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平成 29年度第１回神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進協議会 議事録 

 

議題 

(1)会長及び副会長の選出について 

（事務局：健康増進課） 

 参考資料１としてお配りしている本協議会の設置要綱、第５条に従い、議題１「会長及び

副会長の選任」を行います。まず始めに、会長を選出したいと思います。どなたか立候補、

ご推薦はありますか。 

（鴨志田委員） 

 昨年度も会長をされた、石井先生を会長に推薦します。 

（事務局：健康増進課） 

 他にいらっしゃいますか。いないようでしたら、会長は石井委員でよろしいでしょうか。

それでは石井委員、席の移動をお願いいたします。会長が決まりましたので、ここからの議

事進行は、石井会長にお願いいたします。 

（石井会長） 

 昨年度に引き続き、会長を務めさせていただきます。それでは、副会長の選出に入りたい

と思います。どなたか立候補、ご推薦はありますか。 

（鶴本委員） 

 これまでの経緯から、前回に引き続き、荒川先生を副会長に推薦します。 

（石井会長） 

 他にいらっしゃいますか。それでは、副会長は荒川委員ということでよろしいでしょうか。

荒川委員、席の移動をお願いいたします。 

 

 (2)神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例の改正について 

＜事務局より資料１、２、参考資料２～４について説明＞ 

（石井会長） 

今の説明について、何か質問等ありますでしょうか。 

（鴨志田委員） 

 陳情という耳慣れない言葉がありましたが、陳情を受けた議会の選択肢として、了承、却

下、受け付けない等のパターンはどのようなものがあるのでしょうか。 

（事務局：健康増進課） 

 陳情を受けた場合、県議会として、了承、不了承、継続とあります。今回は、全会派一致

で了承されたということですので、それに留意して協議会を開くこととしました。 

（石井会長） 

 他にありますか。なければ、次に、「条例に関する陳情者」である神奈川県歯科医師連盟

から陳情の内容について説明をお願いします。 
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（神奈川県歯科医師連盟：宮坂氏） 

 条例を担当していますので、私からご説明させていただきます。２つ資料を出させていた

だきました。 

一つ目は、歯科条例の改正についての概略をまとめております。参考資料を使いながら説

明させていただきます。神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例のパンフレットの後ろ

に条文があり、第１条１行目、２行目で「この条例は、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鑑み」という

ことで書いています。「歯及び口腔の健康づくり」という言い方は、この条例ができる少し

前まで「歯科保健」という言い方だったのですが、先にできた岐阜県の条例で、「歯及び口

腔の健康づくりの推進」という言葉を使い始めました。この頃、口腔内の健康が、全身の

健康に非常に大きな影響が出るということが考えられ始めておりまして、ぜひそのことを

歯科の条例を作る際に、県民に知っていただこう、ということでそのような名前をつけ始め

ております。 

したがいまして、今回もこの趣旨のもとに、さらに条例を県民の方々に深く知っていただ

き、県民の健康に資するものであるようにしていきたいと考えて、改定や改正などという言

葉はおこがましいですが、ぜひご検討いただきたいということが一番でございます。それが、

県民の方々に条例の中身が説明できる機会になると思っております。 

１枚目の紙の最初の段落を読みます。「オーラルフレイル予防改善への取組みや、県内が

ん拠点病院との病診連携など、県民の健康に多大な好影響をもたらす取組みなどを、今回の

条例改正の機会に取り入れなければ、激しい変化が予測される今後５年間を通じて、県民へ

の重要な対応が欠落することになります。」と書かせていただきました。 

参考資料の p.１をご覧ください。５月 30 日付けの歯科新聞でございますが、「歯科の充

実」という文面、経済財政諮問会議が５月 23日に開かれ、その会議に提出されました。次

のページをご覧下さい。経済財政諮問会議のメンバーの４人が連名で出させてもらった資

料の中から抜粋した１ページでございます。p.３の四角の中の下の文章で、「歯・口腔の健

康と全身の健康との関連を示す」と書かれた文章を中心に、さらに右下の消化器外科、心臓

血管外科の在院日数の削減効果を示すグラフを挿入して資料が提出されております。これ

を受けまして、p.４は、「経済財政運営と改革の基本方針 2017」、別名「骨太の方針 2017」

が６月９日に閣議決定されております。p.５の四角の２行目後半から、「口腔の健康は全身

の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の充実、入院患者や要介護者に対する

口腔機能管理の推進など歯科保健医療の充実に取り組む」という文言が中に入っておりま

す。 

このような機会を得て、神奈川県の条例の見直しを、国の方針を得て、その結果を見なが

ら、改定の検討をお願いしたいと思っております。 

あと、個別的なことにつきまして、１枚目の紙の（２）に、改正要望の概要として書かれ

ておりますが、①歯科医師等への責務への追加、②基本的施策への追加とあります。①につ
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いては書かかせていただきますが、②はオーラルフレイルについて参考資料 p.７からまと

