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平成28年度第２回神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進協議会・歯の健康づくり推進委員会議事録 

 

開催日：平成29年３月27日（月）１９時～２１時 

会場：神奈川県歯科保健総合センター５０１会議室 

 

○中澤部長あいさつ 

日頃から、本県の歯科保健医療行政の推進にご尽力・ご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。 

年頭の記者会見におきまして、知事から2017年のテーマとして、「共生でスマイル」「未病改善でスマ

イル」「マグネット力でスマイル」の３つの柱からなる「スマイルかながわ」が示されたところです。

これは、2017年は、県民みんなが笑顔で暮らせるような、明るい超高齢社会をめざそうというもので

ありますが、とりわけ２つ目の柱「未病改善でスマイル」では、人生100歳時代を健康で、生きがい

あふれる健康長寿社会をめざすこととしております。 

健康長寿社会を目指す上で、歯と口腔の健康が重要であることは言うまでもありません。 

特に今年度は、高齢者の加齢に伴う機能低下（フレイル）の初期の兆候として、歯と口腔の機能低下

（オーラルフレイル）という新しい概念が広まりをみせた年度でもあります。本県でも、オーラルフ

レイルを早期に発見し、「未病の改善」につなげるべく、高齢者を対象としたオーラルフレイルの実態

調査研究事業を全国に先駆けて実施いたしました。 

さて、本県の歯科条例が制定されて６年目を迎え、現在、条例の見直しを行っているところでござ

います。さらに来年度は、条例に基づき25年度に策定した「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計

画」の中間評価の年となります。本日の会議では、条例の見直し及び計画の中間評価の方向性につい

て、ご検討をお願いしたいと考えております。 

また、今年度は、来年度の計画の中間評価に向けて、県民の歯及び口腔の健康状態を把握すべく、

乳幼児から成人を対象とした「県民歯科保健実態調査」の実施には、市町村、幼稚園、小・中・高等

学校、歯科医師会等、多くの方々に多大なるご協力をいただきましたことに、改めて感謝申し上げま

す。 

去る７月26日、県立の障害者支援施設である「津久井やまゆり園」において、大変痛ましい事件が

発生しました。本県では、このような事件が二度と繰り返されないように、断固とした決意を持って、

ともに生きる社会を実現する、そうしたメッセージを示すため、神奈川県議会の同意を得て「ともに

生きる社会かながわ憲章」を策定いたしました。この考えを県民の皆さんと共有し、県民総ぐるみで、

実現に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ぜひご覧いただきますようお願いいたします。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進協議会＞ 

議題1：神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例の見直しについて 

 

○事務局 

それでは議題１の神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例の見直しについて説明をさせていただ

きます。今年度第１回の協議会においても説明をいたしましたが、見直しの検討について、その概要

を再度説明いたします。平成23年７月から施行しました条例につきましてはその附則において、施行
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日から起算して５年を経過するごとに条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとすると定められています。条例の施行から５年を経過したことに伴いまして平

成28年度、今年度に条例の見直し検討を行うこととし、またその見直し結果を平成29年６月に県議

会で報告する予定になっております。 

条例の見直しの検討について、まず見直し検討の視点は、必要性・有効性・効率性・基本方針適合

性、適法性の５つの視点に基づいて行うこととしております。見直し検討の進め方は、検討項目と見

直し検討の論点を整理した上で見直し検討の議論を行うとなっております。検討にあたって実施する

調査等としまして今年度、県民歯科保健実態調査を6月から10月にかけて行ってまいりました。そし

て皆さまにも意見照会をさせていただいた通り、関係機関及び関係団体からの意見等の把握を行いま

した。見直し検討の体制については、調査結果の取りまとめや関係団体からの意見聴取を行った後、

本日、有識者や関係団体等からなるこの協議会で条例改正の必要性について検討を行うとしています。

新たな個別具体的な課題については条例改正を行う必要があるのか、計画の改正で対応するのかなど

関係団体などとの十分な調整を行っていくこととしております。 

見直しにあたり今年度、実施いたしました関係団体等への意見照会の結果について説明をさせてい

ただきます。関係団体等に対し文書で意見照会を行わせていただきました。その意見等を把握し、条

例の見直しをする際の資料といたしました。実施期間については昨年の９月中旬から10月を締め切り

としまして、この協議会の皆さまの所属団体と所属機関を中心に照会をさせていただいたところです。

照会先は37の団体と関係機関です。関係団体の代表者、県内歯科大学長、保健所設置市の歯科保健主

管課長、そしてこの協議会の公募委員及び大学教授、保健福祉事務所長、センター所長、県庁内の関

係課の課長に照会をいたしました。照会内容につきましては、条例の見直しにかかる意見、条例の内

容や施行方法など条例に対する自由意見を照会いたしました。把握した意見等の取り扱いですが、健

康増進課で取りまとめの上、局内での見直し検討を行う際の資料として活用するとともに本日の協議

会の資料として使用することといたしました。 

把握した条例の見直しにかかる意見ですが、37の団体機関、関係機関等からこの条例について見直

しについては改定の必要性はなしというご意見をいただきました。主な意見については、条例施行後

の歯科保健政策については着実に成果を挙げつつ進行している段階であり、現時点においては特に見

直しの必要はないと考える、条例の改正の必要はない等の意見をいただきました。また、条例の内容、

計画等への自由意見につきましては、職域での歯科検診が進まないのは法令対象ではないため情報が

不足しているからではないのか、県が掲げる健康施策の中にもっと歯科対策を入れることが必要なの

ではないか、地域で歯科保健に従事している者へこの条例の施行がされていることについてもっと周

知が必要なのではないか、第10条５項に「障害者」という表記があるが、この表記についての神奈川

県の考え方を知りたい、条例第11条に定められている歯及び口腔の健康づくり推進計画の見直しが行

われる場合には多職種連携や口腔ならびに嚥下機能の維持・向上、あるいは他都市の施策のように法

律に明記されていない施策についても配慮いただきたいというような意見をいただきました。４つ目

の障害者の表記については、現行のものにつきましては漢字の障害者という表記を使うとこととする

と県では統一されておりますので、本条例ついても障害者の表記はこのままでといたします。ここま

でが把握した意見についての取りまとめの結果です。 

関係団体及び関係機関からいただいた意見では、条例の改正の必要はなしということで取りまとめ

させていただきましたが、条例制定前後に歯科関係法令や計画が国や県で制定または策定され、整備
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されてきた状況がありますので、それらに書かれている文言等で現行条例において該当する項目の有

無を事務局で整理いたしました。 

まず、条例施行年と同じ平成23年には、「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制定されています。

そこでは条例に記載がないこととして、定期的な歯科検診や歯科保健指導を受けることが国民の責務

という条文があります。そして平成24年には国のほうで「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」、

