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日 時：平成２８年２月４日（木）午後６時３０分開会 
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  １．開  会 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） 予定の開始時間よりも少し早いのですけれども、本

日の出席者が全員そろいましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 ただいまから、第１回歯科口腔保健部会を開会させていただきます。 

 このたびは、ご多忙にもかかわらず、歯科口腔保健部会の委員をお引き受けいただき、

まことにありがとうございます。この場をお借りし、改めてお礼を申し上げます。 

 なお、委員委嘱状につきましては、申しわけございませんが、机上に置かせていただい

ております。 

 本日の部会の進行を務めさせていただきます、保健所健康企画課歯科保健担当係長の檜

田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここから先は、着席にて進行させていただきたいと思います。 

 本日の委員の出席状況ですが、委員１３名中１２名の出席となっており、過半数を超え

ていることから、札幌市健康づくり推進協議会規則第３条３項の規定により、本日の会議

は成立することをご報告いたします。 

 お手元の会議次第に従い、進行させていただきます。 

 会議終了は、おおむね２０時３０分ごろを予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 会議の内容は、市民へ公開することを原則としておりますので、会議録を作成の上、札

幌市の公式ホームページ上で公表したいと考えております。つきましては、会議の内容を

録音させていただきますので、あらかじめご了承いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 また、ご発言の際には、マイクをお使いただきますよう、あわせてお願いいたします。 

 それでは、机上の配付物を確認させていただきます。 

 会議次第、委員名簿、資料は、ファイルの中に資料１から資料９までと、参考としまし

て、チラシ等が入っております。 

 不足している資料がございましたら、お申しつけください。 

 なお、一部の資料につきましては、事前にお送りした資料から変更しておりますので、

本日はお手元の資料をご覧くださいますようお願いいたします。 

 

◎挨 拶 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） それでは、開会に当たりまして、札幌市保健福祉局

保健所母子保健・歯科保健担当部長の請井から、一言、ご挨拶を申し上げます。 

○請井母子保健・歯科保健担当部長 母子保健・歯科保健担当部長の請井でございます。 

 皆様には、歯科口腔保健部会の委員をお受けいただきまして、ありがとうございます。 

 また、本日、足元の悪い中を、夜分にお集まりいただいておりまして、ありがとうござ

います。重ねてお礼を申し上げます。 
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 歯科口腔保健部会につきましては、昨年の夏ごろに、今後の札幌市の歯科口腔保健の進

め方、あり方についてご検討いただくということで、一旦、ご説明を差し上げておりまし

た。その後、今年度から５カ年の中期実施計画、アクションプラン２０１５というものが

策定されまして、その中で歯科保健推進計画の策定が計画事業として搭載されたところで

ございます。したがいまして、今回の歯科口腔保健部会では、計画策定に向けたご提言を

おまとめいただくことを考えております。 

 これから、現況等をご説明させていただきますけれども、ぜひ皆様には活発なご議論を

いただきまして、今後の札幌市の歯科口腔保健の進む道について、ご議論いただきまして、

おまとめをいただく、その後、私どもがそれをいただきまして計画という形に持っていく

ことになっておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 簡単ではございますけれども、開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

  ２．委員紹介 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） それでは、次第に従いまして、委員の皆様のご紹介

をさせていただきます。 

 お手元の委員名簿をご覧いただきたいと思います。この名簿順に沿いまして、委員の皆

様のご紹介をさせていただきます。恐れ入りますが、ご紹介をさせていただいた方は、そ

の場に起立の上、ご挨拶をいただきますようお願い申し上げます。 

 市民公募委員の阿部文雄委員でございます。 

 一般社団法人札幌市医師会地域保健部長の枝村正人委員でございます。 

 札幌市小学校長会会計の金子博之委員でございます。 

 一般社団法人北海道歯科衛生士会札幌支部支部長の小林元子委員でございます。 

 一般社団法人札幌歯科医師会理事の高橋一行委員でございます。 

 北海道大学大学院医学研究科社会医学講座公衆衛生学分野教授の玉腰暁子委員でござい

ます。 

 北海道国民健康保険団体連合会事務局長の野宮修治委員でございます。 

 札幌市厚別区介護予防センターもみじ台の林孝之委員でございます。 

 北海道公立大学法人札幌市医科大学医学部口腔外科学講座准教授の宮﨑晃亘委員でござ

います。 

 公益社団法人北海道栄養士会常任理事札幌石狩支部支部長の吉田めぐみ委員でございま

す。 

 一般社団法人札幌市私立保育園連盟副会長の向川泰弘委員でございます。 

 芸術の森地区連合会女性部長の三上良子委員でございます。 

 続きまして、本日、業務の都合によりご欠席されている委員につきましてご報告いたし

ます。 
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 一般社団法人札幌青年会議所副理事長の森田宣広委員でございます。 

 以上、１名の委員が欠席となっております。 

 また、本日は、当部会を所管しております保健所健康企画課の職員が同席しております。 

 

  ３．部会長及び副部会長の選任について 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） 続きまして、部会長及び副部会長の選任についてで

ございます。 

 部会長、副部会長につきましては、当部会の運営に関する事項を定めております札幌市

健康づくり推進協議会規則第６条第２項にて、互選により選任することとなっております

が、いかがいたしましょうか。 

○小林委員 事務局一任でよろしいのではないでしょうか。 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） ただいま、事務局一任の声がありました。 

 事務局から案を示させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） それでは、事務局案といたしましては、高橋委員に

部会長を、副部会長には玉腰委員にお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） ご承認いただけましたので、歯科口腔保健部会部会

