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平成 30 年度第１回浜松市歯科保健推進会議 会議録 

１ 開 催 日 時  平成 30 年 6 月 28 日 午後 1 時 30 分から午後 3 時 00 分 

２ 開 催 場 所  浜松市口腔保健医療センター 会議室Ａ・Ｂ 

３ 出 席 状 況  委  員   大野 守弘（会長）  

 才川 隆弘  長野 正弘 澤井 康行 

増谷 昌子  市川 明美 小田 史子 

玉澤 正子  

事 務 局   新村隆弘医療担当部部長、板倉称健康福祉部参与、辻

村あつ子健康福祉部参事兼健康増進課長、坂本友紀健

康福祉部副参事、伊藤梓口腔保健医療センター所長、

小山東男健康増進課課長補佐、嵩山なお子口腔保健医

療センター主幹、小笠原雅美健康増進課技監、田辺雷

太健康増進課副主幹、鈴木由紀子健康増進課副技監、

戸谷由里口腔保健医療センター副技監、山中信次健康

福祉部次長兼健康医療課課長、市川和弘介護保険課課

長補佐、山内章弘高齢者福祉課医療・介護担当課長、

芦澤信之中区健康づくり課長、野沢和好東区健康づく

り課長、神谷修己西区健康づくり課長、舩川雅弘南区

健康づくり課長、大谷洋子北区健康づくり課長、市川

恭詳浜北区健康づくり課課長補佐、小野間律子天竜区

健康づくり課副技監 

 欠席委員  野口 泰之  池谷 志保 

４ 傍 聴 者  2 人 

５ 議 事 内 容   1   平成 29 年度浜松市歯科口腔保健事業実績 

           ２ 平成 30 年度浜松市歯科口腔保健事業計画 

          ３ その他 

６ 会議録作成者  健康増進課口腔保健医療センター 事務職員 嵩山 なお子 

７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録 

          録音の有無  無 

公開・非公開の別
■ 公 開 □部分公開 

□ 非公開 
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８ 会 議 記 録 

（１） 開会

（事務局） 

本日は、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。 

本日司会を務めさせていただきます、健康増進課の小山と申します。よろしくお願い

します。 

本日の資料の確認をさせていただきます。事前に送付した資料となります。 

それでは、平成 30 年度、第 1 回浜松市歯科保健推進会議を開会いたします。 

本日は定員 10 名の委員の内、2 名欠席して 8 名の委員のご出席をいただいており、過

半数を満たしておりますので、「浜松市歯科口腔保健推進条例」第 12 条第 2 項に基づき

会議が成立していることをご報告します。 

  なお、本日の会議の内容につきましては、浜松市情報公開条例に基づき、情報公開 

 の対象となります。この会議の会議録につきましては、発言者名は記載せず、発言内容 

を確認したのちに、市役所の市政情報室並びにホームページ等で公開してまいりますの 

でよろしくお願いします。 

また、報道機関の取材や市民の傍聴がありましたら、ご理解とご協力をお願いいた 

します。 

それでは会議に先立ちまして、浜松市健康福祉部医療担当部長の新村からご挨拶申し

上げます。 

（２） 医療担当部長あいさつ

ご参加ありがとうございます。今日は、第１回の歯科保健推進会議ですが、内容は昨

年度の実績報告が中心でございますが、私から一言ごあいさつ申し上げます。

4 月に着任して以来、何回か歯科保健に関連するイベントに参加をさせていただきま

した。以前から歯科保健の事は何となく承知をしているつもりでしたが、実際にイベン

ト等に参加してみますと、みなさんの関心の高さを改めて実感するところです。もちろ

ん小さいお子さんをお持ちの親御さんの関心が高いのは昔からですが、特に高齢者の

方々の歯と口への関心の高さは、年ごとに高まっているのではないかと思います。

オーラルフレイルという言葉をここに来て聞いたのですが、入院するようになって歯

と口の健康が体の健康や、心の健康まで影響をしかねない大切なものであるという、高

齢者の方の認識だと思っています。その意味でも本当に小さなお子さんから、高齢者の

方まで歯と口の健康が、豊かな人生の入口だなと非常に強く感じていると思っています。