国の歯科保健計画が策定されました。この計画には４つの柱があり、１番目の口腔の健康の保持・増

進に関する健康格差の縮小がございます。「健康格差の縮小」という言葉は本県の条例には記載はあり

ませんが、第1条の「県民の生涯にわたる健康の保持・増進」という言葉に置き換えられると整理し

ています。２番目の歯科疾患の予防、３番目の生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上、４番

目の定期的な歯科検診または歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の推進という部

分につきましては本県の条例にも該当する部分がございます。 

平成25年には国において「健康日本21（第二次）」が策定されました。こちらでも基本的な方向が

５つ示されていまして、特に歯科に関係し、条例に示されていない言葉としましては、健康格差の縮

小がございました。これにつきましては先ほどお話ししましたように第１条の県民の生涯にわたる健

康の保持・増進に置き換えられると整理しております。社会生活を営むために必要な機能の維持及び

向上等は、同じく第１条の歯及び口腔の健康づくりが生活習慣病の予防、その他の全身の健康の保持・

増進に重要な役割を果たすことに該当すると整理しております。同じく平成25年には条例に基づきま

して本県でも神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画を策定いたしました。この計画には５つの方

向性がありますが、計画の中にも健康寿命の延伸という言葉がない状況ではありますので、健康寿命

の延伸については、次の計画の改定のときに載せる必要があるかと考えております。 

また、関連事項については、8020財団が発表している平成26年３月末現在では43道府県で条例が

制定されており、神奈川県は全国で16番目に制定されています。近県で条例を策定し、そして改定し

ている状況につきましては、新潟県が平成20年に制定し24年に一部改定、千葉県も22年に制定し、

平成27年に一部改定となっております。神奈川県内の条例施行状況ですが、大和市、寒川町、茅ヶ崎

市、藤沢市の４市町で条例が施行されています。県民の言葉の認知度では、「健康日本 21」という言

葉を知っている者が平成23年には6.7パーセントだったのが28年には8.8パーセント、8020運動は

23年に39パーセントだったのが平成28年には41.1パーセントということでやや上昇しています。 

条例には第 10条に基本施策がございまして、具体的な施策が記載されています。こちら施策が 9

項まであり、その一つ一つの施策に対して、条例制定前後に各基本施策に関する社会的背景や課題が

どのようにあったのか、それに関する県や市町村が行っている関連事業がどのようであるのか、現在

の状況についてまとめました。現行条例の基本的施策において、例えば３番目の8020運動については、

「その他年齢に応じた歯及び口腔の健康づくりに関する取り組みを推進すること」とあります。現在、

神奈川県は未病の改善の取り組みに取り組んでいる中で、かかりつけ歯科医の推進、オーラルフレイ

ル対策の推進などもこの8020運動の推進に組み込まれていると考えています。このように見ていきま

すと、殆どの社会的背景や課題が現行条例で網羅されていると思われ、また、必要な関連事業につい

ては十分に行われているという整理をいたしております。 

具体的な施策に盛り込まれていない課題がある場合には、９項の「その他、歯及び口腔の健康づく

りに関し必要な施策を推進すること」で読み込み、推進することができています。近年の社会的背景

と課題として、大規模災害の発生と対策などは、９項に含まれるものと考えています。 
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条例の見直し検討のスケジュールについては、平成28年度に見直しを行っている中で、本日の第２

回の神奈川県歯及び口腔の推進協議会では条例改正の必要性を協議し、その結果を整理しまして、平

成29年度には見直し報告の公表をしたいと考えております。以上です。 

 

○石井会長 

ありがとうございました。この歯及び口腔の健康づくり推進条例の見直しについて、委員の皆さま

のご意見も含めて事務局から説明がございました。 

 

○事務局 

少々補足をさせていただきます。条例の見直しにつきまして説明をさせていただきましたが、今回

の見直しについての取りまとめ作業につきましては、まず皆さまからのご意見を賜り、その中では条

例の見直しは必要ないのではないかというご意見をいただいたところでございます。条例のそれぞれ

の条文ですが、例えば第１条、第２条は条例の目的と定義でございますけども、条例制定前後におけ

る法整備等の部分で新しく示された文言等を現行の条例と照らし合わせて、どの立ち位置にあるのか

ということを整理しました。さらに、条例の第10条は基本的な施策ですが、これは具体的な施策とい

うことで社会環境の変化に基づくさまざまな施策の取組みを整理いたしました。まずその条例の目的

と定義につきましては平成23年度に規定をいただいた内容に、現状における例えば法制度や計画に載

っている新しい文言に関しても、読み込めると考えています。それから基本施策につきましても例え

ばオーラルフレイルですとか災害医療だとか、そういう新たな課題等が出てきてはいますが、その課

題についても基本施策の文言の中で全て読み込めると私どもは整理している次第です。そういう意味

で事務局からの考え方といたしましては、今回の条例の見直し作業におきましては、現在のところ、

現状の条例の中で新たな施策は読み込めるので特段の見直しの必要はないのではないかと私どもは考

えているところです。 

 

○石井会長 

ただいまの事務局からの現行条例と条例制定前後における社会的背景や課題についての関係を説明

いただきました。委員のほうからご意見はございますか。よろしいでしょうか。それでは本協議会に

おける条例の見直しについては改定の必要性は現段階ではないという意見で、６月の県議会で本協議

会の意見も踏まえて報告をお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

それでは２番目の議題、神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画の中間評価についてを事務局から

説明をお願いします。 

 

議題２：神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画の中間評価について 

 

○事務局 

続きまして議題の２、推進計画の中間評価について説明をさせていただきます。こちらも条例の見

直しと同様に第１回の協議会で説明させていただいた部分もございます。本計画は、先ほどご説明し

ました推進条例の第11条において規定されています計画です。計画の期間は平成25年度から34年度

までの10年間としておりまして、平成29年度、来年度ですが中間評価を行うこととなっています。
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計画の中間評価の視点としましては基本的な視点として１つ目は計画に掲載している数値による評価、

各ライフステージ等に応じた目標達成度を評価してまいります。今年度、それから過去５年間に行っ

てまいりました各調査の結果を基に、推進計画に載っております目標値及び現状値の一覧において平

成28年度時点での現状値を更新いたしました。乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期、障害児・者及び