長に高橋委員、副部会長に玉腰委員にご就任いただくことになりました。よろしくお願い

いたします。 

 高橋部会長、玉腰副部会長におかれましては、前方の部会長席、副部会長席へご移動い

ただきますようお願いいたします。 

〔部会長、副部会長は所定の席に着く〕 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） それでは、部会長、副部会長からご挨拶をいただき

たいと思います。 

 高橋部会長からご挨拶をお願いいたします。 

○高橋部会長 皆さん、こんばんは。 

 ただいま、札幌市の健康づくり推進協議会歯科口腔保健部会の部会長にご指名をいただ

きました高橋でございます。改めて、よろしくお願いいたします。 

 今、請井部長からもご説明がありましたように、札幌市としての保健事業に対して提言

をしていくということで非常に責任を感じております。私一人では、この仕事をやり遂げ

るのは非常に難しいと思いますので、こちらにいらっしゃいます玉腰副部会長並びに委員

の先生方のお力添えをいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） 次に、玉腰副部会長からご挨拶をお願いいたします。 

○玉腰副部会長 ご指名をいただきました玉腰です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私自身は、歯科口腔を特に専門にしているわけではありませんので、部会長を助け、委
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員の先生方の力を借りて、役を務められればと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） それでは、これから先は、高橋部会長に進行をお願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ４．議  事 

○高橋部会長 それでは、先ほどご説明がございましたお手元にある次第に沿いまして議

事を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題（１）歯科口腔保健部会の開催スケジュールと検討内容についてでござ

います。 

 事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） それでは、お手元の資料３の歯科口腔保健部会の開

催スケジュールと検討内容（案）をご覧ください。 

 先ほどの請井部長の挨拶にもございましたが、本部会の検討結果を提言としてまとめて

いただき、私どもで、仮称ですが、歯科保健推進計画に盛り込ませていただくこととして

おります。 

 今後の日程ですが、今年度は１回、平成２８年度は４月から７月上旬ごろまでに３回の

開催を予定しております。 

 各回の検討内容（案）でございますが、本日、第１回目につきましては、札幌市におけ

る現状と課題についてご説明し、札幌市として特に取り組むべき課題の項目など方向性に

ついてご検討いただきたいと思います。 

 第２回、第３回、第４回は、課題や項目について個別の検討をしていただき、第４回目

には計画策定に向けた提言を取りまとめていただくことを考えております。 

 私からは以上でございます。 

○高橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま、事務局から本部会の開催スケジュール、検討内容についてご説明

がございました。 

 資料３でございますが、この件に関しまして、お集まりの委員からご質問等をお受けし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高橋部会長 それでは、このスケジュールと検討内容（案）をもって今後の協議を進め

てまいりたいと思います。 

 今後、審議を進める中で変更等の場合もありますが、その際はご了承のほどをご協力よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、議題（２）に入らせていただきます。 

 札幌市の歯科口腔保健の現状と課題について、事務局よりご説明をお願いいたします。 
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○事務局（檜田歯科保健担当係長） 札幌市の歯科口腔保健の現状と課題についてご説明

いたします。 

 お手元の資料４、資料５をご覧ください。 

 資料４は、ライフステージごとの特徴と札幌市の現状と課題をまとめたものです。課題

は、案として示しております。また、資料５は、現在のデータをまとめたものでございま

す。 

 それでは、資料４－１をご覧ください。 

 乳幼児の特徴でございますが、乳歯がそろい、噛む、飲み込むなど口腔の機能を獲得す

る時期でございます。加えて、歯みがきや食習慣などを身につける重要な時期です。また、

虐待を受けている子どもには、むし歯の多発や外傷など口腔内環境の悪化が見られる傾向

があります。札幌市では、母子保健法に基づき、乳幼児健診の中で１歳６カ月児、３歳児

の歯科健診を実施しております。その結果から、乳幼児期の現状についてご説明いたしま

す。 

 資料５－３をご覧ください。 

 １歳６カ月児の歯科健診の結果です。この時期のむし歯のある児の割合は、約２％程度

です。しかし、現在、むし歯はないけれども、生活習慣などから、将来、むし歯の発症が

予想されるＯ２型は、最近、１０年間では増加傾向にあります。 

 次に、資料５－４になります。 

 ３歳児健診の結果でございます。むし歯のない３歳児の割合は、平成２６年度の速報値

でございますが、８３．３％ということで、１０年間で増加傾向にあり、ほぼ全国平均と

並んでおります。 

 飛びまして、資料５－６でございます。 

 こちらは、３歳児の不正咬合の割合を示しております。乳歯列の不正咬合の改善は、口

腔機能を獲得する上では重要な意義があることから、基本的事項【参照：資料９】でござ

いますが、乳歯列が完成するこの時期に具体的な指標を設定しております。札幌市の平成

２６年度の現状は、不正咬合のある児の割合は１３．５％と全国平均とほぼ同様でござい

ます。まだ発達段階であることから、歯科健診後の指導としては、かかりつけ歯科医での

定期健診や保護者の不安が強い場合は専門医の受診を勧奨しております。 

 資料ですが、戻りまして資料５－５をご覧いただきたいと思います。 

 上段は、むし歯のない１歳６カ月児、３歳児の割合を区ごとに比較しております。むし

歯のない３歳児の割合は、最も高い区と最も低い区では１１ポイントの差があります。 

 中段は、かかりつけ歯科医のある児の割合です。こちらは、平成２３年のデータでござ

いますが、１歳６カ月児では４２．７％、３歳児では５９．８％でした。 

 下段でございますが、こちらはフッ素塗布を受けた３歳児の割合です。こちらも、平成

２３年度のデータで７１．３％、平成２６年度は３歳児健診の問診票（アンケート）の結

果でございますが、６３．２％と若干減少しております。 
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 次に、資料４－１にお戻りください。 

