資料４－２
平成 29 年度 第４回歯科口腔保健推進検討会 （議事要旨）
日時：平成 29 年 12 月８日（金）19 時～21 時
場所：スペースアルファ三宮
司会：中山 保健課長
１、開会
２、あいさつ（三木局長）
３、報告
（１） 神戸市歯科口腔保健推進検討会（平成 29 年 10 月 11 日）議事要旨について（資料３）
（２） 口腔がん検診について（資料４）
委 員―11 月初旬から受付を開始したが、申し込みが多数ありそれに対応するため、検診日を
５回程増やすことにし、年度内は取りあえずこれで進めていく。
委 員―12 月７日に１回目の口腔がん検診を実施したので、その様子について報告する。
12 人の予定が、１人は体調不良で欠席で、検診数は 11 人（男性４人・女性７人）。1
人当たりの検診所要時間は５～10 分程度。気になる症例として、カンジダ、口内炎の
繰り返し、頬粘膜の咬傷等で、すべて異常なし。検診方法は、ベルスコープ（蛍光検
査）を使って非常に丁寧な検診で、検診人数は３時間で 12 人、30 分で２人だが、30
分で３人は可能とのことで、次回口腔がん委員会で協議をする予定である。
委 員―年齢の内訳は、どのようになっているのか。
委 員―40 代：２人、50 代：２人、60 代：４人、70 代：３人である。
委 員―そこであやしいとなったら、病院に紹介するという形は出来上がっているのか。
委 員―情報提供書を作っているので、それを使って、がんを扱っている病院に紹介と言うこ
とになる。現在、神戸大学附属病院、神戸市立医療センター中央市民病院に紹介する
こととしている。
（３） 訪問口腔ケアについて（資料５）
委 員―４～10 月までの実施報告である。実施数は上がり、地域も広がってきている。神戸市
医師会会員診療所や薬剤師会会員薬局等に、ポスター等を配布しているので、そうい
う窓口からも広がっていくことを期待している。裏面は平成 29 年度第２回の研修会の
案内で、実習を含めた形での研修会を予定している。会員及び歯科衛生士会に周知し、
参加した歯科診療所、歯科衛生士を対象に今後も事業を広めていきたい。
委 員―11 月 17 日に神戸市歯科医師会の依頼で、
「医療介護サポートセンターコーディネータ
ー研修会」で、訪問口腔ケア事業の説明をした。訪問口腔ケアの依頼をする対象につ
いて、具体的に実際の口の中の資料を用いて説明をしたところ、わかりやすかったと
の反応であった。
委 員―実施状況を見ると、東灘区と長田区だけは実施していて、最近やっとその他の地域に
も広がったが、何か理由はあるのか。
委 員―高齢福祉委員会の努力で徐々に周知されてきたが、推進している歯科医院が複数の居
宅を訪問して、今後増えていくかと思う。

４ 議 題
（１）
「こうべ歯と口の健康づくりプラン（第 2 次）
」
（案）について（資料６）事務局より説明
委 員―青少年期の行政の取り組みのところで、
「学校や家庭でのフッ化物洗口について調査・
検討する」となっていたが、家庭は抜いたのか。
事務局―家庭については、推進方策と関係機関の取り組みの中に、家庭、保護者と言う形で入
れてある。
委 員―周術期口腔機能管理のところに、
「薬の副作用による口への影響」の欄に、特定の血圧
降下剤なのだが、歯肉の肥厚が見られると言うことを追記できないか。
事務局―検討する。
委 員―以前はコラムが「かみごたえのある話」となっていたように思うが、今回はコラムと
本文との差別化が図られていなくてわかりにくいので、何か工夫した方がよいのでは。
事務局―現行の「こうべ歯と口の健康づくりプラン」では、
「歯ごたえのある話」となっている
が、今回、歯科口腔保健ということで、口を前面に出したいという思いで、歯ではな
く「かみごたえのある話」とした。いいタイトルが思いつかないので、皆様のお知恵
をお借りしたい。
委 員―「歯みがきなどで歯垢をとる」なっていたが、「歯垢をとる」になり、課題で、「歯垢