要介護者、それぞれのライフステージ等における目標値が計画には定められていまして、策定時の平

成22年度を中心としたデータ、そして現状値は平成25年度以降最新のデータ、そして平成34年度の

目標値が掲載されています。こちらを用いて中間評価を行っていくこととしております。また、新た

なベースライン値による評価というものがございます。こちらは策定時にデータが得られなかった数

値目標について新たに得ることができたベースライン値で評価するとなっておりまして、学齢期の中

学生・高校生における歯肉に異常所見がない者の割合の増加という目標がありますが、策定時にはこ

のデータが県にはございませんでした。こちら調査いたしまして現状値、平成26年のものですが、80

パーセントという現状値が得られましたので平成34年度には増加ではなく、これをどのようにするの

かというところが中間評価の基本的な視点になってくると思います。中間評価の進め方ですが、目標

値の達成度と計画の取り組み状況を整理した上で中間評価を行ってまいります。検討にあたって実施

する調査というのは今年度行いました県民歯科保健実態調査、国が行いました歯科疾患実態調査、神

奈川県で行いました口腔ケアによる健康寿命延伸事業にかかる調査等の調査データを用いまして中間

評価を行ってまいります。中間評価の体制については中間評価を行うため、神奈川県歯及び口腔の健

康づくり推進協議会内に計画評価部会を設置いたします。開催予定としましては第１回を平成29年５

月、第２回目としまして７月に開催を予定しております。中間評価は平成28年度に実施している調査

結果及び部会委員の意見等を基に進めていく予定です。中間評価の結果につきましては平成29年８月

に開催予定の神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進協議会、こちらの協議会で報告を行いまして同結

果を踏まえまして計画の見直し、及び改定の必要性について協議を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

今年度実施の調査について説明させていただきます。１つ目が第11回歯科疾患実態調査、こちらは

保健所設置市及び茅ヶ崎市の県内10地区で行いました。２つ目の第２回県民歯科保健実態調査につき

ましては、幼児・児童・生徒対象の調査では調査人数が3万1,166人でした。成人対象の調査では、

調査人数が4,475人でした。これらデータについて現在、精査中です。３番目の口腔ケアによる健康

寿命延伸事業では、高齢者のオーラルフレイルの状況を調査するため、3,000名を対象に調査を行っ

てまいりました。実績としては約3,250人のデータが集まり、現在、集計中です。これらの調査結果

を用いて計画の中間評価を行ってまいります。 

また、本協議会は２年が任期となっており、平成27年と28年度の２年間皆さまに委員を務めてき

ていただきました。来年度からの２年間、29年度と 30年度はまた新たに委員を決定させていただき

ます。その内訳としましては、学識経験者から神奈川県公立小学校校長会等、現在と構成は変えない

予定でおります。そして市町村からの委員につきましては、保健所設置市は５市で持ち回りとさせて

いただいています。今期は川崎市、相模原市、横須賀市でお願いをさせていただきましたが、来年度

からは川崎市が抜け、相模原市、横須賀市、そして藤沢市ということでお願いしたいと考えています。

されに来年度からはこの持ち回りの順番に新たに保健所設置市になります茅ヶ崎市が加わることにな

ります。さらに県域市代表、県域町村代表を加え、委員数としましては19名で設置させていただきた

いと思っています。事務局につきましても、近年、歯科保健の事業のほうも広く行われており、関係
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課も広がってまいりました。新たにがん・疾病対策課に事務局に入るということで本日も出席してい

ます。早速、来年度４月になりましたら、皆さまの関係団体、機関に、新たな委員の推薦について依

頼をさせていただきたいと思います。また、その中から計画評価部会の委員の方を選出させていただ

きまして、委員の決定につきましては、本協議会の新たに委員になった皆さまによる書面決議をいた

だきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。計画の中間評価については以上です。 

 

○石井会長 

中間評価についての現時点の状況と、現在の委員の皆さま方が次年度も委員になったときにはよろ

しくということも含めて次年度に向けての説明でございました。何か質問、ご意見はございますか。 

 

○鴨志田委員 

本協議会内に、多職種連携推進部会を設置していたと思いますが、中間評価においては多職種連携

についてはどのように認識すればよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

中間評価の具体的な評価指標には多職種連携事業については含まれていないのですが、昨年度、今

年度と海老名市のほうで糖尿病と歯周病にかかる医歯薬連携をモデル事業として進めてまいりました。

モデル事業の期間がちょうど今月３月まででしたので、４月になりましたら、その結果を海老名市の

三師会、医師会、薬剤師会、歯科医師会に照会させていただいて、結果をまとめて部会でその評価を

行っていきたいと考えています。数値目標としては、直接、計画の中間評価には関わってはこないと

は思いますが、いずれの取り組みにつきましても中間評価において必要な部分は計画評価部会に報告

いたしますので、ご議論いただければと思っています。その上で、新たな視点が必要であれば計画の

ほうに盛り込む必要が出てくるのではないかと考えております。 

 

○鴨志田委員 

中間評価の中に数字としては出てこないとのことですが、多職種連携事業について、まず取っ掛か

りとして、歯周病と糖尿病で実施しましょうということだったと思いますが、多職種連携自体のテー

マについては中間評価なり、その次の展開については、次の本協議会、８月に話し合うのでしょうか。 

 

○事務局 

まず多職種連携につきましては、これまで行ってきた糖尿病と歯周病についても、本当にここでモ

デル事業として終了してよいものかどうかというところも踏まえて来年度になりましてから、多職種

連携部会のほうで議論し、そして協議会でお話をさせていただきたいと思っています。 

 

○鴨志田委員 

分かりました。 

 

○事務局 

多職種連携の取組みについては、今、糖尿病対策を中心に行っておりますが、その取組み状況や成
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果について、計画の中間評価でどういうかたちで反映するかということにつきましては、当然のこと

ながら、この歯科対策の部分、条例の見直し部分、基本施策の中にも多職種連携の推進に取り組んで

いる中で、当然、計画の中にも含まれているわけです。その中で多職種連携部会等にて議論いただい

た内容について反映できるものについてはこの計画の見直しの中に当然盛り込まれてくるものと認識

しています。 

 

○吉田委員 

中間報告はあるでしょうけども、多職種連携推進事業は順調に進んでいますか。 

 

○事務局 

海老名市におけるモデル事業、ご協力をいただいている数人の先生にお聞きしたところでは、昨年

度よりもリーフレットの配布は進んでいるというお話をいただきました。でも実際のところ、来年度、

４月になりましてから結果について照会をしないとちょっと、本当のところは分からない状況です。

吉田委員におかれましては来年度につきましてもぜひこの事業の評価に加わっていただき、ご意見を

いただければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○荒川副会長 

学齢期の調査における神奈川県定期歯科健診結果に関する調査というのは、どういうものなのでし

ょうか。 

 

○事務局 

この調査は公立中学校と県立高校の養護教諭部会にお願いをしまして、県の保健体育課を介して県

内の各市町村教育委員会から調査票を各学校に送らせていただいている調査です。中には、教育委員

会が結果をまとめて回答を下さる市町村もございますが、基本的には、検診結果が各学校からファッ

クスで健康増進課に送付され、それをまとめている状況です。 

 

○荒川副会長 

通常の学校歯科健康診断の結果から、回答を得ているということでしょうか。また、県内全ての中

学校、高校が対象なのでしょうか。 

 

○事務局 

はい。通常の学校歯科健康診断の結果から必要なデータをいただいています。対象については、公

立中学校の全てと、県立高校の全てです。ただし回収率100パーセントではございません。 

 