 乳幼児の課題でございますが、むし歯のない３歳児の割合は増加傾向にありますが、区

ごとの比較では１１ポイントの差があり、今後は区の状況に応じた対策を講じることが必

要であること、また、１歳６カ月児から３歳児までにむし歯の割合がふえることから、早

い時期からかかりつけ歯科医を持ち、フッ化物を適切に利用することについての普及啓発

に取り組むことが課題であると考えております。 

 次に、資料４－２をご覧ください。 

 学齢期の特徴ですが、永久歯列が完成する時期です。生え変わりの時期は、口の中が複

雑で歯がみがきづらく、生えたての永久歯は非常にむし歯にやりやすい時期です。また、

小学生の高学年からは歯肉炎の発症とむし歯が多発する時期です。生涯を通じて口の健康

を守るための生活習慣を身につける時期であることも特徴の一つです。 

 次に、資料５－７でございますが、こちらは学校歯科健診の結果から、１２歳のむし歯

のない児の割合を示しております。学校歯科健診は、学校保健安全法に基づいて年に１度

実施しております。むし歯のない１２歳児の割合は、平成２６年度ですが、５１．８％と

減少傾向にありますが、全国平均の６０．４％を下回っております。 

 次に、資料５－８になります。 

 こちらは、１２歳児の１人平均のむし歯の本数です。札幌市の場合は、文部科学省が実

施しております学校保健統計調査の対象となった学校のデータを出しております。ここで

いうむし歯でございますけれども、むし歯で治療をしていない歯、治療済みの歯、むし歯

で抜いた歯、これらを加えたものをむし歯として本数を数えております。平成２６年度は

１．４本、経年的には減少傾向にございますが、全国平均の１．０本を上回っております。 

 また、資料５－９ですが、歯肉に炎症がある歯肉炎と診断された１２歳児の割合です。

札幌市は２．６％と減少傾向であり、全国平均の３．８％を下回っております。 

 ここで、資料４－２にお戻りください。 

 学齢期の課題でございますが、成人期以降の歯科疾患対策につながるため、特に歯周病

対策が重要、また、生涯を通して望ましい生活習慣や歯と口の健康についての普及啓発、

食育の推進に取り組むことが重要と、この２点が課題と考えております。 

 次に、資料４－３をご覧ください。 

 妊娠期です。 

 特徴といたしましては、つわりやホルモンの変化などで歯肉の炎症が起きやすく、歯周

病になりやすい時期です。また、重度の歯周病は早産を招き、その結果、低体重児出生な

どのリスクが高まります。 

 資料５－１０、札幌市内の保健センターで月１回実施しております妊産婦歯科健診の受

診率です。妊婦の受診率は、平成２６年度は４．３％と経年的には大きな変化はございま

せん。 

 資料５－１１、妊産婦歯科健診の受診結果になります。妊婦、産婦を合わせた結果です
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けれども、受診された方の３６．９％が歯科医院での受診が必要と判定されております。 

 ここで、資料４にお戻りください。 

 資料４－３ですが、妊娠期の課題です。妊婦歯科健診の受診率が低いこと、妊娠期の口

腔の健康づくりに関する情報提供の普及などが課題と考えられております。 

 資料４－４をご覧ください。 

 続きまして、成人期ですが、成人期は、歯周病により歯の喪失が多くなる時期であるこ

と、また、歯周病は生活習慣病や全身の健康状態とも関係し、生活の質の低下をもたらす

場合もあります。定期的な歯科健診、口腔ケアを受けて歯周病予防や早期発見を心がける

ことが重要な時期です。また、近年、よく噛むことが肥満予防や介護予防に関係するとの

報告もあります。 

 資料５－１２をご覧いただきたいと思います。 

 健康増進法に基づいて実施しておりますさっぽろ市歯周病検診の結果と国の調査の結果

の比較でございます。歯周病検診の対象者は、国に従いまして、４０歳、５０歳、６０歳、

７０歳となっております。 

 歯周炎を有する人の場合、４０歳では５０．９％、５０歳では５７．８％と年齢ととも

に増加傾向にあります。平成２３年度に国が調査した結果、４０歳から４４歳では２５．

５％、５０歳から５４歳では３５．４％と年齢とともに増加する同様の傾向が見られます

が、札幌市の割合は全国値を上回っております。 

 また、１人平均の現在歯数は、４０歳では２７．７本、５０歳では２６．５本と１０年

ごとに１本ずつ減少しており、全国の調査においても同様の傾向が見られます。 

 資料５－１３でございますが、さっぽろ市歯周病検診の受診率でございます。 

 ０．６％から０．９％の間になっております。受診率の向上が課題であります。 

 平成２７年１０月から、受診率向上のために検診対象者全員に受診券の個別送付を開始

したところであります。 

 次に、資料５－１６でございます。１７ページをご覧ください。 

 札幌市は、市民を対象に、毎年、市政に対する意識、要望を調査し、施策の企画・推進

の参考にすることを目的に札幌市市政世論調査を実施しております。 

 平成２６年度は、市民の健康づくりをテーマ項目とし、その中で歯、口腔の健康づくり

についても調査いたしました。その結果についてご説明いたします。 

 資料５の２３ページでございます。 

 問２３、１年間に歯科医院で歯科健診を受けたかと聞いたところ、受けた割合は４９．

９％、受けていない方が４７．９％でした。 

 ２５ページの問２３の１で受けていない理由を聞いたところ、「歯や歯ぐきに問題がな

いから」が３２．７％、「忙しい、時間がないから」が２９．２％、「面倒だから」が２

１．９％、「痛くなってから治療することで十分だから」が２１％でした。 

 また、２７ページの問２４でございますが、かかりつけ歯科医の有無について聞いてお
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ります。「いる」と回答した割合は６３．６％でした。 