めております。p.７は東大の辻教授が出された文章です。「治す医療」ではなく、「生活を支

える医療」が必要であるとされてきていて、高齢者の低栄養やフレイル予防に関して、口腔

機能の維持が基本的に重要だという内容が書かれております。特に、低栄養に対して口腔機

能の維持が求められております。 

p.８は「オーラルフレイルとは」ということでございますが、オーラルが口腔で、フレイ

ルが虚弱ということです。口腔の虚弱ということですが、ここには「歯とお口の機能低下を

オーラルフレイルといい」と書かれております。「お口の機能」というものは、「呼吸をする、

話す、食べる、飲み込む等」がありますが、これが低下していくことです。そのようなこと

が書かれております。右のページは、お口の機能が低下した場合の、症状がページ中ほどに

書かれております。リスクとしては、転倒等も含まれてきます。 

p.10のフレイルとは、「高齢になって筋力や心身の活力が衰えた状態を「フレイル」と言

うと書かれています。 

p.11 はフレイルの一つの症状であります、筋肉減少症であるサルコペニアが要介護状態

にだんだんなっていく繋がりを示した図です。 

p.12 は上の段がフレイル関連のものとなっていて、左から２つ目が「口腔の虚弱」とい

う緑の丸がありますが、これはオーラルフレイルです。口腔の虚弱によりまして、「タンパ

ク質低栄養」、「サルコペニア肥満」、「フレイル」と移行していく訳ですので、口でしっかり

と噛むということが、歯科補綴ということで、フレイルの予防に役立つ訳であります。 

さらに下の方が、これはオーラルフレイル関連ではなく、全身疾患との関連の方ですが、

歯周病菌の殻のようなものが、内毒素として、血管内でエンドトキシン血症となって、悪い

働きとなります。これがいわゆるＮＣＤｓ、非感染性疾患の入口になる可能性があるという

ことで、p.13 に歯磨きしないとエンドトキシン血症になるという内容の資料、つまり、口

腔から全身へ移行する可能性を示しております。これは次の歯科医師の連携に関連した話

になりますが、p.15千葉大学附属病院における介入試験結果、p.16に色々な科の在院日数

の削減効果がありまして、上の段の真ん中の２つのグラフは、経済財政諮問会議にも出した

グラフです。p.15 の一番重要なところは、下から４行分の管理群と非管理群の説明があり

まして、在院日数がかなり延びているグラフは、p.16 で全て非管理群となっており、管理

群の方が、在院日数が短くなっております。そして、千葉大学の非管理群の定義として、「従

来の主に看護師により行われてきた口腔清拭などの一般的な口腔内ケアを受けた群」で、管

理群とは、「歯科医師により診査・計画され、歯科医師・歯科衛生士により実施された専門

的な口腔機能の管理を受けた群」でございます。従来、在院日数に対するグラフは、口腔ケ

アをやったかやらないかで出されておりましたが、今回、従来の口腔ケアでは不足している

ということで、専門的な口腔機能管理が重要であるということが示されております。これが、

経済財政諮問会議の文言の中に、口腔機能管理を重要視していきたいという言葉につなが

るわけであります。そのことが p.17 に書いてあります。さらに、同じ千葉大のデータで、
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p.18は左側が口腔がんの時の術後抗菌薬投与期間が、管理群と非管理群で差が出ています。