○石井会長 

計画の 48ページに先ほど議論があった多職種連携については人材の育成について記載がされてい

ますので、この中で読み込めています。ですから、議論にあったような趣旨の網はほぼ掛けられてい

ると思います。この中で、医師、薬剤師、保健師、看護師等が歯科保健についての理解を深めていく

よう働きかけていくことになっていくと思います。その具体的なものとしてデータが示されれば、そ
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の辺りについて整理していただければと思います。 

それでは中間評価部会につきましては次期協議会委員が決定しましたら、その中から書面にて議事

を行うということでよろしくお願いいたします。 

次は報告事項になりますが、「平成28年度神奈川県歯科保健医療事業実施報告について」です。 

 

報告事項１：平成28年度神奈川県歯科保健医療事業実施報告について 

 

○事務局 

それでは報告事項１、まず平成28年度神奈川歯科保健医療事業実施報告をさせていただきます。 

今年度、新たに行われた事業ですが、まず、口腔ケアによる健康寿命延伸事業があります。こちら

は神奈川県歯科医師会に委託をして実施をしてまいりました。内容としましては、今年度はオーラル

フレイルの実態調査ということで、県内の高齢者3,000人を対象に行った事業です。詳しくは平成29

年度のオーラルフレイルにかかる事業であらためて説明をさせていただきます。次に、先ほどご質問

にもありました歯科保健多職種連携推進事業は、平成28年度、海老名市におきまして医科、歯科、薬

科の三師会にご協力をいただきまして糖尿病と歯周病の予防と改善に関する医歯薬連携の普及啓発事

業を行っております。 

次に、健康寿命延伸のための口腔保健人材育成事業、こちらも神奈川県歯科医師会に委託をして行

いました。こちらにつきましては後ほど、歯の健康づくり推進委員会のほうで説明をさせていただき

ます。県民歯科保健実態調査については先ほど説明をさせていただきました。歯科疾患実態調査につ

きましては、国の調査事業として保健所設置市５市と茅ヶ崎市で行わせていただきました。他に平成

28年度の新規事業としましては高齢福祉課のほうで歯科医師向け認知症対応力向上研修事業を実施

しました。 

次に、本協議会に部会を設置させていただき、平成 27年度、28年度と神奈川県の独自事業として

２年間事業を行ってきた地域口腔ケア連携推進事業について、事業期間が終了したので、報告をさせ

ていただきます。現在、事業実績についてほぼまとめを終えたところです。事業の背景、目的から説

明をさせていただきます。この事業の背景には、有病者の口腔ケアの実施については患者さんの意識

レベルの低下や口腔内の出血や乾燥、誤嚥の恐れなどから難しいという声が多く聞かれたこと、その

一方で口腔ケアを実施することは口腔疾患の予防のみならず誤嚥性肺炎等の予防等の効果があること

も報告されていることから、患者さんのQOLの向上につながることが期待されるということがありま

した。そこで神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画における人材育成及び歯科保健医療提供体制

の充実を図る中で、病院を起点とした地域における口腔ケア連携を推進するため、病院の看護師等が

行う日常の口腔ケアに関する知識及び技術に関する支援を行うこととし、２年間、事業を実施してま

いりました。実施主体としましては神奈川県健康増進課と県の保健福祉事務所及びセンター９所。協

力機関は平成 26年度に健康増進課が実施した調査を基に保健福祉事務所及びセンターが支援先病院

を各１院選定し、その病院に依頼、さらに支援先病院の所在地を担当する地域歯科医師会等のご協力

を得て、この事業を実施をしてまいりました。 

事業実施準備としまして健康増進課は、神奈川県歯科医師会への協力依頼や保健福祉事務所及びセ

ンターの職員を対象とした研修の開催、本協議会の中に地域口腔ケア連携推進部会を設置させていた

だきました。事業内容としましては、人材育成としまして院内研修（座学研修）の実施、そしてベッ
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ドサイドにおける口腔ケアの助言・指導の実施をしました。この座学研修とベッドサイドにおける研

修の２本立ての内容を中心として、病院への支援を平成27年度の夏頃から平成28年度の秋まで、丸々

１年を通して、毎月病院に行き指導を行い、その成果の確認等を行ってまいりました。この事業につ

きましては、ただ人材育成を行うということだけではなく、患者さんが在院中、そして退院後も地域

の歯科医師会のほうから訪問診療を受ける、かかりつけ歯科医師を持つ等のことができるように、病

院と地域歯科医師会の連携体制を作るという目的も掲げ、立ち上げた事業であることから、保健福祉

事務所及びセンターは、地域における口腔ケア連携体制の整備という部分について、病院と地域歯科

医師会とを結ぶ役割を担うべく動いてまいりました。 

事業実施結果については、院内研修とベッドサイド研修の実施回数について、概要に示した通りで

す。事業評価についても看護師長さんによる評価、研修に参加した看護職等による評価等を、アンケ

ート等で回答をいただきまとめました。支援先病院の看護師等の事業開始前後の比較では、意欲、知

識、技術のうち、統計学的には知識と技術については事業の前と後とでは有意に向上したという評価

をいただいています。このような結果を基に現在、病院の中で使うことができる口腔ケアに関するハ

ンドブックを作成し、病院で活用いただく予定です。また、地域歯科医師会の連絡先が分かるような

ものも各地域の病院に配布できるよう、準備を進めています。これから先は、健康増進課の事業とし

ては終了とはなりますが、各保健福祉事務所及びセンター、そして地域歯科医師会、地域の病院が連

携して独自の取り組みが進んでいくようにしたいと考えています。 

 

○吉田委員 

例えば患者さんが病院から退院なさる際、地域の歯科医師会を通じて歯医者さんを紹介するのは良

いのですが、その患者さんが、入院していた病院がある地域にお住まいでないときはどうしたらよい

のでしょうか。 

 

○事務局 

医療課の事業として、在宅歯科医療中央連携室及び地域連携室整備事業で、各地域の歯科医師会に

おいて、患者さんを訪問してくださる先生方をご紹介する事業を実施していますので、連携室につな

げていただければ身近なところで安心して訪問歯科医療を受けられるような体制を整えているところ

でございます。 

 

○鴨志田委員 

地域口腔ケア連携推進事業、これは大変よい事業だと思っていまして、大変期待していました。1

つはご存じのとおり入院患者さんが口腔ケアをすると入院の日数が減ること、それから手術の後の合

併症も減るというデータが数多く出ているように私は認識しているので、これは大変よい事業で、重

要な事業であると思っていました。さらに、保健福祉事務所の歯科医師と歯科衛生士が地域の病院で

対人サービスに近い事業をするということも珍しく、大変ご苦労はあったと思いますが、ありがたく

思っていました。２年間実施いただいたわけですが、病院は、保健福祉事務所あるいはセンターにつ

いて１病院だけではなく、他にもたくさんありますし、この事業はもっと継続発展させ、できれば地

域歯科医師会にバトンタッチしていただけるところまで、病院での入院者に対する口腔ケアを拡大・

発展していただけるととてもありがたいと私は思っていましたので、２年で終了というのが残念なの
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ですがいかがでしょうか。 