 ２９ページの問２４の１で、どのようなときにかかりつけ歯科医に行くのかと聞いたと

ころ、「症状の有無に関係なく定期的に行く」と回答したのは２３％、症状があったとき

に受診するは７７．９％でした。これらのことから、かかりつけ歯科医、歯科医院へは何

か症状があったときに受診するものという認識があるということがうかがえました。 

 資料４－４に戻ります。 

 成人期の課題では、歯の喪失予防や歯周病の早期発見・治療のために、歯周病検診の受

診率向上が重要な課題、歯周病が全身の健康にかかわっていることや、歯、口腔の健康は

生活の質に大きくかかわることから、自分の歯で生涯噛めることの重要性について、普及

啓発にさらに取り組む必要がある。そのためには、かかりつけ歯科医の役割が歯科医療の

ほかに口腔ケアや歯の健康に関する相談であることを広く市民に周知することが課題であ

ると考えられます。 

 資料４－５をご覧ください。 

 次に、高齢期の特徴ですが、歯科疾患、特に歯周病により歯が少なくなる人が増えてく

る時期です。また、口腔がんの発症の時期でもあります。最近の調査では、食べ物を十分

に噛める人と噛めない人では、栄養の摂取や脳の機能の維持力、転倒、骨折の頻度に大き

な差が出るとの報告もあります。また、口腔内の細菌、食べかす、逆流した胃液などが誤

って気管に入ると、それが原因で誤嚥性肺炎を起こしやすくなり、特に体力の弱っている

高齢者では命にかかわるケースも少なくないことから、丁寧な歯みがきのほか、舌や入れ

歯の清掃により、口腔内を清潔に保つことが大切です。 

 資料５－１２では、さっぽろ市歯周病検診の結果と国の調査結果の比較です。 

 歯周炎を有する人の割合は、６０歳では６１．０％、７０歳では６０．９％、全国調査

では６０歳から６４歳では４７．５％、７０歳から７４歳では４２．８％と全国の調査と

比較すると高い割合になっております。１人平均の現在指数は、６０歳は２４．２本、７

０歳は２２．８本、全国調査の６０歳は２２．９本、７０歳の１７．５本と比較しますと

多くなっております。 

 先ほどの世論調査の結果でございますが、３３ページの問２６では、口腔がんの認知度

について聞いております。「知っている」の割合は７９．１％でありました。 

 また、３５ページの問２７では、口腔がんを自己観察で発見できることを知っているか

どうかと聞いたところ、「知っている」と答えた割合は２７．０％にとどまっております。 

 資料４－５に戻りますが、高齢期の課題でございます。 

 歯周病検診の受診率の向上、歯周病が全身の健康にかかわっていることや自分の歯で生

涯噛めることの重要性についての普及啓発、咀嚼・嚥下機能を維持するために適切な口腔

ケアが必要なこと、かかりつけ歯科医の役割や重要性についての周知、普及すること、口

腔がんの早期発見のために自己観察法の普及啓発をすることなどが課題として上げられま

す。 
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 また、ライフステージとは別に、障がい者、障がい児の要介護高齢者などで定期的に歯

