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第１章　総　　論

１．計画改定の趣旨

　滋賀県（以下「県」という）では、健康でいきいきとした生活を送るために、「食べ
る」「話す」等の機能を果たす口腔の健康が重要であるとの認識から、平成６年より歯
科保健に関する計画を策定しました。以後、二度の改定を行い、市町、教育、歯科関
係団体等の協働により総合的な歯科保健対策を体系的に実施してきました。

　この間、むし歯は大幅に減少し、歯周病に関する適切な歯科保健行動を行う県民が
増加した結果、歯の保有状況は改善し、口腔に関する困りごとのある県民はだんだん
少なくなってきています。

　しかし、高齢者人口の増加や疾病構造の変化、経済状況の悪化等、県民を取り巻く
社会環境は大きく変化しています。地域間や個人間、集団間における口腔の健康状態
の差の縮小、在宅歯科医療の推進、障害者歯科保健医療の充実、職域での歯科保健対
策、医科歯科連携、口腔機能の維持向上への対策等さらなる施策の充実が求められて
います。

　このようななか、国においても総合的な歯科保健対策を進めるため、平成２３年８月
に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が施行され、平成２４年７月には、「歯科口腔保
健の推進に関する基本的事項」が制定されました。

　この基本的事項においては、「口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小」
「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」「定期的に歯科検
診又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」を基本的な方針とし、目標や計画が体系的に定め
られています。

　県においては、これまでの滋賀県歯科保健計画の評価を踏まえたうえで、新たに示
された「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」に鑑み、県の現在の状況から、課
題を新たに整理し、今後５年間の取組をまとめ、県の「歯科口腔保健の推進に関する
基本的事項」とすべく、計画を策定しました。



３―　　―

２．基本方針

　この計画は、生涯を通じた歯科疾患の予防、口腔機能の維持向上を通じて、全ての
県民が心身ともに健やかで、歯つらつと、心豊かな生活ができる社会を実現すること
を目的に、総合的な歯科保健医療対策を推進するための計画を示すものとします。
　次の四つの基本方針をもとに、具体的な施策については、取組の視点を、「歯科疾患
の予防の強化」「生活の質の向上に向けた口腔機能の維持向上」「歯科口腔保健を推進
するために必要な環境の整備」の三つとし、ライフステージごとの取組と支援強化が
必要な取組の枠組みに分けて検討しました。

＜歯科疾患の予防の推進＞
　むし歯や歯周病等の歯科疾患は予防が可能であり、また、歯磨きや食生活習慣の改
善等、比較的取り組みやすい要因によりリスクを下げることができます。
　むし歯や歯周病の原因や予防方法についての知識の普及等を行うことにより、歯科
疾患のない社会を目指します。

＜乳幼児期から高齢期におけるそれぞれの特性に応じた効果的な施策の推進＞
　それぞれのライフステージにおいて、むし歯や歯周病のリスクが異なるため、それ
ぞれの 罹  患 状況も、年代により異なっています。

り かん

　このような歯科疾患の特徴を踏まえ、適切な時期に、適切な対象を絞ったうえで、
切れ目のない歯科保健医療対策を推進します。

＜関係機関の連携による取組の推進＞
　効果的、効率的に歯科保健に関する課題を解決するためには、県や市町のみでなく、
医療、福祉、介護、職域、教育関係者等の様々な関係機関が連携して取組を行うこと
が必要です。
　関係者が同じ目的をもって、取組がすすめられるよう、それぞれが独自に行う取組
と連携して行う取組について検討しました。

＜個人の取組と社会全体の取組の推進＞
　近年、健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差）が指摘
されています。
　「自分の健康は自分が守る」ことを基本にしながらも、個人ではなかなか取り組めな
い環境におかれている場合や個人で取り組むことが難しい課題もあることから、個人
が取り組む歯科疾患の予防や重症化予防をすすめるとともに、施設や園、学校、会社
等集団で行う取組の推進や、人材育成、医療体制の整備等を通じて社会全体としての
取組を行います。
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＜計画概念図＞