 

○事務局 

県のモデル事業としては２年で終了としましたが、院内研修やベッドサイドで行う研修、それから

地域連携室を活用した歯科医師会の紹介等のスキーム、形は、この先も実際に動かしていくことがで

きるものだと思っています。私たち、県の歯科職としては、地域の病院と歯科医師会の橋渡しをする

役を担っていければと思っています。病院における支援の方法が確立したというところで県の歯科職

としては、一旦、目標に達せたのではないかと考えています。これから先は、その方法を地域歯科医

師会等で活用していただければと思っています。また、要望がございましたら保健福祉事務所、セン

ターの歯科医師、歯科衛生士は、必要に応じて対応する準備はできている状態です。 

 

○鶴本委員 

私は小田原市と秦野市の、こういった推進委員会に出席しておりまして、鴨志田委員がおっしゃっ

たように、やはりこの事業は、とても評判がよく、大変ためになったという意見があり、やはり継続

性がとても望まれていました。多分、他の地域も同じだと思います。ただ、県行政と保健福祉事務所

の後押しがあるということが、事業がスムーズに進んでいる理由ということも意見が出ていましたし、

私は小田原と秦野しか知りませんが、やはり予算的な措置がなかなか難しく、予算が切れてしまうと、

この事業を、地域でこれを継続していくというのは、非常に要望があるが、困難という意見が出てい

ましたので、ぜひその辺は前向きに検討していただくべき非常に重要な事業なのではないかと思いま

す。 

 

○吉田委員 

病院としても口腔ケアについて希望する病院は多いと思いますので、期待もされているとは思うの

ですが、こういった事業があるとなれば、私の病院にも来て欲しいという要望が多くなり、大きい病

院からも要望が来ると、保健福祉事務所のマンパワー、限られた県の歯科職の皆さんが大変だと思い

ます。本当は、事業を広げるのは良いのですが、行政は大変と感じましたが、いかがでしょうか。 

 

○北原足柄上センター所長 

現場の保健福祉事務所として少しお話をしたいと思います。当然この２年間、事業を行ってきまし

たが、保健福祉事務所及びセンターのスタッフが、歯科医師、歯科衛生士一人ずつしかいない、しか

も全員常勤ではない、特に歯科医師は常勤が必ずしもいるわけではないという中で、非常勤職員も含

めてこの事業に各保健福祉事務所、あるいはセンター単位で対応してもらいました。どちらかという

と、看護職にある程度の歯科に関することを教えるといっても、逆に私どもは全然病院のことを知り

ませんでした。看護職がその中でどんなふうに患者さんのケアを実施し、しかも口腔のケアを組み立

てているかということも、実際に私どもは病院へ行ってみてから状況を把握しつつ、やっと教えてい

たというのが現状です。そのことを地域歯科医師会の歯科医師や地域の歯科衛生士さんと一緒に取り

組みながら、この２年間を過ごしてきました。 

今後のこと考えますと、この事業をこのまま継続し、しかも各地区で多数の病院がある中で広げて

いくことは難しい状況です。全ての病院が手を挙げるかというと必ずしもそうではありませんが、も
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ともと歯科職がいる病院には、その歯科職を活用して欲しいというお話しはしているのですが、やは

りそうでももう少し歯科が対応できるマンパワーが必要です。しかも開業医の先生方は大変お忙しい

ので、その前の下準備は、やはりその補助職というか歯科衛生士さんたちがある程度行えたらと思い

ます。そういう状況を確保し、連携をどのように作っていくかという中で、ちょうど先ほど保健福祉

部長からお話がありましたように、地域歯科連携室が、各歯科医師会単位で設置されてきています。

その連携室については、特に今、私がいる足柄上郡では連携室が大変よく機能してくださっていまし

て、老健とか特養も含めて病院にも行って、口腔ケア等を出前講座的に実施してくださっています。

連携室のスタッフが今回もこの地域口腔ケア連携推進事業の支援先病院へ行く際、我々と一緒に行っ

ていただいたので非常に良い感じの連携ができそうな、バトンタッチができると思っています。そこ

には入れ代わり立ち代わりですけど多数の歯科衛生士と、地域歯科医師会の先生方、歯科衛生士会の

方々がうまく連携して介入していく形が、足柄上地域ではできてきている感じです。したがって、先

ほど説明があったハンドブックを作り、ある程度お互いに共有していき、この病棟での口腔ケア支援

のノウハウを地域の中に引き継いでいきたいと考えています。各保健福祉事務所及びセンター担当者

も、その方向性は共有しておりますので、そのような形の中で、今いる県の歯科職が本事業にだけ関

わっていくというのは、少々きつくなってきているので、やはりこの辺は、連携室を中心に地域の中

に広げていただくということをちょっと考えていきたいと思っている次第です。 

 

○荒川副会長 

大変素晴らしい事業の結果だと思うのですが、２点ほど少々考えていただきたいのは、評価の方法

が「実施回数が何回であった」ということと、あと「意欲、知識、技術」の個人評価という資質的な

評価にとどまっているので、研修に参加した看護師さんが行動として実際その病院の患者さんに指導

した内容を行っているのかという評価や、やはり、最終的には誤嚥性肺炎がどのぐらい減ったかとい

う成果に関する評価もフォローできたらよいのかと思います。看護職アンケートの統計処理について

ですが、事前・事後で人数が違っているので、恐らく対応のないｔ検定を実施したのだと思うのです

けど、両方とも回答している人だけに絞って対応のあるｔ検定にしたほうがもっと差が出ると思いま

す。 

 

○事務局 

実際に看護職のかたがたがどのようにこの研修を受けて口腔ケアの方法を変えたかについても、他

のアンケートでまとめております。そちらについては今、報告書をまとめていますので、必要に応じ

て公開させていただきたいと思っています。T検定の方法については荒川副会長のおっしゃるとおり

だと思います。ただ、現段階に至っては、事前と事後とで同じ人を把握できないという状況があり、

対応のある検定は難しいというのが実際です。 

誤嚥性肺炎や院内肺炎の発生率とかそういったところにつきましては、口腔ケアの効果としてデー

タを取ってみたいところではありましたが、月に１回の私どもの研修会の実施で本当にそれが誤嚥性

肺炎等の予防に反映できていることなのかは、非常に評価しにくいところだと思いました。実際に。

発熱の状況等、データを取らせていただいた病院もあったのですが、なかなかそこら辺が見えてきま

せんでした。本格的な介入調査として歯科職が毎日その患者さん、その病棟全部の口腔ケアを実施、

または実際に毎日指導したなどであれば、その評価はできるのかと思いますが、やはり月に１回とい
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うところで、そこに因果関係があるのかは難しいと思いました。昨年度この事業を実施する前に開催