科健診または歯科医療を受けることが困難な方に対する項目を置いております。特徴、現

状、課題について、ご説明いたします。 

 資料４－６をご覧ください。 

 障がい者、障がい児の歯と口腔の健康は、全身の健康や生活の質へ大きく影響します。

生涯を通じ、日ごろから口腔ケアが重要であります。また、要介護高齢者では、単に口の

中だけではなく、発熱や肺炎など全身の健康への影響も及ぼすため、日ごろからの口腔ケ

アが重要であるということが特徴の一つであります。 

 障がい者、障がい児、要介護高齢者の現状でございますが、資料５－１７は、札幌市歯

科医師会口腔医療センターにおいて、障がい者、障がい児の診療を実施しております。平

成２６年度は実人数１，０３４名、延べ人数４，５５６名の方が受診しております。 

 資料５－１８ですが、北海道が障がい者、障がい児の歯科医療体制の充実を図るため、

北海道障がい者歯科医療協力医制度を設け、障がいのある方がより身近な地域で歯科医療

を受けられるために作成した、障がい者歯科医療協力医の名簿を作成しています。こちら

に、協力医としては平成２７年４月現在２９１名の歯科医師が協力医として指定を受けて

おります。 

 また、要介護高齢者の歯科保健の現状でございます。お戻りになりまして資料５－１４

の札幌市の介護給付居宅療養管理指導のうち、歯科医師、歯科衛生士が実施する指導の割

合です。平成２６年度の件数は、全体の３６％、給付金額では全体の４４．７％を占めて

おりました。 

 資料４－６にお戻りください。 

 障がい者、障がい児、要介護高齢者の課題といたしましては、口腔ケアとかかりつけ歯

科医の役割についての普及啓発、関係する多職種との連携が必要である、この２点が課題

であると考えられます。 

 最後に、その他歯科保健の現状についてご説明をいたします。 

 戻りまして、資料５－１、札幌市の国民健康保険の医療費における歯科医療の状況につ

いてでございます。 

 全国と比較しまして、受診率は０．９１倍と低いですけれども、１件当たりの日数が１．

１倍、１日当たりの費用額が１．１倍と全国平均よりも高額となっております。 

 次に、資料５－２でございますが、札幌市の歯科医療体制でございます。 

 人口１０万人単位に対する歯科診療所、歯科医師数についてでございますが、全国、北

海道の平均を上回っております。 

 次に、資料６ですが、平成２６年度札幌市の歯科保健関連事業についてまとめているも

のでございます。こちらにつきましては、第２回の部会で詳しくご説明をいたしますので、

本日は割愛をさせていただきます。 

 以上が札幌市における歯科保健の現状と課題でございます。 
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○高橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま、非常にボリュームの多いものでございましたけれども、札幌市の

歯科口腔保健の現状と課題についてご説明をいただきました。この件につきまして、委員

の中でご質問あるいはご意見等はございますでしょうか。 

○金子委員 金子でございます。 

 札幌市の現状と課題について、詳しくご説明いただいて、どうもありがとうございます。 

 １点だけ確認です。 

 それぞれのライフステージの特徴が書いてあるのですが、こちらの特徴は、いわゆる一

般的な、全国的な特徴というふうに理解してよろしいでしょうか。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） ご質問のとおり、ライフステージごとの

特徴については、一般的と申しますか、共通的な事項として置いてございます。 

○小林委員 ご説明をありがとうございます。 

 ３歳児のむし歯のない幼児の割合を区ごとに比較しているのですが、区ごとで１１ポイ

ントの差があって、手稲区が一番少ないポイントかなと思います。これは、何か地域の特

性が関係しているのでしょうか。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） 区ごとの差でございますが、実は、私ど

もも、今回、資料を調えている中でこの差を認識いたしました。今後、いろいろなデータ

を突き合わせながら、どこが共通で、どこが多いか、少ないか、どこが特徴的なところか、

分析しなければいけないなということで、今後の課題と考えているところでございます。 

○高橋部会長 ほかはどうでしょうか。 

 非常に長いご説明がございましたけれども、いろいろなお立場の方が委員になられてお

りますので、ご説明があったこの文言の意味はどうかということでも結構です。何かご質

問はございませんか。 

○野宮委員 野宮でございます。 

 課題のところで、周知ということが書いてあるのですが、これは、改めて周知するのか、

現状でもこういう周知方法をやっているということなのか、現状と課題がピンとこなかっ

たのですが、どうでしょうか。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） 課題のところでございますが、実は、課

題だけで書き切ってしまいますと、いわゆる今後の対策と合わせないとなかなかご理解が

難しいところがあるかと思います。ただ、課題の中でも、現在、手をつけているけれども、

さらにここの部分は必要ではないかというところを、一旦、課題として置いております。

これは、現状から類推したところでございます。 

 この部分は、今日の会議で現状と課題のご意見をいただいたものを反映させながら、そ

の取り組みについても整理して次回にお示しできればと思っております。 

○玉腰副部会長 むし歯の数を全国平均と比較したときに、３歳では同じレベルで、１２

歳になると札幌市はよくないということですが、これは既にわかっている原因があるので
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しょうか。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） ここのところは、３歳児と１２歳児で乖

離をしております。改善傾向にはあるのですが、３歳児は政令市の中では中位にあるけれ

ども、１２歳児で比べると低いほうであるというような状況もあります。ただ、これはな

かなか突き合わせて分析していくのは難しいところでございますので、どう評価するかと

いうのはここで一概に申し上げるのは難しいところかと思います。 

 国が健康日本２１の中で出しているむし歯のない１２歳児の割合をこのデータの中に落

とし込んでおりますけれども、平成３５年度で６５％に持っていくということでございま

す。札幌市の現状としては、平成２６年度で５１．８％で、あと１０年弱の中で１０ポイ

ント近く目指していくことになるかと思っております。これは、健康さっぽろ２１（第２

次）の目標の中にも入れているところでございますので、対策が望まれるのかなと考えて

おります。 

○高橋部会長 ほかはいかがでしょうか。 

○宮﨑委員 宮﨑です。 

 妊婦の歯科健診受診率が驚くぐらい低かったのですが、これは全国と比べてどうなのか、

それから、妊婦で重症な感染症のケースも時々見るものですから、歯科の健診システムや

その取り組みは今までどのように行われていたのか、この２点をお聞かせいただきたいと

思います。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） まず、今回のデータのもとになっており

ます妊産婦の歯科健診がどのような形で実施されてきたか、ご説明させていただきます。 

 これは、各区の保健センターで月１回、予約制で実施しております。歯科医師、歯科衛

生士が従事して、視診型の目で見る健診と、その結果に応じて保健指導をしております。

ただ、その結果として、平成２６年度は受診された方の約３７％、４割ぐらいの方は治療

であったり詳しい歯科検査が必要だということで歯科医院での受診をお勧めしているよう

な現状でございます。 

 また、妊産婦の歯科健診は、政令指定都市が２０市ございますけれども、この実施状況

の中では、大きく分けますと札幌市でやっているように、行政の保健所なり保健センター

で受けていただくスタイルと、歯科医療機関で個別の健診で実施しているものと大きく二

つの形式に分けることができます。ただ、直営方式といいますか、札幌市と同様の実施形

態をとっているところの受診率の平均で言いますと、平成２５年度の状況でございますが、

８．３％です。また、歯科医療機関で個別受診の形で実施されているところの平均は２９．

４％となっております。ただ、直営方式が８市、歯科医療機関での個別の実施が１０市と

いう形でございますので、実施形態としてはほぼ半々かなと考えております。 

 課題にも書かせていただきましたけれども、重度の歯周病の妊婦は、低体重児出生に結

びつくということで、この出生率を上げていくことが課題になっておりますので、出生率

そのものには響かないのかもしれませんけれども、安心・安全な出産と子育てにつなげて
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いくということでは、妊産婦の歯科健診をより多くの方に受けていただくことが課題かと

