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平成 29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 議事録 

 

議題 

神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例の見直しの検討について 

＜事務局より資料１、２、３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） 

 行政手続きについて、よく分からないのですが、７月３日に厚生常任委員会で陳情を承認

していただいたのですが、その後、県議会の議長名で了承されています。 

（事務局） 

 厚生常任委員会に付託されていますので、そちらでの採択がありました。 

（鴨志田委員） 

 その次に、議会で議長名での採択はないのですか。 

（事務局） 

 ６月の定例会で承認されています。ご質問の意図は、資料１にその経過が書いていないと

いうことでしょうか。 

（鴨志田委員） 

 そうです。 

（事務局） 

 資料には記載がありませんが、６月の定例会で、議長に報告されています。 

（上重委員） 

 今後の予定について、９、10、11 月と本協議会で検討されると思いますが、条例改正の

是非はどこで決まるのでしょうか。 

（事務局） 

９、10、11月と、３回に協議を分けさせていただきました。11月で協議会の意見として

まとめていただいて、それを踏まえて県の考えを整理して、12 月の県議会にお示しする予

定です。現段階で、条例改正の有無について方向性はお示しできませんが、仮に改正となっ

た場合、２月の協議会を経て、第１回定例会に提案することになります。 

（上重委員） 

 では、計画の中間評価や見直し等はその後になるのでしょうか。 

（事務局） 

 はい、条例の流れを踏まえて、先日の計画中間評価部会でもご説明しましたが、計画は条

例の下に策定されているので、そのようになります。 

（上重委員） 

 条例の理念として、その下に計画があり、市町村によっては、藤沢市など、条例を持つと
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ころが他４市町あり、条例がないところは健康増進計画等の中で歯科保健について定めて、

施策を推進しています。基本的には、まず口腔保健法の位置付けがあり、その下に県条例を

理念として掲げて、県内の市町村はその中で施策を進めています。通常だと平成 28年度中

に条例改正の是非があり、それをもとに現在計画について本来話されているはずですが、こ

こでまだ条例の方向性が見えていないというのは、市町村の計画の報告が 12月の各議会で

行われることで、計画が先走りになってしまう可能性があります。こうした状況で、条例に

ドラスティックな変更があれば、県内の市町村の計画にも大きな影響があるのではと、市町

村の歯科担当の意見として考えます。審議前ですが、条例は県の理念でありますが、市町村

の理念でもある、ということを、ぜひ念頭においてお考えいただければ幸いです。 

（石井会長） 

 今のご意見を踏まえながら、お考えください。他に何かありますか。 

（鈴木委員） 

条例の改正が、今いただいている総合確保基金に影響があるのか教えてください。 

（事務局） 

条例が全く関係ないわけではありませんが、総合確保基金は、地域医療構想に沿って進め

ていくものとお考えください。 

（石井会長） 

 他になければ、ここからは、陳情に係る要望事項が７項目ございましたので、１項目ずつ

議論をしていきたいと思います。 

 まず、第６条（歯科医師等の責務）への追加要望事項（１）歯科医師等は、災害発生時に

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努めるものとする。 

これは、歯科医師等の災害時対応についての責務が、歯及び口腔の健康づくり推進条例に

なじむのかという議論になるのかと思います。事務局から資料の説明をお願いいたします。 

＜事務局より資料４（p.１）について説明＞ 

（石井会長） 

 何かご意見はありますか。 

（鴨志田委員） 

 形式的な話ですが、資料２の厚生常任委員会で採択された陳情では、要望は２項目で、前

回協議会では、陳情者から意見として７項目が出て、それを検討するということですが、そ

れでよろしいですか。 

（事務局） 

 資料２の陳情書では要望は２つで、こちらはオーラルフレイルと医科歯科連携等となっ

ていますが、前回の協議会で陳情者の意向を全てお聞きしたことを踏まえて、資料３の７項

目が出てきたため、全て拾い出すということで考えております。 

（鴨志田委員） 
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 内容とは別に、責務等に入れる等の、どこに入れるかという要望も飲む形で協議会では検