３．計画の位置づけと役割

・歯科口腔保健の推進に関する法律第十三条に基づく県の「歯科口腔保健の推進に関
する基本的事項」です。

・「滋賀県保健医療計画」の「歯科保健対策」の分野、「健康いきいき２１－健康しが推
進プラン－」の「歯・口腔の健康」の分野を推進するための実施計画です。

・県をはじめ市町・関係団体・県民・教育・医療・福祉・介護・職域関係者等が一体
となって歯科保健の推進に取り組むための具体的な目標を設定し、施策を定めてい
ます。

４．計画の期間

・計画の実施期間は平成２５年度から平成２９年度とします。目標値については国の基本
的事項に合わせ、平成３４年度を達成年度とし、計画の最終年度である平成２９年度に
達成状況を評価し、計画の見直しを行います。
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第２章　各　　論

１．ライフステージに応じた取組

∏　乳幼児・学齢期

ア．現　　状

歯科健診結果の状況

【３歳児】（３歳６か月児歯科健診結果より）
・むし歯のない人の割合は、６１.１％
（Ｈ１１年度）から８０.３％（Ｈ２３年度）
と増加しています。

・県全体ではむし歯は減少傾向ですが、圏域ごとには差がある状況です。
　（Ｈ２３年度）

・一人平均のむし歯数は、１.８１本（Ｈ
１１年度）から０.６９本（Ｈ２３年度）に
減少しています。

むし歯のない人の割合の推移　３歳児

一人平均むし歯数の推移　３歳児

むし歯のない人の割合（Ｈ２３年度　３歳児） 一人平均むし歯数（Ｈ２３年度　３歳児）

図１

図２

図３ 図４
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・むし歯の 罹  患 リスクが高い人（Ｂ型およびＣ２型）※の割合は減少しています。
り かん

※Ｂ型：臼歯部（奥歯）および上顎前歯部にむし歯のある人
※Ｃ２型：下顎前歯部を含む他の部位にむし歯のある人

・噛むことや発音等に影響する咬
合に不正がある人については、
１７.７％となっています。（Ｈ２３年
度）

【１２歳児（中学校１年生）】
　（滋賀県歯科保健資料集より）

・むし歯のない人の割合は、２５.３％
（Ｈ１１年度）から６０.６％（Ｈ２４年度）
に増加しています。

むし歯罹患型別有病者率の推移３歳児

不正咬合のある人の割合の推移　３歳児

むし歯のない人の割合の推移　中学校１年生

図５

図６

図７
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・一人平均のむし歯数は、２.７９本
（Ｈ１１年度）から１.０６本（Ｈ２４年度）
に減少しています。

・県全体でむし歯は減少傾向ですが、圏域ごとでは差がある状況です。

・歯肉の有所見者率は、わずかな減少しかみられません。

一人平均むし歯数の推移　中学校１年生

むし歯がない人の割合
（Ｈ２４年度　中学校１年生）

一人平均むし歯数
（Ｈ２４年度　中学校１年生）

歯肉炎有所見者率の推移　中学校１年生 歯肉炎有所見者の割合
（Ｈ２４年度　中学校１年生）

図８

図９ 図１０

図１１ 図１２
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【中学校３年生】（滋賀県歯科保健資料集より）
・むし歯のない人の割合は、
３７.１％（Ｈ１８年度）から５０.０％
（Ｈ２４年度）に増加しています。

・一人平均のむし歯数は、２.４８本
（Ｈ１８年度）から１.７１本（Ｈ２４年
度）に減少しています。

・県全体でむし歯は減少傾向ですが、圏域ごとでは差がある状況です。

むし歯のない人の割合の推移　中学校３年生

一人平均むし歯数の推移　中学校３年生

むし歯がない人の割合
（Ｈ２４年度　中学校３年生）

一人平均むし歯数
（Ｈ２４年度　中学校３年生）

図１３

図１４

図１５ 図１６
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・歯肉の有所見者率は、わずかな減少傾向がみられます。