今日報告されるさまざまな分野の実績報告につきましても、それらを踏まえたものにな

っていくかと思います。人口減少で分母が減って数が減少しているところもありますけ

ど、私どもとしてはやはり対象となられている方々を中心にしっかりとケアをしていた

だくお手伝いを、歯科医師会並びに関連の歯科衛生会等の方々と一緒に勧めていきたい

と思っています。引き続きよろしくお願いします。

（３） 職員の紹介

（事務局）

４月１日の人事異動により、変更となった職員を健康増進課長から紹介させていただ

きます。（席順に紹介）
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（４） 議事 

（事務局） 

  それでは、議事に入ります。議事の進行につきましては、大野会長に、ごあいさつと 

 共によろしくお願いします。 

（会 長） 

  お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。平成 26 年に歯科口腔保 

健推進条例並びに計画が制定されて 4 年経ちました。平成 29 年には中間評価がされて、 

むし歯の罹患率とか、歯周病の受診率の話に加えて口の機能、しゃべること、食べるこ 

と、飲むこと等評価しづらいけど考えていこうという風潮になってきました。2017 年に 

骨太の計画が閣議決定されて、全世代における健診と、入院患者や要介護の方への口腔 

機能管理の推進、充実の話がでてきています。2018 年の骨太は、その 2 つに加えてもう 

1 つ、地域における医科歯科連携の充実ということとで、医療の充実を図っていくとい 

う文言が示されてきました。かなり社会的にも歯科保健並びに医療というのは国民の生 

活の質を維持増進するために必要という認識のあらわれだと思っています。この会は将 

来的に非常に重要な会議の位置づけになってきます。みなさんそれぞれ専門の立場から 

十分審議していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、議事に入ります。議題 1 の「平成 29 年度浜松市歯科口腔保健事業の実績」

について事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

それでは、資料をご覧ください。1 ﾍﾟｰｼﾞの 1 平成 29 年度歯科口腔保健事業実績報告

の全区実績です。まず、妊娠期・乳幼児期です。妊婦歯科健康診査は、平成 28 年度と比

べますと 186 人減少しました。原因としては若年層の人口が減少傾向にあることが、影

響しています。1 歳 6 か月児歯科健康診査は、集団で行っており、医科の先生と発達の

ﾁｪｯｸ等もしながらいろんな職種の方とで行っていますが、受診率は、ほぼ 100％に近い

状況です。実績数が減少しているのは実際に出生数が減少していることを示しています。

そのため、2 歳児・3 歳児歯科健康診査、フッ化物塗布も実績がだんだん減っています。

逆に、健康教育等は 1 人の子どもにかける時間や手が多くさけるようになってきたこと

もあり、関心が高まっています。学齢期の結果は、基本的に教育委員会が所管している

事項です。健康増進課としては、その一部でフッ化物洗口の技術的支援をしたり、健康

教育の求めに応じています。成人期ですが、ママのための生活習慣予防教室、保護者歯

科検診はやはり対象となる人口の減少により少しずつ減っていますが、逆に歯周病検診

は増えました。これは、対象年齢を 40 歳以上から 30 歳以上へと拡充した影響です。ま

た成人歯科健康教育、市民公開講座について、参加者が増える傾向にあります。高齢期

ですが、成人歯科健康教育は減っている状況にあります。口腔ケア栄養改善支援事業は

平成 29 年度新規で行われました。口腔機能向上支援事業として行っていた平成 28 年以

前はなかなか参加者がいなかったですが、より多くの市民の方が参加できるよう組み換

えしました。歯科訪問診査、寝たきりにちかく、歯科医院に通院することが非常に難し

い方を対象としています。歯科医師会の先生方にお願いしていますが、倍近く増えまし

た。次に障がい者の歯科診療、施設健診ですが、これは前年度と概ね変わりませんでし

た。休日歯科診療も前年度とあまり変わらない状況です。
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これを区ごとに算出したのが、次のﾍﾟｰｼﾞです。概ねどの区でも同じサービスが行われ