した、第１回目の部会の中で、評価指標を何にするかを実際話し合いました。そのときに誤嚥性肺炎

の減少等そういったところを目指していきたいという私たちの希望はありましたが、その辺を長年、

国立病院機構で実際に研究されてきた部会委員がいらして、そこを評価指標とするのは、程度は様々

であっても口腔ケアが実施されている現在の病院においては難しいというご意見があり、看護師さん

の口腔ケアに関する意識や技術が上がるという意識の変化を目標にしたほうがよいという意見があり、

その辺りを中心にしたアンケート調査にした経緯がございます。本来であれば、本当にその病院の患

者さんが、どのようになったかというデータが得られれば、一番望ましいことではあると思います。

ご意見ありがとうございました。 

 

○石井会長 

私から背景等をお話しししますが、この行政事業上のキャンペーンとして実施している事業の評価と、

自主的に誤嚥性肺炎を減らすという院内での対応は異なります。入院患者に歯科医師・歯科衛生士が

係わる場合は、歯科疾患の診断がなされ、医療行為としては、明確に歯科疾患名が付き、それによっ

て歯周病関係の治療が行われます。月１回の講習を受けてそれが看護業務に反映されるものと実際に

患者さんに歯科的治療を行うこととは、それはとても大きな差があり、実際に歯科的な介入は嫌われ

ます。これは診療報酬上認められている行為なので場面が違いますし、実際に病院として歯科医療行

為を病院が実施してやって退院を早くするという場合は医療行為の中に入るので、そこの区分けはす

る必要があります。 

それでは他になければ、報告の２になります。「平成29年度神奈川県歯科保健医療事業計画につい

て」、ご説明をお願いします。 

 

報告２：平成29年度神奈川県歯科保健医療事業計画について 

 

○事務局 

平成29年度の神奈川県における歯科保健医療事業の概要について説明をさせていただきます。来年

度新規事業ですが、災害時口腔保健活動対策事業を健康増進課、そして県保健福祉事務所及びセンタ

ーで来年度から行うことといたしました。事業目的ですが、災害時の口腔保健活動、避難所における

口腔ケア等に関する地域連携推進のために市町村及び関係団体との検討会、及び研修会を開催するこ

ととしています。事業の内容ですが、開催地域は県域の４カ所、県保健福祉事務所及びセンターのう

ち４カ所を想定しております。この事業を立ち上げた経緯ですが、神奈川県の歯科保健研修におきま

して平成26年度から平成28年度までの３年間、この災害時における歯科保健対応について研修会を

行ってまいりました。平成26年度のテーマは災害時における歯科保健対応ということで、まずは神奈

川県医療救護計画について、災害時の初動体制について等を講義の後、グループワークをするという

内容で開催しましたが、その時の受講者は、県の関係者が15名、市町村関係者が12名、合計27名と

いう行政担当だけの小さな研修会でした。平成27年度は、大規模災害時歯科保健対応体制について、

受講対象者を広げ、県の歯科医師会、県の歯科衛生士会、自衛隊、他県、大学等にも声掛けをし、県

の歯科医師会につきましては、地域歯科医師会の災害担当の方にご出席いただき、全県を対象に歯科

保健担当者を集めて研修会を行いました。第１回目では、初の合同研修ということで、参加者の戸惑
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いも感じられたのですが、歯科担当者の顔合わせという目的も兼ねておりましたので、その目的は達

せられたと思います。しかし、これ１回では、研修の趣旨が定着しなかったという感覚があり、平成

28年度、今年度も県の歯科医師会、県歯科衛生士会との共同開催とさせていただき、大規模災害時の

歯科保健についての講義とグループワークを行いました。このように３年間この災害対策、災害歯科

保健にテーマを絞って歯科保健研修を開催してきましたが、県全体で集合し毎年行う災害時歯科対応

研修会については今年度で終了とします。今後は、この３年間で培ったノウハウを活かし、保健福祉

事務所を中心とした各地域で、顔合わせや検討会、講師を呼んでの研修会など、地域の課題に応じて

行っていければということで、本事業を立ち上げました。 

次に、口腔ケアによる健康寿命延伸事業ですが、先ほど説明したとおり、今年度は県内の高齢者

3,000名を対象にオーラルフレイルの実態調査を行ってまいりました。その事業に加えて、新規で、

オーラルフレイル普及定着推進事業がございます。こちら２つをまとめて説明をさせていただきます。

オーラルフレイルにかかる平成29年度事業についてですが、事業目的は高齢者の口腔機能の虚弱化、

オーラルフレイルの未病対策として改善プログラムの作成、実施、検証を行うとともにオーラルフレ

イルの認知度を高めるために医療、介護福祉関係者向けのハンドブックの作成やデジタルサイネージ

を用いた県民への普及啓発を行うことを来年度の事業の目的としています。事業概要としましては、

今年度は自立者、要支援者及び要介護者を対象に生活習慣、歯と口の状況、口腔機能について調査し、

オーラルフレイル実態把握のための基礎データ収集を行ったところです。平成29年度は、この28年

度に収集した基礎データの分析結果を基にオーラルフレイル改善プログラムを作成して高齢者施設、

または歯科診療所等で実施し、効果検証を行ってまいります。また、医療介護福祉関係者向けにはフ

レイルとオーラルフレイルに関する専門的情報を集約したハンドブックを作成してまいります。県民

向けのデジタルサイネージというのは、県内の屋外、駅等にある大型ビジョンの活用、さらに、歯科

診療所でも各ユニットにディスプレイが付いている場合や、待合室にテレビがある医院も多いと思い

ますので、そういったところで流していただく映像を作成し、県民に対する情報提供、周知活動を行

っていきたいと考えています。事業内容につきましては今お話しさせていただいたとおりですが、口

腔ケアに関する健康寿命延伸事業については平成 29年度も有識者を中心とした検討会を行いながら

その中で予防改善プログラムの作成や効果検証を行ってまいります。その改善プログラムの対象者で

すが来年度、対象者は高齢者計200人を想定しております。改善プログラムの実施場所としては高齢

者入所施設、歯科診療所を想定しております。この改善プログラムの実施者は協力歯科医師、協力歯

科衛生士で実施をしてまいります。事業実施担当者検討会というのは、これら協力歯科医師、協力歯

科衛生士が共通した認識で同じプログラムを行っていけるように実際に検討会を開催しまして説明会

のようなものを行うものです。ここまでが平成29年度のオーラルフレイルにかかる事業についてです。 

ここからは関係各課の新規事業について説明してまいりますが、医療課の事業で先ほども保健医療

部長からのお話がありました在宅歯科医療連携拠点運営事業については、来年度新たに４カ所設置と

いうことです。平成29年の新規事業としまして、がん・疾病対策課のほうから説明があります。 

 