【高校３年生】（滋賀県歯科保健資料集より）
・むし歯のない人の割合は、１０.２％
（Ｈ１１年度）から３７.０％（Ｈ２４年
度）と増加しています。

・一人平均のむし歯数は、６.１３本
（Ｈ１１年度）から２.８０本（Ｈ２４年
度）に減少しています。

歯肉炎有所見者率の推移　中学校３年生 歯肉炎有所見者率（Ｈ２４年度　中学校３年生）

むし歯のない人の割合の推移　高校３年生

一人平均むし歯数の推移　高校３年生

図１７ 図１８

図１９

図２０
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・歯肉の有所見者率はわずかな減少
傾向がみられます。

むし歯の保有数分布の状況

・むし歯のない人が増えている一方で、一人で多数のむし歯をもつ人もいます。

（平成２４年度幼児・児童・生徒定期健康診断（歯科）に関する実態調査より）

（平成２４年度保育所歯科健康診断に関する調査より）

歯肉有所見者の割合の推移　高校３年生

むし歯保有数の分布　５歳児

むし歯保有数の分布　小学校１年生

むし歯保有数の分布　中学校１年生

図２１

図２４

図２３

図２２
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保健行動について　（滋賀県歯科保健実態調査結果より）

【３歳児】
・おやつの習慣について、１日３回以上おやつを食べる人は約１０％であり、おや
つの時間を決めている人は約７０％です。

・むし歯のリスクとなるジュース、
乳酸菌飲料、スポーツ飲料等を
よく飲む人の割合は、それぞれ
１７.０％、１１.６％、６.９％です。（Ｈ
２１年度）

おやつの回数が３回以上 おやつの時間を決めている

ジュースをよく飲む

乳酸菌飲料をよく飲む スポーツ飲料をよく飲む

図２５ 図２６

図２７

図２８ 図２９
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・定期的に歯科健診やフッ化物塗布を受けている人は増えてきている状況です。

・フッ化物入り歯磨き剤を使用する
人は、約６０％で年々増えてきてい
る状況です。

【保育所、幼稚園】
・昼食後、歯磨きをクラ
ス単位で実施している
保育所幼稚園は約８０％
です。

【小学生・中学生】
・１日３回磨く人は中学生になると減っています。

定期的に歯科健診を受けている 定期的にフッ化物塗布を受けている

フッ化物入り歯磨剤を使用している

昼食後歯みがきをクラス単位で実施している施設

１日に歯を磨く回数　小６男子 １日に歯を磨く回数　小６女子 １日に歯を磨く回数　中１男子 １日に歯を磨く回数　中１女子

図３０ 図３１

図３２

図３３

図３４-１ 図３４-２ 図３４-３ 図３４-４
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歯磨き指導の実施状況　（滋賀県歯科保健実態調査結果より）

・小学校、中学校における歯磨き指導の実施については、小学校では７７.３％の実
施ですが、中学校では４４.０％と低い状況です。

市町でのフォロー事業やフッ化物塗布

・幼児健診後のフォロー事業は、平成２４年度では１２市町／１９市町で実施されてい
ます。　 （滋賀県歯科保健計画に関する調査より）

・乳幼児歯科健診時のフッ化物塗布は１歳６か月児で１６市町／１９市町、３歳６か
月児で１４市町／１９市町で実施されています。（３歳６か月児歯科健診結果より）

フッ化物応用

・歯の衛生協会では、県委託事業としてフッ化物応用推進事業およびフッ素で歯
つらつ推進事業に取り組み、フッ化物応用についての出前講座やフッ化物洗口
実施のための支援を行っています。
・フッ化物洗口に取り組む市町は、７市町となっており、施設別では、保育所・
幼稚園は６９か所（１７.５％）、小学校・中学校では、２３か所（６.７％）の実施となっ
ています。　 （フッ化物洗口実施調査より平成２３年度末現在）

フッ化物洗口とは…
毎日または週１～２回
の頻度でフッ化物の配
合された液でうがいを
する方法。
幼稚園や学校等の集団
の場で実施することで、
好ましい結果が得られ
ている。
全国的にも、取り組む
施設が増えてきている。