ることを目標に行っています。しかし、実際には人口構成、職員の配置、日程等の関係

もあって必ずしも均一という状況ではありません。多少濃淡はありますが、それも区ご

との課題に沿った配分となっています。1 歳 6 か月児・2 歳児・3 歳児歯科健康診査、保

護者歯科検診は若年者の方が対象となりますが、どの区も回数が多く、参加者も多い状

況です。フッ化物塗布は全体で 105 回実施しました。歯科相談は、悩み事相談で来られ

る方が少なからずいます。親子すこやか相談も参加者が多い状況です。健康教育を詳し

く見ますと、離乳食教室、もぐもぐ元気っ子教室のような乳幼児を対象とした教室は関

心が高く、また保育所や幼稚園等の健康教育についても参加者が多い状況になっていま

す。歯周病検診、妊婦歯科健康診査には、どの区の方も利用できます。フッ化物洗口は、

7 区のすべてで実施できる体制となっています。小学校では、西区で実施されておりま

すが、ほかの区でも求めがあればいつでも応じることはできます。訪問歯科相談の利用

は若干名となっていますが、希望があった方に行くというしくみですので、サービスと

して提供していないわけではありません。歯科訪問診査、休日救急歯科診療、障がい者

歯科診療、障がい者施設健診はどの区に居住していても利用できます。歯と口の健康週

間事業ですが、多くの市民の方が関心を持って参加されています。 

さらに細かく見ていくと 3 ﾍﾟｰｼﾞ以降になります。妊婦歯科健診で約 7 割の方が要治療

になっていて、要指導を含めると約 9 割の方に所見があるという状況です。受診率は、4

割程度です。受診率は、制度が開始された平成 25 年度から少し上下はありますが、ほぼ

4 割となっています。区ごとですと、西区、東区、中区、浜北区は市全体より高く、天

竜区、南区、北区は低い傾向です。原因はよく分かりませんが、たとえば、母子健康手

帳を渡す時に重点的にＰＲした方がいいと感じています。 

4 ﾍﾟｰｼﾞ 1 歳 6 か月児歯科健康診査ですが、受診率はほぼ 100%です。そのうち、むし

歯のある子は 1%でした。2 歳児歯科健康診査ですが、こちらも全区で実施していて、む

し歯のある子は 1.6%、1 歳 6 か月の時点よりは多いですが、そんなに多くなったという

感じではありません。 

5 ﾍﾟｰｼﾞ 3 歳児歯科健康診査です。浜北区、天竜区は受診率が 10 割近くであり、その

他の区は 6 割から 7 割程度でした。むし歯のある子の割合は、減少傾向にあります。平

成 20 年には 16%ぐらいむし歯のある子がいましたが、平成 29 年度には 8.9%ですから、

半分近くまで減ってきています。 

6 ﾍﾟｰｼﾞ フッ化物洗口ですが、こちらは保育園・幼稚園・こども園の職員の方にご協

力いただき、週に何回かフッ化物の水溶液でうがいをする事業です。現在、市内の保育

所や幼稚園など 218 施設のうち、100 施設で実施しています。小学校は 1 校だけです。 

7 ﾍﾟｰｼﾞ 学齢期の学校歯科健康調査の結果です。こちらは、教育委員会、学校保健会

のﾃﾞｰﾀをもとに集計をしています。むし歯の本数について平成 28 年度と 29 年度あまり

変わらないように見えますが、経年的にみてみますと、平成 20 年度の中学 1 年生は一人

平均のむし歯数が1本を超えていましたが、減少する傾向を示しており、平成29年度は、

0.5 本程度となりました。また平成 10 年に小学校に入学した子は中学 3年生になるまで、

2 本くらいむし歯が増えていましたが、平成 18 年に入学した子は中学 3 年生になるまで

に 1.24 本くらいしか増えない状況で、全体的に改善しています。 
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8 ﾍﾟｰｼﾞ 成人期の保護者歯科検診ですが、3 歳児歯科健康診査（天竜区は 2 歳児）に