をとるためには歯間清掃用具を使う必要がある」と言い切っている。そうなると「歯
ブラシ」は入らないのかと思われるので、歯ブラシに追加する形で、表現できないか。
事務局―歯みがきではなく歯ブラシとの指摘があり、この表現になった。
「歯ブラシや歯間清掃
用具」というようにもう少しわかりやすくできたらと思う。
委 員―高齢者のところで、
「口腔機能低下者の割合」と出ているが、どのような評価で出てき
たのか。大規模市の平均よりも自覚している人の割合が高いと言うグラフもあり、何
を基準に口腔機能低下者としているのか。
事務局―口腔機能低下の定義は、基本チェックリストの「半年前に比べてかたい物が食べにく
くなりましたか」「お茶や汁物などでむせますか」「口の渇きが気になりますか」の３
項目のうち２項目に該当した人であり、本人の申告になっている。
委 員―「フッ化物を利用する」ところで、フッ化物塗布・洗口・歯みがき剤となっているが、
それぞれに、フッ化物洗口・フッ化物含有歯みがき剤とした方が分かりやすい。
委 員―「定期的に受診するかかりつけ歯科医をもつ」のところの課題で、かかりつけ歯科医
を持っていても、定期的に受診していないとなっているが、定期的に受診していない
方は、かかりつけ歯科医を持っていないことだと思うが。
事務局―かかりつけ歯科医の定義は難しく、歯科関係者が考える「かかりつけ」と市民が考え
る「かかりつけ」の意味には隔たりがある。
委 員―表題と、課題に矛盾がある。かかりつけ歯科医を持っていると言うけれども、定期的
に受診する本来のかかりつけ歯科医ではないのではとの意味があると思われる。
委 員―動向と言うところで、矢印が上向いたり下向いたりしているが、矢印の説明がなけれ
ば分かりにくいのではないか。
事務局―言葉で説明を入れ、分かりやすくしたい。
委 員―むし歯菌は赤ちゃんにだ液を介してうつるとなっているが、むし歯菌だけでなく歯周

病菌もうつるというような論文が、最近出てきていると聞いたのだがどうなのか。
事務局―歯周病専門医である「歯科口腔保健推進懇話会」会長の著書に、歯周病菌もむし歯も
だ液を介してうつるが、むし歯菌は乳幼児期に養育者等からうつるが、歯周病菌がう
つるのは 18 歳以降とありそれを参考に記載している。
委 員―学校でのフッ化物洗口の実施について調査・検討するとなっているが、実施に向けて
とならないか。
事務局―かなり頑張ってこの記述にさせていただいたので、これでお願いしたい。
委 員―誤嚥性肺炎の予防には口腔ケアが重要となっているが、口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防
だけになっているのが残念に思う。第 1 章の目標の中で、生涯自分の口でおいしく食
べるとなっているのに、それが介護の部分になると抜けている。口腔機能を低下させ
ず、食べることを支援するということも含めてほしい。
また、課題の口腔機能維持管理指導というのは、市民には分かりにくい。
事務局―前回の計画と比べて、介護保険、障害者への施策が変化しているのに、取り込めてな
い。
「介護が必要な高齢者への対策」は元々寝たきり高齢者への、要介護３～５あたり
のみが対象と思われる。
「高齢者入所施設において、定期的な歯科健診を実施している
割合」と言うのは特養と思うが、「サービス付高齢者住宅」はどうなっているのか。
例えば「地域包括ケアに向けた取り組み」として、訪問看護であったり、訪問口腔ケ
アの中での摂食指導の視点がいるのでは。
障害者で、こうべ市歯科センターが連携している施設は、ほとんど公立施設と思うが、
今、保健福祉局の所管で「放課後ディ」というところがあり、昔でいう知的障害の通
所・入所施設の子が来ている。学童保育は法定制度ではないが、
「放課後ディ」は国の
自立支援の一つの施策であるので、通所施設と同じ位置づけになるが、そこに対する
医療ケアが問題になっており、専門医や嘱託医がいるかなど、国が制度改正を考えて