○事務局（がん・疾病対策課） 

平成 29年度の歯科保健医療の事業で地域医療介護総合確保基金を活用した計上させていただいた

新規事業としてがん診療医科歯科連携事業費補助事業がございます。目的としては、がん患者さんは

抗がん剤の副作用で炎症や感染症を起こす危険性が高まるため、これらがん患者さんの生活の質の向
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上や適切な口腔ケアの提供を受けられるようにするために地域の歯科医師が、がん診療連携拠点病院

等においてがん患者の口腔ケアに関する実習を行うこと、また、歯科関係者、医科関係者を交えた事

業検討会を開催することの２つの事業について神奈川県歯科医師会に補助することによりがん診療に

おける医科歯科連携体制を充実・強化することを目的としております。事業の概要につきましては今

説明したとおりですが、１つ目としてはがん診療医科歯科連携実習事業、こちらは主に地域の歯科医

師、歯科衛生士等が、がん患者の口腔ケアを行うための技能を身に付けるために、院内に歯科のある

県内のがん診療連携拠点病院などにおいてその地域の歯科医師等ががん患者の口腔ケアの実習を行い

ます。２つ目のがん診療医科歯科連携検討会は、県内のがん診療にかかる医科歯科連携の現状を分析

し、課題を抽出するために検討会を開催する予定でございます。委員には歯科関係者だけでなく医科

側のほうからも委員を出させていただいて、医科歯科連携についての課題の抽出を平成29年度事業と

して神奈川県歯科医師会に補助することにより実施いただきたいと思っております。がん・疾病対策

課からの説明は以上です。 

 

○吉田委員 

先日、がん診療連携協議会に出席しました際、この医科歯科連携事業については、主にがんセンタ

ーだけで実施と理解していたのですが違いますか。 

 

○事務局 

県内にがん診療連携拠点病院はありますので、がんセンターだけでなく他の病院においても地域の

歯科医師を集め、各地で実習を行ってもらうことを予定しております。 

 

○吉田委員 

分かりました。 

 

○荒川副会長 

がん患者さんを対象にということは、特に入院している周術期の患者さんというわけではなく、が

ん患者さん全員ということなのでしょうか。 

 

○事務局 

基本的に、実習の内容としては周術期が主ですが、実習の予定としては、協力していただいた病院

の周術期口腔管理の臨床の見学であったりとか、院内の歯科医師さんの立会いの下、初診患者への問

診と介入計画の立案を行うということを現状では予定をしております。 

 

○荒川副会長 

がん患者さん全員に実施するように感じるので、この目的は、要するに自分で口腔ケアができない

方に口腔ケアを実施するということだと思うので、そうだとすれば、それがもう少し明確に分かるよ

うな表現のほうがよいかと思いました。 

 

○戸田委員 
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災害時口腔保健活動対策事業についてご質問させていただきます。こちらの事業ですが、次年度は

県域４カ所で開催のご予定ということですが、基本的にはどのようなところでどのような方を対象に

実施されるのか、さらに、その中で政令市のいわゆる関係者の方、例えば歯科医師会の方等も参加が

可能かどうかということも含めてご説明いただけたらありがたいと思います。 

 

○事務局 

県全体で研修を行った際は、保健所設置市も対象として出席いただいてきました。こちらを地域に

下ろすということで誠に申し訳ないところではあるのですが、保健所設置市については除かせていた

だいております。県域の保健福祉事務所及びセンター管内の市町村及び地域歯科医師会等、その管内

で災害時に協力が必要と思われる関係者について、研修会を行う場合には周知する先が決まってくる

と思いますし、検討会を行うメンバーを、各保健福祉事務所で検討していく予定でいます。 

 

○鶴本委員 

条例の見直しについても話題になっていたことで、健康格差の縮小というテーマには既に取り組ん

でいるという説明はありましたが、この29年度の事業の中においても、健康格差の問題は、ますます

深刻化していくという認識があります。その辺のことをどのようにして今後、考えていくのかという

ことに関連して、フッ化物洗口普及啓発事業は、現在、ほとんど頓挫しているというか、中止してい

るような状況だと思われます。われわれの認識ではフッ化物洗口を普及し、もう少し集団的に実施し

ていくことが、健康格差の是正や、わが国において最も利用価値と効果が高いものだと思っています。

もう一度、フッ化物洗口普及事業を、何かのかたちで再考する時期にきていると思いますのでよろし

くお願いします。 

 

○事務局 

フッ化物洗口普及啓発事業は、推進しているとはいえないことは確かです。条例の基本的施策第10

条第４項において、神奈川県としましてはフッ化物応用の情報の提供を行なうことを謳っています。

フッ化物応用というのが歯磨剤に含まれるフッ化物も含まれることから、県としては、家庭内におけ

るフッ化物応用を普及していくという部分が強いと思っています。ただ、それですと、健康格差の縮

小にはなかなかつながりにくいことは事実であり、そこをどうするかは、重大な課題であるとは考え

ています。 

 

○石井会長 

それでは、次年度は今、説明がございました内容で進めていっていただきたいと思います。 

では、ここからは歯の健康づくり推進委員会に移ります。この委員会は国の補助金事業、8020運動

推進特別事業補助金を活用した事業については委員会を設置し、事業内容と計画について検討するこ

とから開催するものです。議題１は「平成28年度歯の健康づくり事業実施状況について」と、議題の

２は「平成29年度歯の健康づくり事業実施計画(案)について」説明をお願いいたします。 

 

＜歯の健康づくり推進委員会＞ 

議題１：平成28年度歯の健康づくり事業実施状況について 
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議題２：平成29年度歯の健康づくり事業実施計画(案)について 

 