来られた保護者の方を対象に行っていますが、来られた方すべてが受けているわけでは

ありません。 

市民の方が歯科に対してどのくらい興味を持っているか、どういった歯科保健行動を

しているのかという指標として使っているのが、定期的な歯科検診の受診率、歯間部清

掃器具の使用率です。平成 20 年は定期的な歯科検診を受けているという回答は 25%でし

たが、平成 29 年には 35%くらいまで増えました。同じように歯間部清掃用具の使用率も

増えています。これらの結果から、市民の方々に歯の健康づくりに対する関心がだんだ

んと浸透していると考えています。 

9 ﾍﾟｰｼﾞ 歯周病検診です。こちらは歯科医師会に委託して 30 歳以上の方を対象に歯

周病やむし歯の健診を行っています。受診した方の中で定期的に歯科受診している方は

37.9％で、要治療の方は 57.7％でした。また、昨年度高齢者福祉課が浜松市歯科医師会

に委託して行った市民公開講座では、多数の方々がご来場いただきました。 

10 ﾍﾟｰｼﾞ 高齢期です。口腔機能向上事業が平成 28 年度まで行われていました。対象

は、介護保険サービスの対象ではないが、口腔機能が衰えていく懸念のある方が対象に

なっていましたが、それほどの利用はありませんでした。口腔機能が衰える前の段階で

歯や口の健康づくりに関心を持っていただくために、口腔ケア・栄養改善支援事業とし

て組み換えを行いました。その結果、たくさんの方々に関心を持っていただくことがで

きました。次に歯科訪問診査ですが、居宅等で療養しており、通院によって歯科医療を

受けるのが難しい方々に対し訪問して口の中を見る事業です。昨年に比べ利用者が増え

ました。89 人の利用者のうち、歯科訪問診療という形でフォローしていくという判断を

した方が 65 人でしたので、利用者の約３分の 2 が歯科訪問診療の対象であったというこ

とになります。 

11 ﾍﾟｰｼﾞ 障がい者の施設健診ですが、平成 28 年度より施設数は増えましたが、受診

者数は減りました。これは、利用者が少ない施設が増えたためと考えられます。歯の状

態については、総合判定の結果をご覧ください。平成 29 年度は「歯科治療の必要なし」

の項目がありません。これは、歯科保健計画の中で「かかりつけ歯科医院を持ちましょ

う」と言うのがゴールなので、「当面、治療の必要がない」という状態であっても、定期

受診を勧奨するという扱いとしました。従来の「歯科治療の必要なし」というカテゴリ

ーは、歯科治療必要・定期受診勧奨に含まれています。 

12 ﾍﾟｰｼﾞ 平成 29 年度の計画推進に関する行政の取組です。生涯にわたる歯科口腔保

健対策として、ライフステージに応じた各担当課の取組が紹介されています。 

次に、状況に応じた歯科口腔保健医療対策という項目ですが、災害時の歯科対策の検

討です。その他では、保健総務課や各区健康づくり課等の歯科の取組を紹介させていた

だいています。説明は以上です。 

（質問・意見）

（会 長） 

  平成 29 年度の実績報告がありました。各ステージ、生涯にわたって健診やいろいろな 

事業が行われています。むし歯の本数が減ったことが成人期、高齢期になってどういう 

いい事があるのか、何のために行っているのかもう少し因果関係がはっきりするものが 
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出てくるといいのかなと思います。何か質問はありますか？ 

