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本日の議事（目次）

【議題】

１ 前回協議会（令和４年２月10日開催）の振り返り

（１）改正する方針とした条項
（２）再検討することとした項目

２ 事務局対応案（再検討結果）

（１）第10条第３号（歯科医科連携）の改正
（２）第10条第５号（フッ化物洗口）に係る新たな取組みの検討
（３）第６条第２項（虐待の早期発見に係る努力義務）の新設
（４）「口腔健康管理情報のＤＸ」の歯科計画への位置づけの検討

３ 今後のスケジュール

【報告事項】
（１）歯及び口腔の健康づくり推進協議会 計画評価・策定部会 メンバー
（２）歯及び口腔の健康づくり推進協議会 計画評価・策定部会 スケジュール
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〇 本日の協議会での検討事項

本日の協議会では、「歯及び口腔の健康づくり推進条例」の見直しに関し、

前回協議会（令和４年２月10日開催）にて再検討事項とした

次の４点につき、事務局対応案を作成した。

・ 第10条第３号（歯科医科連携）の見直し

・ 第10条第５号（フッ化物応用）の見直し

・ 第10条第７号へ「虐待」という文言の追加

・ 「口腔健康管理情報のＤＸ」に関する条項の新設
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１ 前回協議会（令和４年２月10日開催）の振り返り
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１ （１）改正する方針とした条項

改正する条項 改正の概要 留意事項

第２条（定義）
この条例において、「歯及び口腔の健康

づくり」とは、歯、歯周組織等の健康を保

持増進し、口腔機能を維持することをいう。

口腔機能を「向上」する趣
旨の記述を追加

追加する文言については、他法
令勘案のもと、適当なものを検
討する。

第10条第７号（歯科検診等を受けるこ
とが困難な者への取組）
歯科検診又は歯科医療を受けることが困

難な障害者、介護を必要とする高齢者、保
護者による適切な健康管理がなされていな
い幼児、児童及び生徒その他の者に係る歯
及び口腔の健康づくりを推進すること。

歯科検診等を受けることが
困難な者は多岐にわたると
いうことが理解しやすいよ
うな条文に修正

○ 一般県民が容易に理解しう
る表現とする必要があるため、
「スペシャルニーズ」という用
語を使用するのは困難。
○ 「障害者」という文言を使
わなくすると、障害者への取組
が後退すると捉えられかねない
ため、条文は慎重に検討する。

第10条に号を新設
（災害対策等）

災害発生時にも本条例の目
的を達成できるよう、災害
（感染症のまん延も含む）
対策に関する規定を新設

文言については今後、検討・調
整する。

１ 前回協議会の振り返り



5

１ （２）再検討することとした項目

前回協議会の事務局案では「改正しない」としていた

（１）第10条第３号（歯科医科連携）の見直し

（２）第10条第５号（フッ化物応用）の見直し

（３）第10条第７号へ「虐待」という文言の追加

（４）「口腔健康管理情報のＤＸ」に関する条項の新設

の上記４点につき、事務局にて再検討することとした。

１ 前回協議会の振り返り
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２ 事務局対応案（再検討結果）
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２ （１）第10条第３号（歯科医科連携）の改正

前回協議会（R4.2.10）における御意見 事務局対応案

＜改正したほうがよい＞
〇 「歯科と医科の適切な連携」について、特に糖尿病
や透析に係る腎臓病（口腔に関連する全身疾患の重症化
予防の対策推進のため）を、特出しして欲しい。

＜計画で具体的に記載するほうがよい＞
〇 歯科と医科の連携では、糖尿病の重症化予防以外に
も、がんの周術期、脂肪肝（NASH）と歯周病、認知症
など、歯科疾患と医科の疾患が相互に影響することが分
かってきているので、計画のところで具体的に述べる方
がよい。

＜表現をわかりやすくしたほうがよい＞
〇 「全身疾患」という言葉は歯科領域以外の人にはわ
かりづらい（血液疾患とかのことかと思われる）。
〇 一般の方には全身疾患とか感染症が重症化しますと
言われても、理解しにくいので、工夫して分かりやすい
ようにするのが良い。

条例に具体的な疾患名を例示することで、わかりや

すくなる反面で、例示しなかった疾病は、取組が重要で
はないとの誤解を招く恐れがあることから、例示は難し
いが、全身の健康と密接にかかわる旨を追記することを
検討する。

【追加条文イメージ（調整中）】
第10条
(3) 歯及び口腔の健康づくりは、全身の健康の保持増進
に重要な役割を果たすものとして、歯科と医科との適切
な連携（歯科及び医科に係る医療機関、教育機関その他
の関係者における相互の適切な連携をいう。）を推進す
ること。
※下線部を追加

２ 事務局対応案

参考（現行条文）： 歯科と医科との適切な連携（歯科及び医科に係る医療機関、教育機関その他の関係者
における相互の適切な連携をいう。）による歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進すること。
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２ （２）第10条第５号（フッ化物洗口）に係る新たな取組みの検討

前回協議会（R4.2.10）における御意見 事務局対応案

＜改正したほうがよい＞
〇 フッ化物洗口、あるいはフッ化物応用について、現
在の「情報提供」ではなく、せめて「取り組んでいく」
などの積極的なものに改正してほしい。

＜計画で具体的に記載するほうがよい＞
〇 フッ化物洗口の前に、水でのうがいや歯ブラシの習
慣づけなども大事。
〇 地域の特性などを考慮し、条例はフッ化物応用の情
報提供とし、計画で具体的に推進していけばよい。

＜その他＞
〇 フッ化物洗口が効果があり健康保持増進になるなら、
途切れることなく高齢まで含めて全員にやって欲しい。
〇 効果があるなら情報提供のみならず、何かしらアク
ションをおこしますという様な事が入っても良いと思う。