討するのでしょうか。 

（事務局） 

 今回、他県の状況の説明もありましたが、どこに入れたら良いかは、たとえば責務で要望

が出ているものについて、基本的施策に入れた方が良いものもあるかと思います。協議会で

意見を出していただいて、着地点を見つけていきたいと思っております。 

（鴨志田委員） 

 ７項目の要望は一つ一つ検討するが、どこに入れるかも含めて、意見を出していくという

ことでよいですか。 

（事務局） 

そうです。 

（石井会長） 

 他になければ、事務局の提案で進めてよいでしょうか。鴨志田委員もよろしいですか。 

（鴨志田委員） 

はい。 

（海原委員） 

 条例は広ければ広いほどよい、というご意見もありますが、その中で、解釈で揉めること

もあると思います。条例の下に計画を位置付けているため、条例が変わると計画も変わると

いうことですが、条例と計画のリンクはどのくらい拘束力があるのですか。 

（事務局） 

 条例を改正し、計画として新たに付け加えなければならないものが生じた場合には、加え

る予定です。 

（海原委員） 

 保健医療救護計画にある、医療救護活動ですが、薬品や医療機器材の調達についてはどう

するのでしょうか。歯科医師の責務に入るのでしょうか。 

（事務局） 

 被災地の都道府県から要請を受け、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士がチームとして組ま

れ、他県から災害派遣チームが機器を持って来ることになります。薬剤についてならば、薬

剤師が対応することになりますが、他県の歯科医師会が備蓄しているものがあれば、地域の

歯科医師会の意思により、それを活用することもあります。 

（石井会長） 

 資料に災害救助法、県の保健医療救護計画があるように、災害が起きれば、これらで対応

できるということですね。他に何かありますか。 

（勝俣委員） 

 目的の１条で「歯及び口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り

…」とありますが、ここで災害は割り当たらないと思います。そのために県の保健医療救護
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計画を立てていますので、そちらで行ったらどうでしょうか。 

（石井会長） 

 条例の目的と災害が合わないのでは、ということでしょうか。今のご意見に対していかが

でしょうか。 

（三澤委員） 

 災害時は状況が異なるのは確かですが、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士が携わること

は変わりありません。今おっしゃったように、災害救助法や県の保健医療救護計画に、現場

でどうするかが盛り込まれていれば、条例に災害時について特に挙げなくても、動いていく

と思います。 

（堀委員） 

 確かに特別な状況ですが、災害時から平常時に戻る中で、様々な口腔疾患が生じ、波及し

ます。被災者の口腔ケアが大事なことは間違いありませんので、「目的に合わないから載せ

ない」ということにはならないと感じます。 

（上重委員） 

 災害時について重要だということはわかりますが、県が何に基づいて動くのか、と考えた

時に、救護計画に基づいて行っているならば、計画より上の位置付けの条例、しかも歯科保

健の条例に入れることには違和感があります。 

（佐藤委員） 

 ごもっともだと思います。責務というよりは、他県は基本的施策に載せているということ

で、やはり重要な位置付けだと思います。被災地の悲惨な状況で、誤嚥性肺炎などが起こる

中、施策として何をすべきか、ということは明示する必要があります。 

（上重委員） 

 災害の現場での歯科医師の役割はとても重要だと思いますが、保健医療救護計画に齟齬

のない形で、歯及び口腔の健康づくり推進計画の中に位置づけてもいいのでは、という感想

を持っています。 

（石井会長） 

 従来は歯科医師会が責務を持っていたところ、県下の歯科医師全部が責務を持つことに

なると、それぞれの思いがあるかもしれませんね。他にいかがですか。 

（尾崎委員） 

 「歯科医師等」の「等」とは、どの範囲でしょうか。 

（事務局） 

 県が使っている「歯科医師等」は、現行条例第６条にあるように、「歯科医師、歯科衛生

士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者」として理解して

おります。 

（尾崎委員） 

 条例ではそのように定義していて、普遍的なこととして平時の本来業務をいっているも
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ので、災害時も包含されているが、災害時を改めて特出しするのは、次のステージとして出