（Ａ委員） 

  小学校のフッ化物洗口は浜松では 1 校だけですが、拡充するために健康増進課を離れ 

てもう少し広い範囲の枠組みで取り組むことは可能でしょうか？もう 1 つ気になる事は 

むし歯は減っていると言われていますが、健診に行くと 1 人でたくさん持っている子が

何人かいることです。その対策として保健師さんも含めて行っていると思いますが、も

う 1 つ地域におろして考えるとか、学校内でどう考えるか具体例が聞こえてこないので、

何か知る機会があればなと考えています。 

（事務局）

フッ化物洗口については、学校に投げかけてはいますが、学校は多忙を極めており、

働き方改革を進めようという現在の状況で、先生方の仕事が今より増えるということは

非常に難しくなっています。こちらとしては、できることからということで、幼稚園・

保育園等で少しずつでも広めようとしています。教育委員会の方には声掛けはしていき

たいのですが、思うようにいかない状況です。また、1 人で何本もむし歯を持っている

お子さんについては、むし歯だけでなく他にもネグレクト等の問題もあり、いろいろと

保健師が関わる機会が多い状況です。歯の事も考えながら保健指導を展開していくこと

を進めていきたいと思います。 

（Ｂ委員） 

  たくさんのむし歯のある子は家庭的に恵まれていないことが多く、最近子ども食堂を

やっていると聞きますが、そこに働きかけてはどうでしょう。 

（事務局） 

子ども食堂については市内 5 か所位です。市として補助金を出していないので、子育

て支援課でも把握しきれておりません。ボランティア活動の中で展開していただいてい

る状況です。ただ国の食育計画でそこに栄養士が関わっていくということが言われてい

ますので、関わり方については検討中です。 

（Ｃ委員） 

  浜松市は横の連携が取れていないように感じます。 

  むし歯に限らず、保育園だけでは救ってあげられない子がいたりします。義務があ

るので自分たちの管轄下である市に報告します。それとは別で家庭の方で夫婦ケンカ

等で警察が介入すると市の児相を通じて園に連絡があります。その家庭については、

担当課に挙げてあるのに全然つながっていない。そういうことがここ数年往々にして

あります。むし歯もネグレクトに関してはとても大いにありうるところですよと数年

前から言われています。もちろん歯科健診の結果は保護者に伝えるのですが、保護者

は興味がなく 1 年間に 1 回は歯科治療に行くよう言っても進まないし、その家庭のお

子さんに対しての保護というのはよほど何かないと観察もやめますと言ってきたりし

ます。浜松市で育てている子ども達なので、別にどこがいけないとかではなくみんな

でもう少し横の連携を密にしていって、保健師さんが中に入っていければ保護者も違

うのかなと思います。 

（会 長） 

  浜松市も連携を密にしていただき、こちらにも相談してください。 
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（Ｄ委員） 

  幼保児童対策委員会に幼稚園等の代表の方も見えていますが、口腔ケアについては、

歯科医師会の代表者の方からはでましたが、園の代表の方からはあまり聞かれません

でした。連携をとって、もっと声を出していただいた方がいいと思います。 

（Ｃ委員） 

  私も会に出て初めて感じたことです。目の前にいる子を救うことで精いっぱいです。

口の中にいく前段階で精一杯です。だから連携を密にとって、お母さんをもう少し助

けてあげていただけるのは市の横の連携なのではないかなと思います。 

（Ｄ委員） 

  どんどん発言してもらうことで、そういう意識を我々の方であげて、行政の方に我々

が望んでいることアピールできるのではないかと思います。 

（Ｅ委員） 

  今横軸の話になったのですが、条例と計画が平成 26 年に施行される前の平成 25 年

の歯科保健推進会議やワーキンググループで、当時の担当部長が各課をまたぎ横軸で

形にしたいと言われました。それまでの本市の歯科保健の計画は口腔保健医療センタ

ー条例の中の位置付けだったのが、上位の条例になって進んできた流れがあります。

今年の計画は必ず担当課が書かれていて見やすくなっています。関係する教育委員会

等の課長とは言わないが、職員の方も出席いただき生の声を聴けるようになれば、こ

の歯科保健推進計画が市をあげて取り組んでいる体制になると思います。 

（事務局） 

  今もネットワークづくりで、個のケースに関しての関係者の集まっている会議等はや

っていますし、それが区になったりして積み重ねている段階ですので、もう少し見守っ

てほしいです。 

（会 長） 

  包括ケアシステムみたいなものが、必要だと思います。 

（Ｆ委員） 

障がい者歯科のところで、システムについてチラシ配布やデータ送付をしていると

書かれています。今市内の小・中学校の発達支援級の在籍児童数が、教室が足りない

くらい増えています。浜松市の平成 29 年度の小学生全体の 3.3%が特別支援教育クラス

に通っています。14 年くらい前は手をつなぐ育成会が、地域の学校に通いたいという

ことで、教育委員会にお願いして学級を作っていただいていたのに、今はお願いしな

くてもクラスができているという時代に代わってきています。各区社会福祉課、社会

福祉協議会の窓口には障がい者歯科協力医一覧のチラシ等を置かれていますが、先ほ

どの横の連携ではないけど、医療と福祉が連携されていないと感じています。教室が

増えたため、経験のない普通級の担当の先生が従事するため、学校の事で精一杯だと

は思うのですが、学校は教育の場ではありますが、通う生徒にとっては生活の場でも

ありますので、学校でも歯科の健診はされていただいていると思いますが、親御さん

がなかなか通わせられない特別な状況の生徒さんたちに、ぜひ、先生方にも協力医シ

ステムを紹介していただきたい。私たちが参加する福祉の会議には、教育の方が参加

していないのが現実です。現実を知って、学校の先生方にもこういうシステムがあり、
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身近に協力医がたくさんいることを周知していただきたい。 