フッ化物洗口については、今後、県として、さらに普
及啓発していくことを検討するべきと考える。
ただし、現在の条例でも、県として県民に向けた普及

啓発の取組を行うことは可能である。また、コロナの影
響で、学校での集団実施の可能性は当面望めず、具体的
な施策が無い中で、「取り組む」「推進する」などの改
正をするのは難しい。
このため、条例の改正はしないが、今後、新たな取組

を検討し、令和５年度に策定する次期計画にも位置付け
る。

２ 事務局対応案

参考（現行条文）： フッ化物応用その他の虫歯を予防する対策を実施する市町村その他の関係機関
に対し情報の提供等を行うこと。
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２ （３）第６条第２項（虐待の早期発見に係る努力義務）の新設

前回協議会（R4.2.10）における御意見 事務局対応案

＜改正したほうがよい＞
〇 虐待の早期発見予防ということを明記する
ことが、県民の健康増進、命を守ることにつな
がるのでいれて欲しい。

＜現行のままでよい＞
〇 虐待は、理解が浅い、知識がない、時間に
ゆとりがないなどの沢山理由があり、それが虐
待につながると思う。虐待という言葉を入れる
よりは、それが伝わるような文章の構成であれ
ば良い。

＜その他＞
〇 保護者の口腔の健康づくり意識への高さな
ども影響するので、条例も大事だが、上手に広
く情報提供できることが必要。
〇 虐待が歯科と関連している場合は、虐待そ
のもの問題に貢献することはたしかである。

前回（平成30年度）、歯科医師の責務に「児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、

家庭内暴力、認知症の早期発見・早期対応に努める」という文言を入れるよう要望
があったが、
・ 高齢者虐待、障害児者虐待、認知症患者に対する歯科的支援については、第10
条第７号の「歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な障害者、介護を必要とす
る高齢者」に含まれる
・ 被虐待児に限らず、保護者による適切な健康管理がなされていない子どもへの
支援は規定されていないことから、条例に盛り込むとして、第10条第７号を改正し、
現在の表現となった経緯がある。
このような本県の条例の経緯を踏まえると、第10条第７号の規定を「虐待」と置

き換えることは、対象を狭めることになるため、適切ではない。虐待も含め、様々
な事情により適切な歯科保健を受けることが困難な人に対しての施策を検討するこ
とが、県としての責務である。
なお、虐待防止法に規定される通報義務において、歯科医師等の専門職が虐待発

見に果たす役割は大きく、歯科検診等の機会に、虐待やそのリスクのある事例を早
期発見しやすいことに鑑み、第６条（歯科医師等の責務）に第２項として、虐待の
発見等に関わる条文を加えることを検討する。
【追加条文イメージ（調整中）※下線部を追加】
第６条 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（以下「歯科医師等」という。）は、県が実施する歯及び口腔
の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるとともに、良質かつ適切な歯科医
療及び歯科保健指導を行うよう努めるものとする。
２ 歯科医師等は、歯科検診その他の機会を通じて、虐待その他の歯及び口腔の健
康づくりを阻害するおそれのある社会的要因の早期発見に努めるものとする。

２ 事務局対応案



10

２ （４）「口腔健康管理情報のＤＸ」の歯科計画への位置づけの検討

前回協議会（R4.2.10）における御意見 事務局対応案

＜改正したほうがよい＞
〇 口腔健康管理情報のデジタル化を推進して、デジタ
ル情報を活用して色々な仕組みを作っていきたいという
時代に応じた提案である。DXという用語にはこだわら
ないので、この趣旨の項目を追加してほしい。

＜計画で具体的に記載するほうがよい＞
〇 データの提供については、第10条１項で読める。
計画等で細かく記載すれば良い。

＜本条例で対応する内容ではない＞
〇 県が持っているデータを県民のために有効活用とい
うことであれば、歯科の条例ではなく別次元のこと。

データの提供については、第10条第１号で読むこと
も可能であるため、逐条解説などを整理する。
なお、データの活用については、今後進めていくこと

が必要であり、計画への具体的な位置づけを検討する。

２ 事務局対応案
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３ 今後のスケジュール
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３．今後のスケジュール

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

歯及び口腔の健康づくり
推進協議会

6/9

県議会
厚生常任委員会へ報告

条例改正議案提出

改正条例施行 4/1

条例改正（案）
報告

条例改正
（案）
報告

改正
方針報告
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報告事項
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氏 名 （敬称略） 役 職

安藤 雄一 国立保健医療科学院 主任研究官 ※外部有識者

打矢 純子 神奈川県歯科衛生士会 会長

小笠原 美由紀 神奈川県歯科医師会 副会長

安永 愛 保健所設置市代表 （横浜市保健事業課）

山中 崇史 県域市町村代表（大和市・都市衛生行政協議会代表）

山本 健 鶴見大学歯学部口腔衛生学講座 講師

山本 龍生 神奈川歯科大学社会歯科学分野 教授

報告事項

（１）歯及び口腔の健康づくり推進協議会 計画評価・策定部会 メンバー
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○第１回部会（令和４年７月頃）

（内容案）計画最終評価の進め方について

○第２回部会（令和４年９月頃）

（内容案）計画最終評価の評価内容について

○第３回部会（令和４年11～12月頃：協議会前）

（内容案）報告書の案について

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

歯及び口腔の健康づくり推進協議会
計画評価・策定部会

（再掲）
歯及び口腔の健康づくり推進協議会

① ③

（２）歯及び口腔の健康づくり推進協議会 計画評価・策定部会 スケジュール
報告事項

条例改正（案）
報告

②
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説明は以上です。