○事務局 

平成28年度歯の健康づくり事業実施状況につきましては、平成29年２月末現在の状況をご報告い

たします。この事業は厚生労働省の補助金であります、医療施設運営費等補助金の中の8020運動・口

腔保健推進事業実施要綱の8020運動推進特別事業、こちらを根拠としまして8020運動にかかる政策

的な事業を行うとともに歯科保健事業の円滑な推進体制の整備を行うことを目的として実施しており

ます。この事業の実施主体は神奈川県健康増進課と各保健福祉事務所等が実施することとなっており

ます。ただし、健康寿命延伸のための口腔保健人材育成事業については神奈川県歯科医師会に委託し

て実施しております。事業内容と実績については、大きく分かれまして３つの内容がございます。歯

の健康づくり推進委員会の開催については、健康増進課が歯の健康づくり推進委員会設置要領に基づ

いて事業の計画ならびに事後評価を行うこととし開催をしております。開催については本日、神奈川

県歯及び口腔の健康づくり推進協議会と同時開催とさせていただいております。次に、健康寿命延伸

のための口腔保健人材育成事業の実施状況を説明します。神奈川県では保健福祉事務所及びセンター

において障害児、慢性疾患児等に対して摂食機能発達の相談や普及啓発等を実施し、適切な摂食機能

の発達支援に取り組んでおります。しかし現在、県内には摂食機能発達の指導を行う専門機関は少な

く、摂食機能発達支援の要望に十分に対応できていない状況でございます。具体的に言いますと食べ

物の丸飲みですとか詰め込みなどの症状を呈し、窒息のリスクを抱えている障害児者の方も少なくあ

りません。そこで地域の歯科医師会等が窓口となり口腔衛生や健康な歯の育成を踏まえた摂食機能支

援相談を実施し、摂食機能発達の支援を実施するとともに相談会を医療保健福祉関係者の研修の場と

することで摂食機能発達の支援体制を整備する。こういったことを目的に実施している事業です。こ

ちら昨年度の本委員会におきまして承認いただきましたとおり、27年度までは摂食機能支援事業とい

う事業名で実施しておりました。28年度から人材育成という摂食機能支援以外の広い視点でも研修、

人材育成ができるように事業内容を見直したところでございます。この事業の内容としては、検討委

員会の設置と開催がございます。こちらは委託先の県歯科医師会において相談会、講習会の事業実施

の状況管理や評価などを行っていただいておりまして、今年度は28年12月８日に実施をしていただ

いております。委員会の委員としては県歯科医師会の委員会の先生方や当課の歯科医師が委員となっ

ております。県歯科医師会が地域歯科医師会から聞き取りなどをして状況を把握し、地域での要望な

どを聞き取って開催場所、研修の内容などを決定している委員会です。摂食機能支援相談会、こちら

は専門指導者による摂食機能支援の相談、指導とありますが、実際に摂食機能に関して困りごとを抱

えている方をお呼びして相談会を行っております。その対象者というのが相談を受ける方になります。

医療保健福祉関係者から紹介された児者は、必ずしも障害がある方だけとは限りませんが、お子さん

から高齢者の方まで相談が必要な方を、例えば市町村等に紹介をしていただいて相談会を開いており

ます。この相談会に各地域の口腔機能についての関係者が実地研修として呼ばれ、研修を兼ねて相談

会を行っております。今年度は藤沢市歯科医師会、厚木歯科医師会、座間市歯科医師会に各２回相談

会を開催していただいております。次に、関係者への講演会の開催ですが、こちらは摂食機能の支援

を必要とする者の関係者に対し、摂食機能についての情報提供するための講演会を開催するとして、

検討委員会の検討結果にしたがいまして今年度は摂食機能についてでしたが、地域の現状に合わせて

講習会の内容を拡大することも可能です。今年度は保土ヶ谷歯科医師会、港北歯科医師会、西区歯科
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医師会、小田原歯科医師会を開催場所としまして２月、３月に計４回の講演会を開催していただきま

した。次に、教材の作成ですが、こちらは既に作成し活用中の「かながわ健口体操」のDVDを500枚

増刷し、こちらも口腔保健人材の育成にかかるような講習会や必要とされる主に指導者側の方に配布

し活用していただくものです。本日は、２月末の状況のご報告をさせていただきました。 

歯の健康づくり事業は、実施主体が保健福祉事務所及びセンターということで実施をしています。

具体的には「健口かながわ５か条」の普及です。県民の生涯にわたる歯と口腔の健康を保持・増進す

るために子どもから高齢者まで全ての世代に共通し、県民自らが取り組むことを目標として掲げた健

口かながわ５か条の普及を行い、口腔機能の維持・向上をはじめとした県民の主体的な歯及び口腔の

健康づくりを推進することを目的として実施しております。28年度の実施状況は現在、各保健福祉事

務所で実施報告を取りまとめているところですが、既存の事業や既に作成しております健口かながわ

５か条のチラシを活用して各地域で必要に応じて普及啓発を行っている状況です。 

続きまして平成29年度歯の健康づくり事業計画(案)ですが、こちらは国の補助金を使って29年度

の計画を現在立てておりますが、実施計画の提出というのが29年度に入って６月になってからなので

現段階の案を示しております。目的、実施主体、事業内容は28年度と特に大きな変更はございません。

健康寿命延伸のための口腔保健人材育成事業に関しましても、国への申請が６月で国からの交付決定

などのスケジュールの関係がございまして実際に事業を開始できるのが 28年度ですと交付決定のあ

った11月以降となっておりました。したがって、国のスケジュールなどもしっかり把握し、スムーズ

な事業実施をしていきたいと考えております。現在の計画としては健康寿命延伸のための口腔保健人

材育成事業は検討委員会を１回、地域研修会及び講演会を合わせて10回、また教材の作成をしていま

す。さらに、28年度と同じく各保健福祉事務所等で実施する健口かながわ５か条の普及を計画をして

おります。28年度の実施状況と29年度の事業計画(案)の説明は以上です。 

 

○石井会長 

何かご質問はございますか。では、歯の健康づくり事業については28年度の報告と29年度実施計

画について了承でよろしいでしょうか。ありがとうございました。その他、全体として何かありまし

たらば手をお挙げいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

○鈴木委員 

本日の次第の内容ではございませんが、公募委員として２年間出席させていただきました。先ほど

8020運動に係る神奈川県のいろいろと事業を実施されていて、その事業結果も示され、8020運動が浸

透し、その認知度も40パーセントというご説明がございましたので、一定の8020運動については効

果が上がっていると当然、考えております。 

県民の代表ということでお願いがあります。県内の施設における歯磨きが出来る環境整備、いわゆ

るハード面の整備について働き掛けや充実をお願いしたい。現状では、公共施設に行っても、レスト

ラン等の民間施設に行っても、食事の後に取りあえず歯磨きができる環境が整ってない施設がほとん

どだと思います。昔と違って、お手洗いがトイレがとてもきれいで清潔にはなってきましたが、その

施設の職員の方もトイレの片隅で歯磨きをしている姿を見受けます。気を遣わず、気楽にいつでも歯

磨きができる場所があればと感じます。自宅では当然、朝、昼、夜、寝る前に歯磨きする方も、通常

の外出、勤務をされている方ですと大体２回程度にはなるかと思います。職場においても外出先にお
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いてもそういう整備、環境的な整備が整っていれば、歯科保健に関する意識の向上に結び付くのでは

ないかと感じております。この8020運動が始まって20年以上経ちますので、やはり次なる施策とい

うものを神奈川県がどんどん先行し、全国においてもリードしていっていただきたいとおいのが、私

の希望です。 

 

○石井会長 

大変貴重なご意見をいただきました。他にいかがでしょうか。それでは、大変熱心にご議論いただ

きましてありがとうございました。本日予定されていた議事は全て終了いたしましたので、事務局に

お返しいたします。 

 

○事務局 

石井会長ありがとうございました。それから委員の皆さま、活発なご意見を賜りましてありがとう

ございました。本県の歯科保健の推進と、来年度の条例の見直し、中間評価につきましては、私ども

も、よりよい歯科保健の推進について鋭意進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞ今後とも

よろしくお願いします。それではこれをもちまして本日の会議については終了とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

                                        以上 