るものではないかと思います。この条例に直接入れるのは違和感があります。 

（石井会長） 

 条例に基づいて、災害時に歯科医師等が動くのは、ということですか。 

（尾崎委員） 

 はい。 

（石井会長） 

 法制度もありますからね。それによって神奈川県も動いていると思いますが。条例の意味

するところということだと思います。他にありますか。 

（海原委員） 

 要望にはないですが、災害時の協力、虐待発見防止の努力、認知症発見の努力とあって、

歯科医師の人がこのようにしてくれたら非常にありがたいですが、なぜいじめを除いたの

でしょうか。 

（石井会長） 

 それについては、後でお願いします。災害についてはよろしいでしょうか。次の要望項目

に移ります。（２）歯科医師は、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、家庭内暴力の発見に

努め、その場合は関係機関に通報し防止するように努めるものとする。 

これは、歯科医師が種々の虐待の早期発見に努めるという責務が、歯と口腔の健康づくり

条例になじむかという議論になるのかと思います。事務局から資料の説明をお願いいたし

ます。 

＜事務局より資料４（p. ２～３）について説明＞ 

（石井会長） 

 何かありますか。 

（佐藤委員） 

 今のご説明について補足です。障害者虐待防止法に「歯科医師」の記載がありますが、平

成 12 年～23 年に、児童虐待防止、高齢者虐待と各種法律が順次改正され、その中で歯科医

師の責務として認められて障害者虐待防止法で「歯科医師」が入りました。そのため、児童

虐待、高齢者虐待には「歯科医師」という文言はありませんが、含まれているとご理解いた

だきたいです。平成 28 年５月 26 日参議院厚生労働委員会で、児童福祉法等の一部を改正

する法律案に対する附帯決議の第５条で、「医師、歯科医師、薬剤師は学校における健康診

断等を通じての」ということで、学校で言えば、「学校医、学校歯科医、学校薬剤師」とい

う言葉が入っております。児童福祉法でこのような言葉が入ったのは、条例と同じように法

律を、歯科医師という言葉を入れるために変えるのは非常に難しい、ということでできた付

帯決議です。そのため、児童虐待防止、高齢者虐待では「歯科医師」が含まれていないので

はなく、障害者虐待で入ったことで、同様に歯科医師の責務があるとご理解いただければと

思います。 



6 

 