歯みがき指導の実施

フッ化物洗口実施施設、実人数推移

図３５

図３６
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啓発について

・県では、保育所・幼稚園を通じて、５歳児の保護者にリーフレットを配布し、
噛むことや永久歯の大切さについて啓発する噛め食め歯（かめはめは）運動を
実施しています。
・滋賀県歯科医師会、県および各市町において、親子でいい歯コンクールを実施
し、口腔衛生に関する啓発を行っています。
・滋賀県歯科医師会では、図画ポスター展や作文コンテストを実施し、口腔衛生
に関する啓発を行っています。（滋賀県歯科保健計画に関する調査より）
・滋賀県教育委員会では、歯科保健優良校を表彰しています。

関係者の人材育成・確保

・様々な団体により研修が行われています。（平成２３，２４年度）
＜各機関による研修の実施状況＞

イ．課　　題

・むし歯はどの年代も減少していますが、圏域（市町）や個人において差があり
ます。
・ジュースを飲んだりおやつを食べる頻度の多い人が約１０％います。
・歯肉の有所見者については、年代が上がるごとに増えている状況で、むし歯と
異なり、大幅な減少は見られません。
・乳幼児歯科健診における不正咬合の診査については、明確な基準がなく、正確
な状況が把握できていません。
・フッ化物洗口については、保育所および幼稚園での実施は増加してきています
が、小学校および中学校での実施はあまり増えていない状況です。

テ　　ー　　マ実施主体分　　野

「食育について」「幼児期の食と口腔機能」
「口呼吸が引き起こす様々な病気とその
対応」

滋賀県歯科医師会、各支部、
滋賀県歯科衛生士会、健康福
祉事務所（保健所）

口腔機能

「ＣＯの取り扱いについて」「より精度の
高いスクリーニングのために」

滋賀県歯科医師会、各支部
学校歯科健診の
精度管理

表１



１５―　　―

ウ．達成目標

結果目標

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

９０％８０.３％３歳児でむし歯のない人の割合の増加①

７５％６０.６％
１２歳児（中学校１年生）のむし歯のない人の割合
の増加

②

０.５本１.０６本
１２歳児（中学校１年生）の一人平均むし歯数の減
少

③

すべての圏域１圏域
１２歳児（中学校１年生）で一人平均むし歯数が１.０
未満の圏域の増加

④

２０％
中３　２０.９％
高３　２２.４％

中学校３年生、高校３年生の歯肉の有所見者の割
合の減少

⑤

経過目標　（結果目標を達成するための目標）

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

５％

ジュース

１７.０％
スポーツ飲料　

１６.９％
乳酸菌飲料

１１.６％

スポーツ飲料や乳酸菌飲料、ジュース等をよく飲
む人の割合の減少

⑥

３歳児

９０％
成人

８０％

３歳児

６０.４％
成人

４４.８％

フッ化物配合歯磨剤を利用する人の割合の増加⑦

１５０施設９２施設フッ化物洗口実施施設数の増加⑧

１４市町７市町フッ化物洗口に取り組む市町の増加⑨

作成－乳幼児歯科健診における不正咬合診査基準の作成⑩



１６―　　―

エ．具 体 策

啓　　発

・県および歯科医師会は、親子でいい歯コンクールや健康フェスティバルを開催
し、子どもの歯の健康管理を通じ、親自身の歯科保健に対する意識を高めます。

ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチ

・むし歯は、食生活、歯磨き習慣を含むフッ化物の応用等により発症リスクが異
なります。市町が行う乳幼児健診においては、むし歯発症のリスク分けを行い、
ハイリスクの児に対してフッ化物塗布、受診の徹底等の丁寧なフォローを行う
とともに、健診の未受診者対策を行います。
・スポーツ飲料を含むジュースやおやつを頻回に摂取することは、むし歯のリス
クとして、大きな要因となります。市町の乳幼児健診等の歯科保健指導の場に
おいて、歯科衛生士による積極的な指導（支援）を行います。
・一方、むし歯リスクは全ての人にあるため、ハイリスク児だけでなく、幼少時
からのかかりつけ歯科医推進や、食生活の指導、フッ化物洗口等のポピュレー
ションアプローチを合わせて行うことが重要です。