（Ｅ委員） 

  浜松市の学校保健会の方へ資料を持っていけばいいと思います。 

（Ｆ委員） 

  本当は家族全員が同じ歯医者さんに行くのがいいのは承知しているが、診療が難しい

子については、協力医があることを知っていただき、小さいうちから歯医者さんに通え

るようにしていあげてほしいです。 

（会 長） 

  この会に、関係各課が出ていただけるようにお願いしたい。 

（会 長） 

  それでは、「平成 29 年度歯科口腔保健事業実績報告」について了承することとしま

す。続きまして議題 2「平成 30 年度浜松市歯科口腔保健事業計画について」事務局か

ら説明をお願いします。 

（事務局） 

16 ﾍﾟｰｼﾞ 基本的に昨年度策定いたしました口腔保健推進計画の後期計画に沿う形で

事業の組み立てをしています。後期計画、前期計画に共通している基本的戦略として、

市民一人一人が生涯にわたって歯と口の健康の保持増進を図るこの 1 点につきます。こ

の実現をする手段として、「定期的に歯科健診を受けること」、「かかりつけ歯科医を持と

うということ」がキーワードとなっています。集団歯科健診で介入していくということ

ではなく、歯科医院が増えてきたこともあるので、日々の生活の中で日常的に歯科医院

を利用し、そちらで管理をしていただく方が、今ある社会資源を有効に使え、より効果

的にきめ細かく歯や口の健康づくりができるのではないかという考えで口腔保健推進計

画が練られています。その大きな流れをもとに作った事業計画ですが、昨年度と今年度

で大きく変わったところが、歯科健康診査の充実とフッ化物塗布事業の見直しです。 

平成 29 年度は、1 歳 6 か月児健診の時に希望者の方に自己負担なしでフッ化物塗布を

行い、2 歳～2 歳 3 か月までを対象に集団歯科健診と自己負担なしのフッ化物塗布行って

いました。その後もフッ化物塗布を継続することを希望される方に対しては、フッ化物

塗布事業を実施しているので事業で塗布を受けてもよいですし、かかりつけ歯科医で個

別に塗布を受けてもよいですよという状況でした。フッ化物塗布事業は、昨年度は 105

回実施して 5,744 人の実績がありました。それだけ多くの市民の方に必要性が理解され

て実施してきた事業ですが、保護者のニーズがむし歯予防だけでなく、歯並びや口腔機

能にも移ってまいりました。歯並びや口腔機能といった部分については、一度だけ健診

をしても判断するのが難しく、集団健診では担当する歯科医師が一定しておりませんの

でフォローしきれないという指摘もあったところから、かかりつけ歯科医を作って、む

し歯予防、口腔機能、歯並び等を総合的に診ていただいた方が、より的確な対応ができ

るのではないかという事で、事業の組み換えを行いました。歯科医院も増えてきている

ので、希望者が歯科医院に行ったとしても十分に対応できるという判断のもとで組換え

ております。フッ化物塗布の状況が、平成 30 年度にどのように変わったかといいますと、

1 歳 6 か月は同じです。2 歳児は対象の月齢を若干増やし、2 歳～2 歳 5 か月の間に 1 度
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健診と自己負担なしでフッ化物塗布を受けることができるようにしました。この部分は