（石井会長） 

 実は歯科医師は既に「ねばならない」とされていますが、これを条例に盛り込むか、いか

がですか。 

（鴨志田委員） 

 虐待、ＤＶ等の問題は新聞紙上でも報道されていますので、全ての関係者が防止する姿勢

を取るのが大事だと思います。他の条例等に齟齬がなければ､歯科医師についても、法律に

も入ったということもありますので、歯科医師の責務でなくてもよいので、何らかの形で入

れていただいて、この条例が影響を及ぼす範囲で虐待が減ればと思います。我々歯科医師に

一番近い条例ですので、我々自身が、日々の診療でそういう視点で防止していくことは、県

民のためになるのではと考えます。ご検討いただければと思います。 

（立石委員） 

 佐藤委員のおっしゃったように、高齢者の虐待防止に歯科医師は明記されていませんが、

施設を作る時点で、県へ協力歯科医療機関を届け出ることになっております。私どもの施設

では、週に２回歯科医師の方が検診に来たり、入所の時に検診をしたり、ということで、高

齢者施設にも歯科医師にはしっかり関わっていただいています。しかし、在宅の人がネグレ

クトを受けていても、歯科医院に連れて行くのが難しく、発見しにくいということはあると

思います。 

（渡辺雄幸委員） 

 虐待防止は医療者としては絶対必要なことだと思うのですが、基本的施策の中に入れる

べきか、責務に入れるべきかわかりません。災害時は全歯科医師への責務ではなく、基本的

施策としてぜひ協力をお願いしたいと思います。虐待は医療関係者としてぜひ防止してい

かなくてはならないので、疑わしきは注意するということで、これは責務に入れていただく

のが良いと思います。 

（尾崎委員） 

 皆さんがおっしゃるように、医療関係者、国民の責務としてやっていかなくてはならない

というのは事実だと思います。ただ、「歯及び口腔の健康づくり」の中でこの話をすると、

守備範囲がいたずらに広がって混乱してしまうのではと思います。家庭内暴力を医療関係

者として防止するのは大事ですが、条例で規定するのは疑問や違和感があります。 

（佐藤委員） 

 たとえば、川崎の高齢者施設の突き落とし事件や、やまゆり園の事件などあり、神奈川県

は「ともに生きる」をスローガンにしていると思いますが、高齢者施設、障害者施設、歯科

医院、学校等で、我々がやることはいくらでもあります。医療者として、発見もしやすいで

す。事件があり、スローガンを出して、条例に入れていくことについて、違和感はありませ

ん。神奈川県の特色として「ともに生きる」をアピールするということでも、虐待防止をぜ

ひ入れていただきたいと思います。海原委員からあった、いじめについては、陳情に出てき

た以外は議論しないということですが、たしかに大事なことだと思います。 
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（鴨志田委員） 

佐藤委員のおっしゃるように、からだ全体の健康で考えれば、虐待防止は大切で、口腔の

健康も入るというのに対して、尾崎委員のおっしゃるのは、口腔の健康条例で、この内容を

含めるのはどうか、というご意見だと私は理解しました。学校検診をしていて、普通の子ど

もはむし歯が１本あるかないかですが、クラスに１人くらい、３，４本大きなカリエスがあ

る子がいて、勧告をしても治療されず、次年度は一層ひどくなっている、という状況があり

ます。そういった、口腔領域の虐待もあります。そういった意味で、我々はお伝えしている

と、ご理解いただければと思います。 

（海原委員） 

「歯及び口腔の健康づくり推進条例」に、この話題が入ることには違和感はありますが、

入れることで、他の条例等や医療従事者の方々にデメリットがない限りは、入れても良いと

思います。県や歯科医師はこういったこともやってくれるのか、というメッセージでもあり

ますので、判断は先生方にお任せします。 

（渡辺哲委員） 

この条例の健康づくりというのは、病気を予防するということなので、早期発見も予防の

一つとして、中に入れても良いと思います。 

（三澤委員） 

現在、歯科医師や歯科衛生士が、口腔内の虐待を見つけた場合に、行政等に報告するのは、

国の法や県の計画等に基づいているのかと思います。健康づくりのための歯科医師等の責

務は、法が最たるものとしてのくくりがあると思います。虐待についてクローズアップして

書かれると、携わり方が具体的になり、県民の方へのメッセージにはなると思いますが、行

政の立場として、法、条例、計画は、簡単に変えるものではなく、そこに含まれていると説

明できるものならば良いと思います。 

（鈴木委員） 

責務となると、歯科医師の縛りが強くなり、歯科医師会の先生方はそれでも良いとおっし

ゃってくださっていますが、他の歯科医院の歯科医師の方々のことを考えると、基本的施策

の中に入れた方が良いのではと考えます。条例の主体はあくまで県民になると思います。 

（荒川副会長） 

３月の協議会で「現行条例の見直しについては現段階で必要性は認めない」となった経緯

は、三澤委員のおっしゃったことが非常に大きいと思います。現行条例の第６条では、県が

実施する施策に協力するよう努める、とあり、この「努める」という中に災害、虐待も含ま

れる、という理解です。もちろん、歯科医師が災害や虐待がある時に何もしない、というこ

とではなく、法にも記載があります。第〇項として付け加えた場合に、災害や虐待が非常に

クローズアップされて、主体が県民ということもある中で、健常者には何もしなくていいの

か、と縛られ過ぎるのではと思います。また、災害、虐待に関しては医師も当然関わると思

いますが、それに関する県条例はあるのでしょうか。 
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（渡辺雄幸委員） 