右側が心臓血管外科手術後のＣＲＰ値で、上のグラフが管理非施行群、下のグラフが施行群

になります。ＣＲＰ値とは、Ｃ－リアクティブ・プロテイン、いわゆる炎症が起きているか

どうかを測定する数値の一つと伺っております。このような明確なものが出ております。 

さらに、p.19 では「心臓病手術専門病院から次の指示書が出されています。合併症の出

現を防ぐために、歯科受診をお願いします。」という文章が、p.20は、榊原記念病院から出

ている、「手術を受けられる患者様へ～歯科受診のお願い～」という資料になります。 

p.21は、がん治療での連携の確認というものが、既に国立がんセンターでは、平成 22年

に連携をし始めており、各地で連携が進められておりまして、北海道、三重、鹿児島で連携

の状況を確認しております。 

p.22 は、横浜市の歯科医師会が、市と横浜市大と連携協定を結んでおります。協定の内

容は、「医科歯科連携の推進」、「研修の実施」、「市民啓発の実施」、「研究の推進」というこ

とであります。特に、今回の条例においてお願いしたい点は、市民啓発の実施の中に含まれ

るようなことを、条例の施策の中に盛り込んでいただければ大変ありがたいと思っており

ます。 

p.23も同様に、厚労省の歯科医師の資質向上等に関する検討会の中で、具体的には p.24

で、資質向上等に関する検討会で作られた、かかりつけ歯科医に求められる役割として、入

院患者の口腔機能管理が求められるようになっております。入院している患者に対して、歯

科医師がどうコンタクトをとるか、このあたりをぜひ、病院との連携を県の指導のもとに行

われるとありがたいと思っております。 

p.25 はデンソーという会社の中だけのことですが、下のグラフは歯科健診を、一般の歯

科医院に行って任意に受けてよいと言った会社と、会社で歯科健診実施を地元の歯科医師

会に頼んで毎年やったところで、どうなったかが示されています。真ん中のグラフと左側の

グラフは、歯科健診を会社として実施した場合で、会社として実施しなかった場合との医科

医療費の影響が出ております。 

p.26は認知症に対する口腔ケア、p.27はアルツハイマーにおける原因の酵素特定という

ような新しい話題も７月４日付けで出ております。 

また、最初の１枚の資料に戻っていただきますと、今申し上げましたような資料をもとに、

（２）改正要望の概要①の内容を申し上げます。災害時の協力を謳った文章を、追加項目と

して第６条に入れたらどうかということで、このような文章はどうかというものを試作し

たものになります。これは、ご検討していただければと思います。「歯科医師等は、災害発

生時等には、被災者の支援体制を整え、他の関連団体との連携を取りながら、災害協定にの

っとった支援策に取り組むように努めるものとする」。次は虐待発見防止の努力について、

３番目は認知症発見の努力について、早期発見、早期対応に努めるものとするという文章で

す。 

②として、基本的施策への追加ということで、１番目の丸でございますが、参考資料の１
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番最後のページに、「鳥取県歯と口腔の健康づくり推進条例」が、平成 25年 12月 17日、随

分後の方で、一昨年後半にできたもので、第 10条が基本的施策ですが、（２）「定期的に歯

科健診を受けること等の促進に関する施策」と書いてあります。それを参考にしまして、最

初の案ということで、「県民が乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期の特性に応じた歯

科健診（口腔がん検診を含む）及び歯科保健指導を受ける機会を確保できるようにするため

の取組みを勧奨すること」というような文章が載せられないかと考えました。次はオーラル

フレイルのことで、「要介護状態になることを予防するために、オーラルフレイル予防改善

（オーラルフレイルとは、嚥下機能低下や咀嚼機能低下等の口腔の機能低下や虚弱化をい

う）に関する取組を支援すること」、３番目が、病院との連携の中で、がん拠点病院につい

てのみ、取り上げさせていただいております。「歯科医療保険関係者と県内がん拠点病院・

指定病院を含めた医科病院との連携を図る取組を支援すること」です。がんの拠点病院だけ

取り上げたのは、がん拠点病院の関係者の方々から要望を伺っておりまして、そのような方

向で実際に取組みが実現しそうな可能性が非常に強いので、ここに特別にこの項目が入っ

ております。次が全体の医科歯科連携でございますが、「糖尿病など医療計画に書かれてい

る五疾病をはじめとした各種疾病における医科歯科連携を図る取組を支援すること」とし

ております。これは病院には限りません。医院と歯科医院との連携全体として書いています。

両方入れなくてはというのではなく、色々ご検討いただければと思います。以上でございま

す。 

（石井会長） 

 何かあればお願いします。 

（海原委員） 

 陳情の２の、病院在院日数の短縮について、説明がありませんでした。条例は、目的を書

いても手段を書いてもよいと思いますが、これは手段でしょうか。病院在院日数を短縮する

ための目的があると思います。医療従事者、患者さん、医療機関にとって、財政的、健康に

かかる医療負担の軽減等あるのでしょうが、もう少し説明をお願いします。県民はこの文章

を読んでも、何を目的としているのか読み取れないと思います。 

（石井会長） 

 資料（２）の文章について、お願いします。 

（神奈川県歯科医師連盟：宮坂様） 

 具体的に言いますと、病院の中にいる患者さんに対し、歯科医師を含めた歯科専門職が口

腔機能管理をやるということでございます。そのための施策を作っていただきたいのです。

結果として在院日数の短縮等が見込めると考えております。つまり、病院と歯科医師とが連

携するような取組みを施策として考えていただきたいということです。 

（海原委員） 

 在院日数短縮はよいことだと思いますが、目的が色々あると思います。県民がこれを見た

ら、病院から追い出されるのかと思う方もいるのではと感じます。在院日数短縮の主目的は
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何でしょうか。 