対象者の拡充です。それに追加して、2 歳後期を設定しました。2 歳 6 か月～11 か月ま

での間も、１回歯科健診が無料で受けられますが、フッ化物塗布を希望される方は受益

者負担を求めることとしました。3～6 か月間隔でフッ化物塗布をすることがむし歯予防

には効果的ですので、昨年まで実施していたフッ化物塗布事業を利用してフッ化物塗布

を受けていた状況と実質的には変わっておりません。3 歳児歯科健診については、平成

29 年度まではフッ化物塗布は行っていなかったのですが、今年から希望があれば、受益

者負担はいただきますが受けることができるようにしました。あわせて、2 歳児健診や 3

歳児歯科健診に来られる方には「かかりつけ歯科医」でフッ化物塗布を継続して受けて

いくことを推奨していきます。 

この変更に合わせ、３歳児歯科健診を受診された保護者の方に対する保護者歯科検診

を取りやめ、30 歳以上の保護者の方には歯周病検診の受診券を発行するように変更しま

した。保護者歯科健診については、保護者が受診している間、会場を子どもが走り回っ

たりすることもあり、また、子ども飽きてしまうので、十分な説明ができないという指

摘もあり、安全を確保するという観点から、見直しをしました。保護者歯科健診を受け

たい方がまったくうけられなくなったというわけではなく、実際には、希望があれば子

どもにまったく関係なく、しっかりと話の出来る時間帯で歯科医院を受診することがで

きるように、歯周病検診の受診券を発行するという変更です。昨年度から歯周病検診の

対象年齢を 40 歳以上から 30 歳以上と拡充しましたので、保護者歯科検診を受診されて

いたかなりの部分が新たに対象者に含まれた状況です。 

この 2 件が、平成 30 年度に大きく変わったところです。 

続きまして口腔機能向上介護施設従事者研修です。今年度新規に行う予定です。歯と

口の健康づくりは生涯にわたって重要なことです。介護サービスの事業者の方を対象に

研修を行い、要介護者の方々やその前段階の方々の歯と口の健康に関する関心を高めて

いくことを目的としています。 

4 つめですが、口腔保健支援センターの設置を今年度中に行う予定です。10 月をめど

に設置という作業スケジュールですが、若干ずれる可能性はあります。先ほど話が出た

とおり、歯科保健という切り口だけでは対応できる範囲が限られてしまうので、組織横

断的な調整ができるような機能を考えていきたいと思っています。具体的内容としては

研修会、講演会を実施する。あるいは、歯科専門職に対する地域包括ケアシステムの構

築促進をはかる。市民の求めに応じた健康教育をやっていきます。センターというと建

物と作るというイメージがありますが、現実的なところとして建物を作るのではなく、

機能として担保できないかという検討をしています。この他、従前より実施している歯

科保健事業につきましては、引き続き実施していくことになっています。以上です。 

（会 長） 

ただ今、事務局から「平成３０年度 浜松市歯科口腔保健事業計画」について説明がご

ざいましたが、何かご質問はございませんか。    

（Ｃ委員）  

  先ほど口腔機能の話がありましたが、先日、園で歯科健診がありまして、指吸によ

る口腔機能の変形が指摘された子がとても多くありました。園では昔から指吸に関し



 - 10 - 

ては、子ども達が精神的効果をうけない範囲で眠ったら取ろうねと保護者にも伝えて

きたのですが、以前はあまりありませんでした。今回はとても多かったです。ある家

庭が歯科に相談に行ってくれて、その子は 3 歳になってある程度大人の話がわかるよ

うになっていたので、一緒に話を聞いて、いずれこうなってしまうと大変だよと、と

ても上手に話しをしてくれ、もうお兄ちゃんだからやめるようにすると言いました。

園では口の形が変わってしまうから保護者にやめさせて欲しいというのは、簡単なの

ですが、そこから先が繋がらなかったのが正直なところです。今年そういう事例があ

ったというところで、むし歯は減ったが将来形成しなければならない子どもを量産し

ているようなら、そこはよくないことだし、昔から指吸っていれば静かだから指吸わ

せておけばいいという人がいて、私たちが一生懸命伝えるのですが、歯医者ではない

ので軽くみられてしまいます。こうことも何か啓発していただきたく、市の方で考え

ていただけるとうれしいです。 

（事務局） 

  歯と口の機能は、最近、様々なところで話題に上っており、情報収集につとめてい

ます。話す方の立場によって、重点とすることが違ってきます。保育士さんとしては、

日常の保育をどうやっていくのか、お預かりしてからお迎えにくるまで、子どもたち

が過ごしやすく、安全にということで、他の視点からの指摘もいただいています。こ

の場で、この方向性でいきましょうという結論を出すのは難しいので、また専門家の

方々のご意見をききながら少しずつ対応できればと思っています。 

（Ａ委員） 

指しゃぶりについては歯科医の方も気にしていて、今までむし歯とか歯周病だけを

診ていましたが、機能というところに歯科医師会も重要視して診ていきます。歯が揃

っていても、飲めない子、食べられない子が結構多いです。子どもの時の原因で指し

ゃぶりもいけないよと言うと、舌を挟んでいます。そういう事は歯科医の方でも診ま

すので早めにお知らせいただければと思います。また先ほど話がありました障がい者

の歯科診療ですが、私たちも一般の方も診るけどハンディのある方も出来る範囲で診

ます。ただ診れる範囲にも限界があります。なかなか難しい方には浜松市独自の障が

い者のシステムがあります。口腔センター所長は障がい者歯科専門の方なので、こち