考えているところでございます。 

○高橋部会長 ただいまの内容で、ほかに何かありませんか。 

○玉腰副部会長 資料５－１２で、現在の歯の数が平均値で出ているのですけれども、通

常、こういう出し方をするのですか。例えば、２０本未満の人の割合ではなくて平均値で

歯の数を見た場合と少し印象が違うような気がするのです。私は２０本が基準なのかどう

かよくわからないのですけれども、問題になるぐらい歯が減っている人の割合という資料

がもし出せるなら、平均値ではなくそういうものも見せていただけるといいかなと思いま

すが、可能でしょうか。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） 私どもの結果は、歯周病の検診の結果か

ら出しておりますので、それから副部会長がおっしゃるような本数で、例えば２０本で線

を引いて２０本未満と２０本以上ということは可能でございます。全国の実態調査も、２

０本以上のデータが出ておりますので、次回、第２回にそのデータを調えまして、ご説明

させていただきたいと思います。 

○高橋部会長 ほかにいかがでしょうか。 

○林委員 資料５－１で、札幌市の歯科の医療費が全国平均と比べて高いということだっ

たのですけれども、医療費が高いから受診に結びつかないとか、健診に結びつかないとか、

高いということが与えている影響を札幌市で何かつかんでいれば教えていただきたいと思

いました。 

 それから、これは想像ですが、経済的な理由でなかなか受診に結びつかない親御さんが

多いのかなと思いました。経済的なところと受診行動の関連について教えていただけたら

うれしいです。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） まず、資料５－１でございますが、ここ

だけのデータから、委員がおっしゃるようなところに結びつけていくのは距離感があるの

かなと思います。ここのところをどうやって解釈したらいいのかは、なかなか難しい部分

があると思いますし、私どもではこうですとは言いがたい部分かと思います。 

 それから、２点目の資料５－５にあります区ごとの３歳児のむし歯のないお子さんの割

合でございますが、どこまで分析できるかというところかと思います。今、私どもの手持

ちには、健診のときに問診票（アンケート）をとっておりまして、生活の状況、食習慣の

データがございます。まず、そこの突き合わせをして、何か特徴的なものはないか、検討

したいと思います。ただ、経済的なところは、基本的に突き合わせる元がないものですか

ら、そこら辺は歯の状況だけではなく養育の状況をもう少し詳しく見ていかないと結論は

難しいと思います。 

 ただ、手稲区にしても、ふえているわけではなくて減少しているけれども、もともと高

かったということがございまして、今このような差になっております。中央区の場合は、

全国でも（むし歯のない児の割合が）高いレベルにあるかと思っております。この比較を
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していくと何か見えてくるのか、今、私どもも結論を持っておりませんので、これからそ

こを分析していきたいと思っております。 

○高橋部会長 ほかにいかがでしょうか。 

○枝村委員 ２点あります。 

 一つは、資料５－１で、歯は保険外診療をやっていると思いますが、この値段はどちら

ですか。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） これは、国民健康保健ですから、保険診

療です。自費診療は、私どもでは把握ができないと思っております。 

○枝村委員 もう一点は、資料４のライフステージごとのところですが、これをまとめて

見ると、まさしくこのとおりで、文句のつけようが何もないのです。ただ、毎年これを出

しても同じなのだろうなと思うのです。例えば、今回、札幌で、ここはすごく危機感を持

ってやっているというものがこの中にあるのでしょうか。 

 例えば、障がい者のところは、他職種と連携するのが大事だとありますが、それは何年

も同じだと思うのです。今回に向けて、ここの中でここを特別にどうこうしたいという課

題があるのかどうか、教えてください。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） まず、ライフステージごとの課題におき

ましては、各ステージにポイントがあるかと思います。現在、事業としてやっている部分

とその次に強化をしていく部分、そして、新たに考えていく部分とありまして、これは次

回お示ししていきます。そのところで濃淡がついてくるかと思います。 

 今、私どもが大きく課題として考えておりますのは、妊娠期のところを一つ思っている

ところです。それから、高齢期、また、障がい児、要介護者のところで、委員もおっしゃ

った連携について、次のセクションで少しご説明をさせていただきますけれども、国でも

むし歯とか歯周病の予防の観点のほかに、全体を進めていく中では、医科と歯科の連携と

か、今、議論になっております地域包括ケアシステムがございますが、在宅の方をどうや

って支えていくかが大きな課題だと思います。そこは、札幌市としても同様に考えており

ます。ただ、それをどうやって進めていくかについて、第３回目には触れさせていただき

たいと思っておりますので、その中でご議論をいただければと思います。 

○高橋部会長 それでは、大体出尽くしたようですから、次の議題の（３）に進みたいと

思います。札幌市における歯科保健施策の方向性案について、事務局よりご説明をお願い

いたします。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） それでは、ご説明をさせていただきます。 

 まず、資料７のご説明の前に、皆様のところに健康さっぽろ２１の第２次の計画書がお

手元にあると思いますので、その４２ページをお開きいただきたいと思います。 

 歯科口腔保健につきましては、健康さっぽろ２１（第２次）の中の（６）歯・口腔の健

康というところで、いわゆる基本計画の中に位置づけられている分野でございます。 

 この中段で取り組み方針が５点掲げられております。読ませていただきますけれども、
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「かかりつけ歯科医を持つ人を増やします。」「むし歯や歯周疾患のある人を減らします。」