口腔機能獲得、保持への支援

・国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」では、３歳児での不正咬合等
が認められる人の減少について目標が定められていますが、県においてはこの
時期の健診における不正咬合の診査基準がなく、正確な状況を把握できていま
せん。歯科医師会は、この基準を作成し、県や市町等とともに今後の支援の方
向性を検討します。
・おしゃぶりや指しゃぶりについては、口腔機能の獲得期において影響を与える
リスクがありますが、子どもの心の安定への効果があることも事実です。母子
歯科保健マニュアルの活用を通じて、乳幼児歯科健診や保育所、幼稚園等にお
いて、子どもや保護者を支援する人が統一した見解で、おしゃぶりや指しゃぶ
りの指導（支援）をすることができるよう、研修等を行います。
・県は、永久歯が生えてくる頃の５歳児の保護者を対象に、保育所、幼稚園を通
じて、永久歯の大切さや噛むことの大切さを啓発するためのリーフレットを配
布します。
・小学校や中学校では、食育推進をするなかで、噛むことの大切さ等について啓
発します。



１７―　　―

歯 磨 き

・歯磨き習慣を定着させ、自分で自分の歯を磨けることは、歯周病予防やむし歯
予防のみならず、自分の健康は自分で守るという意識付けをするうえでも大切
なことです。小学校や中学校、高校生を対象に、むし歯予防や歯周病予防の知
識の普及とともに歯磨きの習慣化についての指導を行います。

フッ化物応用

・むし歯を予防するには、規則正しい食生活や歯磨き習慣の定着とともに、歯質
を強化するためのフッ化物の応用が効果的です。現在、フッ化物配合歯磨剤や、
フッ化物配合ジェル、フッ化物スプレー等多くの商品が販売されています。歯
科医師、歯科衛生士は、これらを口の機能や発達に応じて効果的に利用できる
よう、指導します。
・県内では、一部の保育所、幼稚園、小学校、中学校において、集団的にフッ化
物洗口が行われており、効果も明確となってきています。地域の歯科保健に関
する協議会等において、関係者で問題の共有や解決策としてのフッ化物洗口の
導入について検討します。

歯科保健データの分析と情報提供

・幼児歯科健診や学校歯科健診で得られたデータは、歯科保健活動の評価や対策
の検討、啓発材料等になり、重要なものとなります。乳幼児・学齢期のデータ
については、比較的データ集積が出来ている分野ですが、県、健康福祉事務所（保
健所）は、歯科関係者とともにこのデータを分析し、市町や住民にわかりやす
いかたちで情報提供をします。



１８―　　―

π　成 人 期

ア．現状

口腔の機能とＱＯＬ　（滋賀県歯科保健実態調査より）

・食生活上噛むことに満足し
ている人は年々増加してい
ますが、年代別にみると、
４０歳代から減少しはじめて
おり、７０歳代では５５.２％と
約半数となっています。