いるようだ。センターとしてそこに対する取り組み等でご意見があったら伺いたい。
障害者の施設は大変増えており、平成 19 年と比べると３倍位になっている。
委 員―センターでの取り組みとして、当初は公的な施設だけでもすべて関与したいと考えて
いたが、進めていないのが現状である。市立の施設も民間に移管されてきて、施設自
体が増えてきているが、実際には全体に対応するマンパワーが歯科センターだけでは
難しい。
事務局―障害者の福祉サービスは増えているが、障害者に対する歯科診療は特有のノウハウが
あり、今は歯科センターで実施している。しかし、障害者の数が増えており、特に発
達障害が学校教育の中でセレクトされて、障害者になってきている。発達障害に対し
て、先生方がどう対応していくのかを、書くのはここしかないと思うがいかがか。
また、同じような問題が認知症。有識者会議で、認知症の診断をある程度義務づけよ
うと今条例に入れており、認知症が今まではグレーゾーンであったが、認知症前の
MCI も含めて診断してみようとなった時に、先生方がどのように取り組むのかは必要
ではないか。
認知症は地域包括ケアのなかで書いていったらよいと思うが、障害者施策については、
ぜひ、先生方のご意見を地域でどのようになっているのかも含め聞きたい。

委 員―こうべ市歯科センターが出来た頃のいわゆる治療施設ではなく、予防や、一生続く支
援が問題になってきている。障害者の権利擁護の観点から、合理的配慮とか色々な言
葉の説明のポスターがいろんな場所に掲示してある。私がいる長田区も「放課後ディ」
は非常に多いので調査を考えている。こうべ市歯科センターとして、施設健診は行っ
ていると思うが、
「放課後ディ」へ着手は今のところないのか。
ないようであれば、今後の問題なので、検討していく方向でよいか。
事務局―センターでの麻酔手術の対象は、重度の知的障害や色々な障害を持たれる方と思う。
学校期は学校保健でカバーできるが、学校を出て地域に戻ったときに、作業所や就労
事業所に行っているケースが多いと思う。そのような方が地域の歯科医院に行ってい
るのかが気になる。障害者の方は生活習慣病も早く出る傾向があり、歯周病はどのよ
うになっているのか。学校の時には歯みがき等もできているはずだがその後はどうか。
今の実情だけでも教えてほしい。
委 員―こうべ市歯科センター開所時に、受付に関する制約をなくし、身体障害者や療育手帳
の有無を問わないと言うことで、様々な方が来られている。狭義の心身障害者から認
知症、高齢者、発達障害、統合失調症等、地域の診療所で対応困難な方という範疇で
診ている。通所施設にも一部行っているが、徐々に歯が喪失し、義歯の対応もできて
いない、重度の歯周病の方も多数おり、このような方をどうするのかは非常に大きな
課題である。
「歯と口の健康づくりプラン」の中では、まず健診が大切で、今後どうするかという
話になった時に、センター単独での定点の話では解決はできず、歯科医師会として全
会員を集めたスケールメリットを生かした施策をスピードアップさせて対応していき
たい。
委 員―センターで全身麻酔の治療をしている方のうち、障害手帳の対象ではない非協力児と
言われるような方で、そこにあてはまる方が何人かいると思う。病院で診ていると、
歯科医院に行っても治療がスムーズに出来ない方で軽度の自閉症や、発達障害の方が
非常に多い。歯科医院からは障害児ではなく非協力児で来院するが、受診しても治療
がうまく出来ず、どこかに行くようにというような形でのケースは幾つかあると思う
が、私達がそれを把握するのは難しい。認知症に関しては、長田区でも医療・介護連
携協議会ができて、徐々に進んできており、歯科医師会の方でも対応は可能と思うが、
問題は子どもの方だと思う。
委 員―神戸市歯科口腔保健推進懇話会委員から、障害の方を診れる歯医者はいないのか、セ
ンターでは予約を取ったり、行くのが難しいこともあるので、地域で対応できないの
か、相談された。現実に障害者の方を診ているが、親が年を取ってきて対応できなく