「むし歯のない子どもを増やします。」「高齢になっても自分の歯を有する人を増やしま

す。」「高齢になっても咀嚼機能が良好な人を増やします。」ということで、この５点を

大きな取り組み方針としたところでございます。 

 今回、私どもがこの歯科保健の推進計画を策定しようという一つの意図は、こういった

かなり大ぐくりの方針でございますので、それをさらに具体的に進めるためには、詳細実

施計画が必要だということで、来年度の作成につながるということでございます。 

 資料としてつけておりますが、国でも、平成２３年に歯科口腔保健の推進に関する法律

【参照：資料８】ができておりまして、これは理念法といいますか、あり方を書いた法律

でございます。さらに、その翌年に歯科口腔保健の推進に関する基本的事項【参照：資料

９】の中で、歯科疾患の予防、生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上、定期的に

歯科健診または歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健、歯科口腔保健を

推進するために必要な社会環境の整備、歯科口腔保健を担う者の連携及び協力に関する事

項と、大きく５点を計画事項として置いております。 

 それから、健康さっぽろ２１（第２次）の取り組み方針をまとめたものが資料７となっ

ております。国の方向性は、大きくは各ライフステージごとにも、普及啓発と歯科保健指

導の実施、各ステージごとで、う蝕予防の方法とか歯周病予防の方法の普及という小見出

しをつけまして、その下に具体的な方法が書かれているわけでございます。 

 一方、札幌市の今の取り組み方針は、先ほどの５点を置いておりますので、それをライ

フステージごとに対応させると、資料７の形になります。歯科保健推進計画につきまして

は、この方針をもとにして、それぞれの目標達成のためにもう一段、詳細なものを調えて

いきたいと考えております。 

 また、資料７の裏面に行っていただきますと、４といたしまして、歯科口腔保健を推進

するために必要な社会環境の整備という項目がございます。札幌市のところが斜め線にな

っておりますけれども、基本的事項【参照：資料９】の中でも専ら国が取り組む項目とな

っておりますので、ここについては札幌市としても計画に盛り込むことはないということ

で、斜線を引いております。 

 また、５の歯科口腔保健を担う者の連携及び協力に関する事項は、先ほど枝村委員から

ご質問がございましたが、どう連携を具体的に進めていくかということについては、札幌

市だけではなくて全国でそういう声が上がっているわけでございます。お互い必要性は認

識しているけれども、現実的に顔を合わせるとか手をつなぐところが難しいのだというお

話も聞いております。地域包括ケアシステムにしましても、災害時の対策にしましても、

札幌市の中ではオール札幌のところでは協定が結ばれていたり、検討が進んでいるところ

でございます。私どもの計画の中では、さらに地域というところに視点を置きながら、実

際にどんなことをやればそれが進むか、あるいは、一線をまたげるかというところで具体

的なものが出せればいいと思います。ここは、皆様、日頃からお感じになっているところ
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もあると思います。第３回がそこに当たると思いますので、検討すべき項目として置かせ

ていただいているところでございます。 

 各項目を詳しくご説明すると読み上げだけで終わってしまいますので、資料７は、国の

基本的事項の具体的項目と、今の札幌市の健康さっぽろ２１（第２次）に置かれている歯・

口腔の健康の対照ということで、一旦ご理解いただければと思っております。 

 以上でございます。 

○高橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただいた件に関しまして、ご意見、ご質問等がございまし

たらお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 私からお聞きしたいと思います。 

 先ほど枝村委員からのお話にあったように、どこに重点を置くのかということも、当然、

この施策の方向性に反映されていくということでよろしいでしょうか。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） はい。 

○玉腰副部会長 多分、私は理解できていないのですけれども、施策の方向性は、今、一

番右に書いてある取り組み方針を目標にしてこれから中身を検討されると考えていいです

か。この取り組み方針は、まだ施策になっていないということでよろしいですね。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） 今、私どもが持っているのは、健康さっ

ぽろ２１（第２次）本体になります。その中で対応する取り組み方針としては、例えば乳

幼児であれば、「むし歯のない子どもを増やします。」「むし歯や歯周疾患のある人を減

らします。」「かかりつけ歯科医を持つ人を増やします。」という方針があるので、その

対応として置かせていただいております。 

 もちろん、副部会長がおっしゃるように、では、むし歯のない子どもをどうやってふや

していくかという中で、先ほど申し上げました課題と対応しながら、どこをどう強化して

いくのか、新たに方向性を出すのかということにつながっていくものと考えております。

ですから、今回は、一旦、粗いデッサンのような形で示させていただいております。 

 それから、かかりつけ歯科医でございますが、これ自体は制度ではございません。それ

ぞれの方が、自分はここの先生がかかりつけであると言えばそれがかかりつけとして成立

しているわけでございます。また、市政世論調査から見えてくるかかりつけ歯科医という

のは、よく言うのですけれども、かかりつけではなく行きつけ歯科医に近い状態でござい

ます。行きつけ歯科医というのは、何かあったら行くのが私のかかりつけ歯科医という、

これは札幌だけ、では無いのではないかと思います。ただ、私どもがかかりつけ歯科医と

いう位置づけをしていきたいのは、治療だけではなく口腔ケアであったり、むし歯を防ぐ

予防処置というものがありますし、定期的にチェックしていただく、もう一つは、高齢に

なって何らかのことで入院されるとか施設に入られるときに、かかりつけの歯科の先生に

もつなぎができていくようなおつき合いできるところを、かかりつけ歯科医として市民の
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皆さんにもご理解をいただくことが必要かと思います。それぞれ活かしていくものを作っ