口腔の状況　（滋賀県歯科保健実態調査より）

・８０２０達成の前提として、６０歳代で２４本以上の歯がある人の割合は、４９.５％です。

・「歯ぐきから血が出る」と
いう自覚症状がある人は、
２０歳代から５０歳代では約
３０％で、６０歳代、７０歳代
では約２０％となっていま
す。

食生活上、噛むことに満足している

残存歯数分布割合

歯ぐきから血が出る

図３７

図３８

図３９



１９―　　―

よく噛んで食べる人の状況　（滋賀の医療福祉に関する県民意識調査より）

・よく噛んで味わって食べる等、食べ方に関心のある人については、平成２４年度
５３.９％となっています。

歯科保健行動　（滋賀県歯科保健実態調査より）

・定期的に歯科健診を受ける人やデンタルフロス、歯間ブラシを使用している人
の割合は年々増加しており、特に４０歳代以降の増加が著しい状況です。

・時々歯石を取ってもらっている人
の割合は、年代があがるごとに増
えている状況です。

職域での歯科保健対策　（滋賀県歯科保健実態調査より）

・一般事業所（従業員１００人以
上の事業所）での歯科健診
の実施率は約１０％となって
います。

定期的に歯科健診を受けている デンタルフロスや歯間ブラシを使っている

時々歯石を取ってもらっている

歯科健診実施率

図４０ 図４１

図４２

図４３



２０―　　―

市町における成人期歯科保健対策　（平成２４年度滋賀県歯科保健計画に関する調査より）

・市町においては、健康増進法に基づく歯周疾患検診のほかに、妊産婦に対する
歯科保健対策や、特定健診特定保健指導の受診者、乳幼児健診受診児の保護者
への歯科保健対策等様々な機会をとらえて対策が行われています。
＜市町での成人期歯科保健対策実施状況＞

＜その他の取組＞
・妊婦・満３５歳・４０歳・４５歳の方を対象に歯周疾患検診の実施
・公民館のセミナーにて歯科医師と歯科衛生士の講座の開催
・集団総合健診の待ち時間に歯科の健康教育を実施

たばこと歯周病

・たばこは歯周病を悪化させる要因
になりますが、たばこが歯周病を
進行させる原因になると知ってい
る人は、全体で７２％となっていま
す。　 （滋賀県歯科保健実態調査より）

・県の成人の喫煙率は、平成２１年度男性３８.４％、女性７.４％となっています。また、
喫煙している人のうち、男性２９.６％、女性４１.３％の人は「たばこをやめたい」と
考えています。　 （滋賀の健康栄養マップ調査より）

・禁煙支援を実施する歯科医療機関数は平成２４年度１９７診療所となっており、平成
２１年度の１７７診療所より増えている状況です。
 （医療機能情報調査より健康長寿課調べ）

実施市町（Ｈ２４）対　　　　　　　策

５市町／１９市町歯科健診の実施

妊 産 婦 に
対する対策

１０市町／１９市町歯科保健指導の実施

１７市町／１９市町啓発リーフレットの配布

母子健康手帳交付時の指導その他

１０市町／１９市町健康増進法による歯周疾患検診の実施

５市町／１９市町乳幼児歯科健診時の保護者健診の実施

９市町／１９市町特定健診・特定保健指導時の歯周病に関する情報提供

２市町／１９市町
健康増進法による禁煙支援プログラム実施時の歯周病予防
についての指導

１５市町／１９市町健康フェスティバル等での啓発

表２

喫煙が歯周病を進行させる原因になる

図４４



２１―　　―

医科歯科連携について

・平成２２年度から滋賀県歯科医師会では、県委託事業「糖尿病と歯周病に係る歯
科医科連携推進事業」を実施し、連携実態の把握、連携様式や連携方法の検討
等を行うとともに、研修会の開催等を行なっており、糖尿病治療における医科
歯科連携に関して、関係者の知識や意識が高まっています。
・各地域において糖尿病における医科歯科連携を推進するための検討会が立ち上
がってきており、継続して連携の課題を検討する場ができつつあります。
・糖尿病治療における医科と歯科の連携状況としては、歯科診療所では３１診療所
（６.５％）、病院歯科では１５病院（１００％）で、１件以上の連携がある状況です※１。
また、医科の一般診療所では６９診療所（１０.７％）、病院では３８病院（７７.６％）で
糖尿病治療において歯科と連携している状況です※２。

＜糖尿病治療における医科と歯科の連携割合＞

関係者の人材養成・確保

・様々な団体により研修が行われています。（平成２３，２４年度）
＜各機関による研修の実施状況＞

～モデル事業紹介～
滋賀県歯科医師会は、平成２３年度県委託事業「大学生等青年層に対する歯周病対策事業」を実
施しました。内容は、モデル大学において歯科健診および歯科保健指導を実施するとともに、
学生にポスターを募集し、最優秀作品を県内大学や市町等への配布を通じて、歯周病予防の啓
発を行うというものでした。この歯科健診では、約８割の学生に歯周病がみられるという結果
となり、青年期からの対策の必要性が明らかとなりました。
　また、県内大学へ歯周病対策に対するアンケートを行い、対策の状況を把握したところ、歯
科健診の実施や今後予定している大学は無い状況でしたが、多くの大学から「セルフチェック
票の配布」については今後取り組めそうと回答がありました。歯周病は軽度では自覚症状がな
いことから、セルフチェック票の活用等で早期から“気づき”を促し、若い頃から良好な保健
行動や定期的な歯科受診ができるよう勧奨していく必要があります。