私の知る限りでは、そういう条例はないと思います。たしかに、スポーツ医や健康の中に

は、あまり虐待といった表現は載せないので、医科の条例でもないというのが私の印象です。

ただ、私もはじめは消極的だったのですが、皆さんの話を聞いていて感じたのは、「健康づ

くり」という言葉に、災害、虐待、認知症といった状況が隠れている、ということです。時

代も時代なので、一言位は載せていただきたいと思います。 

（山崎委員） 

委員としてだけでなく、県民として申し上げると、県民がわかりやすい言葉でないと、な

かなか浸透していかないのではと思います。ネグレクトや虐待のように、デリケートな部分

を改めて取り入れるのは、抵抗があります。条文の中の基本理念、目的、施策の中で、全て

読み取れる内容ではないかと思いますので、条文を変えるということならば、条例や計画を

持っている各市町村との連携の中で考える必要があるのではと考えます。 

（堀委員） 

この条例には、裏付けた法がいくつもある中で、「ともに生きる」や未病など、県として

特徴付けていくものなので、私は入れた方が県民、歯科医師のためになると思います。 

（石井会長） 

虐待に特化した法律があります。法律には下に施行令、施行規則があり、執行力が非常に

あります。条例は意味合いが異なるので、条例に入れるということは、皆さんの議論とまた

違うと思います。最終的には、県として、法律と条例と、どうするかで、また別の判断が必

要になり、事務局が整理すると思います。 

次の要望項目に移ります。（３）歯科医師は認知症患者の尊厳保持のもと、認知症の早期

発見、早期対応に努めるものとする。 

これも先ほどの虐待と同様ですが、歯科医師が認知症の早期発見、早期対応に努めるとい

う責務が、歯と口腔の健康づくり条例になじむかという議論になるのかと思います。 

＜事務局より資料４（p.４）について説明＞ 

（渡辺雄幸委員） 

認知症に関しては、責務とするのは難しいと思います。私は認知症の診療もしていますの

で、歯科医師の方が関わるとすれば、多分、歯を磨いているかと聞いて、磨いていると答え

ても、歯を磨いた痕跡がないとか、薬を飲んでいると答えても飲んでいないとか、次の日の

診療に来ないとか、そういった認知症の方と、歯科医院とのトラブルはあると思いますが、

さすがに認知症の早期発見と早期対応は難しいと思われます。今後歯科医師の方に、新オレ

ンジプランの研修を通じて少しずつ、アピールしていかれて、もし疑いがある場合には、か

かりつけ医や家族に伝えるといった働きかけをしていただければと思います。 

（三澤委員） 

地域包括ケアシステムの中で、在宅医療の連携について、各自治体で体制づくりをしてい

ます。連携づくりの中で医師会、歯科医師会、薬剤師会、行政、高齢者施設、訪問看護ステ
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ーション等の、顔の見える関係ができていると思います。医師、歯科医師の、どちらができ