ていきたいと考えているところでございます。 

○高橋部会長 今回は、まず、第１回目の部会ということで、課題を持ち寄っていただい

て、その中から第２回の部会につなげていくような回でございます。 

 今、かかりつけ歯科医の話が出たところでございますけれども、やはり、むし歯予防だ

けではなく、ここにはいわば健康で自宅で過ごしている方の例だけですが、必ずしもそう

いう方々だけではなくて、介護を受けて施設に入られている方もいらっしゃいますので、

将来的にはそういった場面も含めて、かかりつけ歯科医を広く浸透させていければと思っ

ております。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高橋部会長 それでは、大体ご質問、ご意見が出尽くしたようですから、次第に従いま

して、（４）その他でございます。 

 委員の皆様から、何かご意見とかはございますでしょうか。 

○野宮委員 資料５－１ですが、国保連合会も国保の関係の医療費分析を行っていますの

で、一般的な考え方をお話しします。 

 受診率が低くて、１件当たりの日数が高い、または、１日当たりの費用額が高いところ

ですが、一般的に悪くなってから受診されるということが統計的に言われている内容でご

ざいます。そして、札幌市の状況を比較しますと、全国より低い受診率です。悪くなって

からかかるということです。 

 受診率というのは、１枚のレセプト件数を被保険者数で割って出します。こちらに記載

されているのですが、レセプトは１カ月単位で請求するものですから、悪くなっても１カ

月まるまる３０日かかれば１枚のレセプトです。そこで悪くなれば治療がかなりかかるの

で、高額になります。そういう形で、１件当たりの日数が高くなり、当然、費用額も高く

なります。これを定期的に検診することになれば、当然、受診率が上がっていき、それに

かかる日数も低くなり、医療費も安くなるという統計の見方になります。 

 一応、参考までにお伝えします。 

○高橋部会長 ご説明いただきまして、ありがとうございました。 

 歯科医といたしましても、そのように実現しますように努力してまいりたいと思います。 

 その他のところ、ほかにご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高橋部会長 それでは、全体を通じまして、皆様方から何かご意見、ご質問等はござい

ますでしょうか。 

○玉腰副部会長 区単位のデータですが、今回出していただいている３歳児と１歳６カ月

児以外に区ごとで違いがあるかどうかという情報は出るのでしょうか。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） 区ごとですと、お示しした１歳６カ月児
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と３歳児のデータがございます。あとは、もともと私どもがデータをとるものが少のうご

ざいまして、あるとすれば歯周疾患、歯周病検診のデータになってくると思います。ただ、

私どもも区単位で見たことがないので、次回、第２回に間に合うようでしたら調えてお出

ししたほうがよろしいでしょうか。 

○玉腰副部会長 乳幼児期の課題のところに、区の状況に応じた対策をということがあり

ますので、ほかのものも共通に、ある区を重点的にしなければいけないとか、何か違いが

あるようだったら参考になると思ったのです。出せる範囲で結構ですからお願いします。 

○事務局（請井母子保健・歯科保健担当部長） わかりました。 

 データを見ながらやらせていただきます。 

○高橋部会長 それでは、意見、質問等も出尽くしたようであります。 

 ほかにないようでございましたら、玉腰副部会長より本日のまとめをお願いしたいと思

います。 

○玉腰副部会長 皆様、お疲れさまでした。 

 きょうは、現状を見せていただいて、そこから取り組みの方向性をお示しいただけたと

思っております。いろいろなご意見をいただきましたので、そこに合わせた必要な資料な

ども用意いただければと思います。 

 途中でのご発言にもありましたけれども、今、何が行われていて、その効果があるのか、

無いかがないと、どの取り組みを強化していけばいいのか、変更したらいいのか、新しい

ことをしなければいいかが考えにくいと思いますので、今何が行われているか、それから、

ほかの地域でうまくいっているような事例があればぜひご紹介いただいて、それを取り入

れながらいい形で皆さんと考えるといいと思ってお聞きしました。 

 それから、ライフステージごとのものもありましたし、先ほどの区ごとのものもありま

したし、ほかにも何か切り口があるかもしれませんので、そのあたりも考えられればと思

いながら伺いました。 

 どうもありがとうございます。 

○高橋部会長 玉腰副部会長、ありがとうございました。 

 これにて、議事を終了させていただきます。 

 それでは、事務局から連絡事項等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） 本日の議事録につきましては、後日、委員の皆様宛

てに送付させていただきたいと思います。 

 また、皆様からいただきました意見、宿題のデータ等は、整理しまして、次回までにお

示しする予定でございます。 

 なお、次回の部会につきましては、４月１８日、１９日、２０日、２７日のいずれかで

予定しております。後日、委員の皆様には電話等で日程の調整をさせていただきたく思い

ます。また、ハードなスケジュールにはなりますが、３回目、４回目の日程調整もさせて

いただきたく思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 連絡事項は以上でございます。 

○高橋部会長 それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

  ５．閉  会 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） それでは、部会長を初め委員の皆様、長時間にわた

り活発なご討議をありがとうございました。 

 これをもちまして、第１回歯科口腔保健部会を終了させていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