県湖　西湖　北湖　東東近江甲　賀湖　南大　津

６.５％１９.０％３.４％１.９％１５.１％２.４％５.３％５.２％
歯科診療所
※１

１０.７％２４.２％１０.０％１０.３％１１.９％９.８％６.３％１２.４％
一般診療所
（医科）※２

（※１　医科から歯科・歯科から医科への患者情報提供状況調査より　平成２４年３月現在）
（※２　医療機能および医療連携実態調査より　平成２４年８月現在）

表３

テ　　　ー　　　マ実施主体

「歯周病のメカニズム」健康福祉事務所（保健所）

「歯科における歯周病の位置づけ」滋賀県歯科医師会彦根支部

「スケーリングルートプレーニングに必要な知識と技術」
「病院論から再考する歯周治療」「口腔検査の知識と技術」

滋賀県歯科衛生士会

表４



２２―　　―

イ．課　　題

・６０歳代で２４本以上の歯がある人の割合が、４９.５％と少ない状況です。
・食生活上、噛むことに満足している人については、４０～５０歳代から減少してい
く状況となっており、２０～３０歳代からの歯科疾患の予防が必要です。

・定期的に歯科健診や歯石取りを受ける人は少しずつ増えていますが、まだ少な
い状況です。
・健康増進法に基づく市町での歯周疾患検診では受診する人が少なく、職域での
歯科健診は実施するところが少なく、さらに、職域の歯科健診の実施について
は減少している状況です。
・歯科診療所や一般診療所における糖尿病治療に関する医科と歯科の連携率が低
い状況です。
・たばこに関する知識の普及や禁煙支援は歯周病予防に有効であり、さらなる支
援体制の構築が必要です。
・妊産婦に対する歯周病対策については、出産後の子どもへの口腔ケアの認識を
高めるためにも重要ですが、市町によっては働きかけを行っていないところが
ある状況です。



２３―　　―

ウ．達成目標

結果目標

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

６０％４９.５％６０歳代で２４本以上の歯がある人の割合の増加①

７０％５９.４％
６０歳代で噛むことに満足している人の割合の増
加

②

２５％３４.０％２０歳代で歯ぐきから血が出る人の割合の減少③

経過目標　（結果目標を達成するための目標）

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

３０歳代  ２０％

５０歳代  ４０％
３０歳代  １４.５％

５０歳代  ２０.５％
定期的に歯科健診を受ける人の割合の増加④

３０歳代  ４５％

５０歳代  ６５％
３０歳代  ２８.０％

５０歳代  ３４.８％
時々歯石を取ってもらっている人の割合の増加⑤

３０歳代  ４５％

５０歳代  ６５％
３０歳代  ２９.９％

５０歳代  ３８.０％
デンタルフロスや歯間ブラシを使用している人
の割合の増加

⑥

７５％５３.９％
よく噛んで味わって食べる等食べ方に関心のあ
る人の割合の増加

⑦

すべての市町１７市町妊産婦に対する歯周病対策をする市町の増加⑧

１０市町５市町
乳幼児歯科健診時の保護者健診を実施する市町
の増加

⑨

増加させる

６.５％
（歯科診療所）

１０.７％
（一般診療所）

糖尿病治療においての医科歯科連携を行う医療
機関の割合の増加

⑩

すべての市町９市町
特定健診・特定保健指導時に歯周病に関する情
報提供を実施する市町の増加

⑪



２４―　　―

エ．具 体 策

啓　　　発

・成人期は、時間的な制約から、歯科健診や歯科保健指導を受けることがおろそ
かになる傾向があります。定期的に歯科健診を受けている人は少しずつ増えて
いる状況ですが、さらにかかりつけ歯科医をもつ人を増やすため、県、市町、
歯科医師会等は、ポスター、リーフレットの配布等歯科保健知識の普及や啓発
を行います。
・また、市町や歯科医師、歯科衛生士は、乳幼児健診や特定健診保健指導、診療
の場等あらゆる機会を活用し、かかりつけ歯科医の機能について啓発します。
　　