らの方で診ることもできます。それでキャッチボールしながら、できたら管理は歯科

医の方で診ながら、連携を組むシステムを歯科医師会の方で作っていますので、心配

しないでください。親もハンディがある方も一緒に診れることが理想だと思いますが、

歯科医師すべてが対応できないし、対応できる歯科医師もすべてできるわけではない

ことを、ご理解いただきたい。 

（会 長） 

健診の結果がどうなっているのか教えていただき、ためになっています。こちらも

対応していきます。 

（Ｅ委員） 

  昨年度の第 2 回歯科保健推進会議の中で平成 30 年度の計画で歯科専門職に対する特

殊歯科診療連携推進研修がありましたが、口腔保健支援センターを設置した上で行う

と、捉えてよろしいでしょうか。 
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（事務局） 

  研修は単発で行うのではなく、口腔保健支援センターという大枠の中での歯科的な

話題、地域包括ケアシステムに対して歯科がどう関わっていけばいいのか、ハンディ

のある方にどうやって十分な歯科医療を提供できるのかを考えていかないといけない

と思っております。 

（Ａ委員） 

  口腔保健支援センターですが、この課からはみ出た枠組みも十分考えていると理解

してよろしいですか。障がい者の方、地域包括となると他の課ともまたがるわけなの

で、他の課とも連携が取れる立ち位置で設置されるということでいいですね。 

（事務局） 

  設置してからどう動けるかわかりませんが、課内で留めるイメージはありません。 

（会   長） 

    講演会、研修会の実施とか調査研究とか、センターの機能はこれに限られてしまう

のですか。浜松の状態がどうなのかセンター中心に資料を集めるなどしていただけま

すか。 

（事務局） 

  今ここではっきりした形でお示しする状況ではありませんが、基本的に参考にして

いますのが、歯科口腔保健の推進に関する法律です。その中の 15 条に保健所を設置す

る市は口腔保健支援センターを設けることができるとなっています。その中で法律上

示されているのが、歯科口腔保健に関する知識の普及啓発、定期的に歯科検診を受け

ること等の勧奨、障がい者が定期的に歯科検診をうけることのための政策等、歯科疾

患予防のための措置、あるいは口腔の健康に関する調査及び研究の推進ということで

す。どこまで担保できるか、なるべくたくさんやっていくという形になっていくと思

いますが、本市の特殊性というものもご意見いただければ、参考にして方向性を決め

ていこうと思っています。 

（会   長） 

  先ほどから言われているように、健康増進課だけのセンターだけでなく、健康福祉

部からのセンターであってほしいと切に願います。  

（事務局） 

  他市の状況、静岡県の状況を参考にしながら、どういったあり方がよいのか検討し

ていきたいと思います。 

（Ａ委員） 

  他市、他県より浜松市が 1 歩進んだところを出していただきたいなと考えます。 

（Ｇ委員） 

  指しゃぶりをする孫がいて、かかりつけ歯科医も持っています。定期的に歯医者に

親子で行っていて、子どもは子どもだけで、親は親だけで曜日を設定しています。理

由を聞いたら自分が診てもらっている時、子供が居ると先生と話が出来ないからとい

うことでした。先ほどの話を聞いて少し安心しました。また、小学校 3 年生の孫もい

つも口の中を診てもらっているので、かかりつけ歯科医の先生もよく診てくれました。 
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  もう一つ関わっているのが高齢者です。よく言うのがこの会場に来るまで元気でい

るためには、食べられないとだめだよ、食べるためには歯をちゃんとしようね、多少

堅い物も食べて、入れ歯の人も定期的な健診が必要だよ、そしておいしいものを食べ

て楽しく過ごそうね、というのをヘルスボランティアやカフェでやっています。先日

地域でお年寄りとの交流会のカフェをやろうといたら、協働センターからストップが

かかり、内容の確認もなくカフェがブラジル人の集まりだと思われました。違うこと

をどこに言えばいいかと尋ねたら、それぞれの部があるという説明でした。誰に聞い

ても分かるようにしていただきたいです。私たちがサロンやカフェでやっている事は

末端の事です。 

（会 長） 

ほかにないようでしたら、これで質疑を終了したいと思います。それでは、議題 2 の、

「平成 30 年度浜松市歯科口腔保健事業計画」についてはこれでよろしいでしょうか。そ

れでは、議題 2 は了承することとします。 

続きまして、議題 3 の「その他」について、せっかくの機会ですので、何かご質問や

ご意見ございませんか。 

ないようですので、これまでのご意見を参考に、今後も歯科保健の推進に積極的に取

り組んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ほかに、事務局から連絡

事項などありましたらお願いします。 

（事務局） 

それでは、連絡事項を申し上げます。次回の推進会議の開催ですが、来年の 2 月の木

曜日、午後 1 時 30 分からを予定しております。会場は口腔保健医療センターです。なお、

会議の開催日が近づいた時に、改めてご案内を差し上げますので、よろしくお願いいた

します。 

（会 長） 

  それでは、以上をもちまして、平成 30 年度第 1 回浜松市歯科保健推進会議を閉会しま 

す。熱心にご討議いただきましてありがとうございました。 