なってきている。
委 員―発達障害の子どもとか診ているが、本人の年齢も高くなってくる。地域で障害者を受
け入れられる歯科医院が、どれだけあるのかが問題だと思う。
委 員―神戸市で障害者の診療が始まった当初は、センターで診るが将来的には地域の歯科医
院で受け入れていくとの目標があったように思う。障害者への歯科保健対策の部分が、
治療がメインになっているのが少し古いのではないかと思われる。口腔の健康をどの

ように維持していくのかと言うようなことも必要ではないか。歯科治療だけではなく、
摂食嚥下に問題があるケースも多々あるので、それらも含めた歯科口腔保健対策があ
ればよいのではないか。
委 員―高齢者対策の中で、口腔機能向上の事業があるが、それを取り扱っている事業所が少
ないし、受講者も少ないとのことであるが、そのあたりで何か書けないか。
（２）オーラルフレイルについて（資料７）
事務局―「平成 29 年度 神戸市地域包括ケア推進部会講演会」（平成 29 年 11 月 16 日開催）
時の資料を基に説明
委 員―神戸市として今後フレイルについては取り組んでいくが、オーラルフレイルについて
も取り組んで行かなければならないと思うが。
事務局―「神戸市地域包括ケア推進部会 講演会」について説明
「これからの神戸市の介護予防の方向性」ということで、65 歳のフレイルチェックは
健康部と一緒にやっているが、介護予防事業の中でも実施していくことで介護予防に
資するようにしたい。基本的には地域の方々自らが意識をもってもらい取り組んでい
く仕組みづくりをしていきたい。閉じこもりになると、筋肉や食欲が落ち、オーラル
フレイルになっていくという負の連鎖が起こってくる。地域の方々にいかに交流して
もらうかについて取り組んでいきたい。
委 員―歯科関係者としてもこれに関わるかということは、大きな問題だと思う。
ポピュレーションアプローチや 2 次予防に関わる事業だと思うが、この中でオーラル
フレイルについては咀嚼の改善は必須で、口腔ケアだけで栄養が改善されるのは難し
い。歯の抜けたところを回復して初めてできることなので、歯科への受診勧奨も入れ
てほしい。
事務局―治療より予防と考えている。オーラルフレイルというのは、まず噛む力で、噛もうと
思ったら歯がいるので、修復すれば噛めるようになる。メタボリックシンドロームの
パラドックスで、BMI が少ない人ほど死亡率や介護リスクが高まる。サルコペニアが
日本人の一番の介護リスクということであれば、歯科医師会にどれだけ協力いただけ
るかは非常に大事になる。特に今から団塊の世代への対応が重要で、義歯も含めしっ
かり歯を保持することが、認知症予防にもなるということが一番の介護予防対策であ
ろうと思う。これは歯科医師だけでなく、歯科衛生士あるいは、言語聴覚士等も入っ
ていただくことになると思う。実際に噛もうと思ったら歯が必要だ。
委 員―介護保険の中の介護予防教室へ指導に行っているが、来られている方々は歯がきれい
で、かかりつけ歯科医も持ち前向きな方が多い。むしろ来られない方をどのように拾
い上げていくか、歯科医療に繋げていくかを今後考えなければならないと思う。
委 員―認知症サポーターは知名度が上がってきているが、今後は「フレイルサポーター」
「オ
ーラルフレイルサポーター」も視野に入れていかなくてはならないと思う。
（４） 歯科口腔保健推進関連会議スケジュール（予定）について（資料８）
事務局―12 月 26 日の懇話会終了後に、パブリックコメントを 1 ヶ月間、１月～２月にかけて
予定している。その後、懇話会と検討会を３月当たりに開催し、検討会では来年度予
算についての説明、懇話会では、パブリックコメント終了後の、プランの最終案を提

示したいと考えている。
（５） その他、情報交換
事務局―「くちビルディング選手権」
（資料９）について説明
10 月１日（日）に「こうべ福祉・健康フェア」を開催した中で実施した。
閉会

