変異を繰り返し、その猛威は世界的になお衰

えることなく、収束の兆しも未だ見通せない状況に

あります。今年度は、そんな中でも ICT を利用した

医療・介護職の連携会議の推進、そして研修会の開

催等に力を注ぎ、地域の皆様ができるだけ安心安全

に在宅医療、在宅介護を受けていただけるよう何と

か頑張っていきたいと思います。

2022 年の干支は壬寅（みずのえ・とら）です。「陽

気を孕み、春の胎動を助く」、冬が厳しいほど春の

芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれる年になる

と言われています。

　アメリカのファイザー社やモデルナ社などが新型

コロナウイルスに対するワクチン開発に成功し、日

本でも 2021 年秋頃より一旦収束しかけたのですが、

南アフリカからの新たな変異株、「オミクロン株」

がデルタ株に代わってその感染症の主流になりつつ

あります。まだまだ長く厳しい冬は続きますが、厳

しければ厳しいほど明るく華々しい春が待っている

はずです。

　有田市医師会在宅医療サポートセンターは、本年

が希望の年となることを切に願い、また、地道に賢

明に努力もし、地域の皆様ができるだけ安心安全に

在宅医療、在宅介護を受けていただけるよう頑張っ

ていきたいと思います。

　皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。

副センター長

中元 耕一郎

有田市医師会在宅医療サポートセンター

令和 4 年
新年号

Vol.7

～ 在宅医療・介護が円滑に進むための情報提供や支援を行なっています ～

・退院から在宅医療に切り替えたい。訪問診療をしてくれる医師を探してほしい
・訪問歯科診療ができるクリニックを教えてほしい
・皮膚科で訪問診療できるクリニックを教えてほしい
・胃ろうを造設された方を受け入れてくれる施設はどこですか　等々

こうした相談が寄せられています

患者様、ご家族様、在宅医療介護に関わる多職種の方のお力
になれればと活動しております。お気軽にご相談ください。

有田市認知症フォーラム 2021
日時 ： 3 月 12 日（土）16 時～
場所 ： 橘家２F
対象 ： 医師　　

研修の予定

講師に和歌山医科大学附属病院 
脳神経内科 助教 中山 宜昭 先生を
お迎えし、ご講演いただきます。



訪問歯科診療編 有田歯科医師会有田支部長先生へのＱ＆Ａ在宅医療
住み慣れた場所
でいつまでも

訪問歯科診療とは
歯科医師や歯科衛生士が、通院できない方のご自宅
や病院・施設を訪問して入れ歯の調整・虫歯の治療・
口腔ケアなどをおこないます。

○デイケア・デイサービス等の通所施設は、寝泊まり療養をなさってい
　る場所ではないためおこなえません。また、病院や入所施設へ行く場
　合は事前に許可を取る必要があります。
○訪問診療は国の規定で医院から半径 16km 以内と定められています。
　範囲を超えると保険が使えず、患者さんの自己負担となります。
　（ただし、近隣に医療機関がない・専門治療ができないなど例外的に
　認められるケースもあります）

たとえば、こんな時

入れ歯が壊れた
入れ歯が合わなく
なった

歯や歯茎が痛くて
食べられない

歯医者に行けないの
でお口の中が心配

※ 歯科医院によって歯科診療内容が異なります。まずはかかりつけの歯科医院にご相談ください。

肺炎予防は口腔ケアから

誤 嚥 性 肺 炎 が
高齢者に多いのは

・脳梗塞・脳出血のために、嚥下反射が低下
・認知症による嚥下機能の低下
・加齢や栄養不足による免疫力の低下

高齢者の肺炎の原因で大きな問題になっているのが誤嚥（ごえん）です。
嚥下〈飲み込む〉機能が弱くなると飲食時にむせやすいだけでなく、安静時や睡眠中に唾液がわ
ずかずつ気管に入ってしまうことがあります。唾液に混じった細菌が感染して肺炎をおこす「誤
嚥性肺炎」を防ぐには、定期的な歯科医師や歯科衛生士による口腔ケアを受けることが大切です。

Ｑ 訪問歯科診療の対象となるのは
　どういった方々ですか？

身体にご不自由があり、通院困難な方です。　
（病名や年齢に制限はありません）

Ｑ 歯科診療はどこまでできますか？

各診療所で異なりますので、まずは、かかり
つけ医か訪問歯科診察を実施している歯科医
院に直接お困りの症状をお伝え下さい。

Ｑ 費用は通院と比べると、
　どれくらい差がありますか？

治療内容にもよりますが、一般的には
外来診療に比べおおむね２～３割高く
なります。

Ｑ 受診にあたり必要なものはありますか？

健康保険証、お持ちであれば、おくすり手
帳、介護保険証などです。
可能なら主治医の先生に病名、現在の全身
状態を書面で頂ければありがたいです。

Ｑ 最後に読者の方へのメッセージをお願いします

患者さんもご家族の方も、お口の悩みの解決
を諦めないでください。お口の健康は身体の
健康にも繋がります。歯科医院にお気軽にお
問い合わせください。

訪問歯科診療を実施している歯科医院一覧
令 和 3 年 12 月 10 日 現 在

歯科医院名 住所 電話番号 訪問先 訪問可能な地域
大浦歯科医院 有田市箕島 57-4 83-4368 施設 有田市
大谷歯科医院 有田市宮原町新町 5 88-7064 自宅・病院・施設 有田市・有田郡
大中歯科医院 有田市初島町里 2107-1 83-2553 自宅・病院・施設 有田市・有田郡
川島歯科クリニック 有田市辻堂 800-2 85-2717 自宅・病院・施設 16km 以内
九鬼歯科医院 有田市宮原町新町 98-2 88-6965 自宅・病院・施設 有田市
西島歯科医院 有田市初島町浜 1047-2 83-4618 自宅・病院 有田市
ウエダ歯科 有田川町徳田 563-6 52-6995 病院・施設 16km 以内
ささの歯科クリニック 有田川町下津野 1106-3 53-1182 自宅・病院・施設 有田市～有田川町
中西歯科医院 有田川町徳田 196 52-3230 自宅・病院・施設 有田川町
湯田歯科医院 有田川町天満 28-19 52-4182 自宅・病院 有田市・有田郡
大橋歯科・矯正歯科 湯浅町湯浅 1267 63-6480 自宅・病院・施設 16km 以内
さかい歯科 湯浅町湯浅 962 64-1714 自宅・病院・施設 湯浅町
ながたに歯科 湯浅町湯浅 1456-8 63-4182 自宅・病院・施設 16km 以内
下出歯科診療所 広川町広 292-1 63-6482 自宅・病院・施設 16km 以内

まずは、かかりつけ医にご相談ください

○ 医院によって曜日・時間・対応可能な内容が異なります。
○ 一覧に載っていない医院でも来院歴がある患者さんのみ訪問歯科診療を行なっている医院があります。
○ 一覧に載っていない医院でもスタッフの状況によって訪問歯科診療を行なっている医院があります。

有田市医師会在宅医療サポートセンターのホームページから、各歯科医院の訪問診療内容をご覧いただけます
【　ホームページ　⇒　連携機関　⇒　歯科医師会をクリック　⇒　調べたい歯科医院名をクリック　】
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