るかという線引きではなく、認知症の疑いのある方を見つけた時には、お互いに連携しあう

関係作りができていれば、条例に謳わなくても、早期発見、早期対応は可能だと考えます。 

（堀委員） 

医師会の渡辺先生がおっしゃったこの研修は、日頃歯磨きができなくなる、入れ歯が汚く

なっていくといったことを、早く見つけて、地域包括支援センターとかかりつけ医に連絡し

て重症化を防ぐ、というものです。始まったばかりなので、責務に入れるのは難しいかもし

れませんが、今後、介護状態になるのは、脳卒中よりも認知症が増えている状況なので、将

来的には非常に重要な項目だと思います。 

（尾崎委員） 

職業倫理規定ならともかく、「歯及び口腔の健康づくり推進条例」の枠組みの中ではどう

か、と先ほどから申しています。条例の第４条、５条、６条で県民、県、歯科医師等の責務

の三位で成り立っている中で、本日の第６条だけの議論だと、技術的な側面で、出来上がり

がアンバランスになるという問題があると思います 

（海原委員） 

法律は数式的にしっかりと組まれていると思いますが、条例は、たとえば海の家の問題で

すが、これは住環境に基づくもので、治安、住民の生活安定等の内容があると思います。条

例はかなり細かく書いてあって良いのではと思います。 

（石井会長） 

どのくらい執行力を持たせるかは、各自治体によります。一般的には、法律が最も力があ

る制度になります。実際に条例に入れるならば文言をもっと練った方が良いと思います。新

オレンジプランは、かなり配慮された文言になっていて、歯科医師や薬剤師が、「認知症の

疑いのある人に早期に気付き、」かかりつけ医や地域包括支援センターに連絡する、という

ことですので、ご提案の通りだと、歯科医師が認知症を診断、対応するのは、いささか問題

だろうと思います。もし入れるとしても、十分に文言は精査された方が良いです。 

（上重委員） 

皆さんのご意見を聞いていて、議論が噛み合っていないように感じます。第６条に関する

歯科医師連盟の提案は、内容は素晴らしいですが、この条例に位置づけるべきかどうかとい

うことが問題であり、前回協議会でも鶴本委員がおっしゃっていたと思いますが、条例は広

い受け皿がふさわしいということで、各論の部分は計画の中に入れた方が良いという意見

と、すれ違って議論されているように思います。必要であることはわかりますが、条例の本

質ということを前提に、条例に落とし込んでいくかどうかを、この案件に限らず、今一度掘

り下げて議論すべきだと考えます。 

（渡辺雄幸委員） 

この条例を県民の方が読んでわかりやすい方が良いのか、真綿に包んで細かいところは

行政が説明するのか、どちらでしょうか。県民の方が読んでわかるようにするということで
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あれば、詳しくはなくても、文言は入れてあげないと、あまり真綿に包んだ表現では伝わら

ないのではないでしょうか。 

（上重委員） 

私の理解としては、鶴本委員がおっしゃるような、条例は大きな受け皿であると思います。

たしかに、行政が書く文言は分かりづらいですが、条例にこと細かく規定すると、法律ほど

ではなくても、制約が厳しくなってしまい、他の計画に影響が出ると考えます。「推進計画

を定めて…」とあるので、計画の中にわかりやすく実効性があるように示せば良い、という

意見と、良いものだから条例に入れるべき、という意見がすれ違って議論されているように

思います。私としては、条例は、新しい言葉や考えが出てくるたびにいじくり回すものでは

なく、広く受け止められるべきものだと思っています。その下にある計画の中で、県民にわ

かりやすく示していくことが、重要だという意見です。 

（佐藤委員） 

条例は「５年毎に見直す」となっているのは、県の特色、時代に合ったものを入れていく

ために見直すわけで、入れていかないというならば、「見直す」という言葉を入れない方が

良いし、この協議会も必要ないと思います。 

（上重委員） 

誤解を与えてしまったかもしれませんが、条例を恒久的に変えるべきではない、というこ

とではありません。広い受け皿と言いましたが、現行の条例で読み込めるものならば、より

実効性のある計画の中でわかりやすく示せば良いのでは、という意見です。口腔保健法の基

本的な考え方の中で、都道府県で条例を設けるような指標がありますが、地域のニーズに合

わせて、条例を設けるのが有効な手段という記述がありますので、必要があれば載せていく

べきだと思います。ただ、今回の案件では現行の第６条の中で読み込めますし、神奈川県が、

虐待、認知症が他県に比べて特別多ければ別の見方もでてきますが、なによりも既にそのた

めの計画がある中で、計画より上位の、歯科保健の条例で示すのはいかがかと思います。 

（海原委員） 

 条例に記載がなかったら、どのように計画にリンクさせるのでしょうか。これはもう書け

るというご判断ですか。 

（上重委員） 

 条例ですでに読み込めるということです。 

（佐藤委員） 

虐待の県計画、市町村の計画とは何でしょうか。 

（事務局） 

県のかながわＤＶ防止・被害者支援プランに、暴力の未然防止・早期発見に向けた取組み

の記載があります。 

終了予定時刻を過ぎていますが、本日、歯科医師会から資料が出されています。ご説明は

ありますか。 
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（鴨志田委員） 

本日、オーラルフレイルまでいかなかったので、次回に説明したいと思います。 

（事務局） 

虐待防止の県計画について追加ですが、かながわ高齢者福祉計画の中でも書かれていま

す。 

（石井会長） 

予定の時刻となったので、終了とします。 

 

                                                                           以上 