（渡辺雄幸委員） 

 医科の立場からですが、在院日数の短縮は、一つのデータ・論文でそういう結果が出たと

いうことなので、短縮は目的ではありません。ただ、我々医科としては、病院在院日数を短

縮するということは、心臓の手術等で、口腔機能管理をしっかり行うと、肺炎等の合併症が

減る結果、トータルで見れば、在院日数が短縮されたということだと、私は理解しておりま

す。 

（海原委員） 

 先生は、病院在院日数の短縮と読んで、理解されますか。 

（渡辺雄幸委員） 

 医療者の立場として私はそう解釈しましたが、確かにおっしゃるように、一般の方には病

院在院日数が短くなるというのは、ご質問があるかと思います。なので、もう少し分かりや

すく書いた方がよいのではとも思いますが、いかがでしょうか。 

（石井会長） 

 ここで条例の文言を作るわけではないです。今の質問は記録に残るので、見直しや書き直

しの参考になると思います。他にいかがでしょうか。 

（鶴本委員） 

 ここで議論しなければならないのは、全て今の説明は正しいけれど、今の条例で意義とし

てカバーされているか、ということだと思います。かなりの各論的な条項になると思います

ので、この必要性が条例の性質としてもしカバーされていると解釈されるなら、これに基づ

く計画で盛り込んでいけばいいのではないかと考えます。個人的には、法律は広い受け皿と

いうのがふさわしいのではないかと思います。 

（神奈川県歯科医師連盟：宮坂氏） 

 その通りでございます。今までの条例の中に、基本的施策３番目に 8020運動の推進があ

りますが、これも今言われたような立場であれば、個別的な案件でございますが、ぜひこの

思いを県民の方々に知っていただきたくて取り入れたのでありますが、8020 運動の達成率

が 50％オーバーとなり、歯が 20本以上 80歳にある時代となりました。8020の内容という

のは歯中心として、歯を残すということでございますが、これから県民の介護へ向かう人々

が健康を保持するには、歯だけではなく、口腔全体への手当てをしっかりさせることが重要

と思いまして、オーラルフレイルという言葉をぜひ、8020 がほぼほぼ達成されてきている

今日、さらに条例の方も含めて、そのような項目だけでも入れていただければと思います。 

（鶴本委員） 

 まさにその通りだと思いますが、条例の 8020運動推進というのは既に、口腔機能向上の

推進は、8020 運動推進員の養成研修が５、６年前から開かれていているように、残存歯と

いうことだけでなく、8020 の概念として、オーラルフレイルや口腔機能の向上等を含んで

います。基本的施策の３番目に基づいて、高齢者の口腔機能に関する活動が、様々に展開さ
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れているという認識を持っているので、もしかしたらオーラルフレイルは基本的施策（３）

に含まれるのではと思いますが、行政側にご説明いただきたいです。 

（鴨志田委員） 

 私も行政への質問で、基本的施策第 10条の（１）～（９）まで、「県は基本理念に基づい

て、次に掲げる施策を実施する」と書いてありますが、読み取れるという立場なら、（９）

「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、「その他」を外

せば、（９）が受け皿となって、全部やれるということになります。それにも関わらず、（１）

～（８）までで、各条項で 8020や情報収集、研究等が特出ししてあるのは、このあたりの

解釈について、どのくらいのことがあれば特出ししているのか、宮坂先生のご説明はこれに

あたるのではないかと思います。３月にはたしかに、（９）で読み取れるということで、改

正はなくてもよい、という考えでしたが、６月になって骨太の方針も出たし、色々なことが

はっきりして、歯科連盟としては陳情をあげて、特出しにしたらどうかというご提案ではな

いかと私は理解しました。特出しにするか、それとも全て（９）に含まれているかというこ

とについて、事務局からご説明お願いします。 

（事務局：健康増進課） 

 この協議会のもと、昨年度末までの整理では、基本的施策（９）で読み込めるとしました。

たしかに、（９）で何でも読み込めてしまいますが、どの程度の内容で特出しをしていくの

かというのは、この協議会での皆様の議論の中で考えて参りたいと思います。オーラルフレ

イルが、口腔機能の虚弱化、高齢者になり、噛み合わせ力がなくなるという、（３）の「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組を推進すること」に、包含されると

も言えなくもありません。しかし、特出しの基準をこちらから出すと、協議会が必要なくな

ってしまいますので、協議会でご意見をいただいた中で、考えさせていただきたいと思いま

す。 

（石井会長） 

 今説明があったように、手続きの段階が必要ということですね。他に何かありますか。 

（渡辺哲委員） 

 条例改正のご説明で、病院との連携が非常に重要だということでしたが、今の第 10条で

はこれについて何も書いていませんので、また別の問題だと考えます。もし、実際これが書

かれた場合、県としてどう連携を進めるおつもりでしょうか。 

（石井会長） 

 陳情にもありますが、連携は国の法律の中にもあり、そこから作られた医療計画を今年は

見直しの時期となっています。今の質問は、県としてあらためて資料を出すということかと

思いますが、今はその資料もないので、次の協議会でじっくり、お考えをいただきたいです。

医療法は非常に重要な法律ですし、整合性は、別の場で検討していただくとよいと思います。

他に何かありますか。 

（海原委員） 
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 オーラルフレイルというのは新しい言葉だと思います。ご提案の中では、若年層を含めて

とありますが、オーラルフレイルは老年に絞っているのでしょうか。オーラルフレイルとい

う言葉を、どう捉えて条例に盛り込まれたいのでしょうか。 

（神奈川県歯科医師連盟：宮坂氏） 

若年者についてはそれほど考えておりません。フレイルから要介護の状態へ行きそうな

人を、できるだけ予防の方向で食い止めたい、ということです。 

（佐藤委員） 

 オーラルフレイルは、宮坂副会長からあったように、現時点では 65歳からをターゲット

にということになっていますが、若年層からも予防するというのことが春から目標で出ま

したので、現時点では高齢者ですが、ライフステージごとでいえば、最初からオーラルフレ

イルを予防する施策が必要になってきますので、そういう考えで歯科医師会は取組んでい

るところでございます。 

（荒川委員） 

 オーラルフレイルの予防改善というのは、予防の改善でしょうか、予防と改善でしょうか。 

（佐藤委員） 

 オーラルフレイルの予防と、オーラルフレイルになった人の改善の２つの意味です。 

（荒川委員） 

 予防と改善ですね。 

（堀委員） 

 神奈川県では未病を改善する取組みというのを出していますが、オーラルフレイルもそ

れとも関連するのではということで、あってもいいのではと思います。 

（石井会長） 

 よろしいでしょうか。陳情を受けまして、委員にも審議していただきました。整理して、

第２回の協議会を開催し、条例の見直しの必要性について話し合います。できましたら、他

の施策や法律とクロスするものについて載っている資料もお願いします。 

（三澤委員） 

 終わりそうなところ申し訳ありません。県の条例を見て、藤沢市でも条例を作っています

が、大元は国の歯科口腔保健法を受けての条例かと考えていました。県の条例では検診につ

いてはありませんが、国にはあります。第 10 条の２号で、体制の整備をし、３、４号で、

ライフステージごとの項目ではなかったが、特に 8020やフッ素を県の特徴として出してい

るのかと思います。 

県の条例は国より下になると思いますが、新たな事業、事例、言葉が出てくるたびに改正

していくのは大変だと思うので、各関係機関への県条例に対する意見照会では、「改正の必

要なし」と答えました。 

オーラルフレイル等の言葉も新たに考えていかなければならない項目ではありますが、

条例に載せるというよりは、大きく見て推進していきましょうという言葉もありますので、
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神奈川県としては、計画の中で必ず打ち出していただいて、実施していくということが盛り

込まれればいいのかなと思います。また、高齢期の口腔機能向上は、「歯科条例改正につい

て」の資料の（２）②の中で具体的に書かれていますが、もう少し言葉を変えて考えてみた

ら、8020に含まれていると思います。 

それから、がん拠点病院に関わらず、手術前、手術中、手術後の口腔ケアにより、早く予

後がよくなる、退院までの日数が短くなる等色々あるでしょうが、がん病棟に関わらず、入

院中の方々への配慮を含めて、何か文言が入っていけばいいのかと思います。 

また、「糖尿病など医療計画に書かれている五疾病」と書かれていますが、国では糖尿病

及び生活習慣病の重症化予防を進めるようにとしているので、入れるならば国の言葉に合

致させるのがいいと考えます。 

（石井会長） 

 今のご意見は、ぜひ次の協議会でもお話いただけたらと思います。他になければ、事務局

にお返しします。 

（事務局：健康増進課） 

 石井会長、ありがとうございました。委員の皆様、本日はありがとうございました。本日

のご意見をとりまとめまして、次回、１ヶ月後の９月７日の第２回協議会において、条例の

見直しについて諮らせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

                                                                           以上 

 