青年期からの対策の実施

・高等学校以降歯科健診の機会は少なくなりますが、歯周病は予防が可能である
ことや、歯を支えている骨（ 歯  槽  骨 ）まで病気が至っていなければ、適切な歯

し そう こつ

磨きや歯石除去により健康な歯肉に回復することが可能なことから、県や健康
福祉事務所（保健所）は、関係機関と連携しながら、大学や職域の若い世代等
ターゲットを絞っての出前講座（歯周病予防、 咀嚼 、ブラキシズム※等につい

そしゃく

て）の開催等対策を検討し、実施します。
※歯をすり合わせたり、かみしめたりする癖のこと。

　　

歯科健診の機会の確保

・健康増進法に基づく歯周疾患検診を実施する市町は約半数であり、実施してい
る市町では受診者が少ないことが課題です。市町においては、この他に乳幼児
歯科健診受診の保護者や妊産婦等様々な工夫がなされていますが、県および健
康福祉事務所（保健所）は、このような効果的な取組が、多くの市町に広まる
よう事業の情報収集および情報提供を行います。
　　

職域での対策の充実

・職域での歯科健診の実施率は低下しており、歯科健診以外の取組についても実
態の把握が出来ていない状況です。県は、全国健康保険協会滋賀支部や健康保
険組合等と連携し、取組の実態について把握するとともに、職域での効果的か
つ実施可能な取組の普及について検討します。
・具体的には、各健康福祉事務所（保健所）で実施している地域職域連携推進事
業において、労働監督署と連携しながら、事業所の食堂等へのポスター掲示や
リーフレット設置、また健診の結果返しの機会等を通じての歯周病と全身疾患
との関係や歯周病の予防方法についての情報提供、啓発を行う事業所を増やし
ます。
・歯周病は、歯磨き方法の改善や歯間ブラシの使用等保健行動の改善により、効
果が顕著に表れやすく、このことはよい保健指導のモデルとなります。これら
のことを、滋賀県産業保健推進連絡事務所のセミナー等の機会を通じ、事業所
の保健師等産業保健を支えるスタッフに啓発、研修を行います。
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たばこ対策の推進

・喫煙が歯周病をはじめ、がん、循環器疾患、呼吸器疾患、周産期の異常等の原
因となることについて、市町や歯科医師、歯科衛生士は、乳幼児健診や特定健
診保健指導、診療の場等あらゆる機会を活用し、普及します。
・禁煙が歯周病の治療の改善の大きな要因になることや、たばこによる歯面着色
の清掃を行える等、歯科受診は禁煙支援のよい機会となります。これらのこと
から、歯科医師、歯科衛生士は、医師、薬剤師、看護師等様々な職種や関係機
関と連携し、禁煙する人を支援します。
　　

糖尿病対策の推進

・歯周病治療および糖尿病治療の相互の治療充実のため、医師は糖尿病で通院中
の患者に歯科受診を薦め、歯科医師は歯科に受診中で糖尿病の疑われる方に医
科受診を薦める等、医科歯科連携による糖尿病および歯周病の治療を推進しま
す。
・地域の一般診療所と歯科診療所での連携や歯科のない病院と地域の歯科診療所
との連携をさらにすすめるため、事例検討会の開催等を通じ、歯科医師、医師
をはじめ、関係者の顔の見える関係づくりを行います。
　　

妊産婦への対策

・歯周病が低出生体重児出産や早産等に影響することから、これらのことについ
て、多くの関係者が知識を習得できるための研修を行うとともに、市町におけ
る母子健康手帳交付時や産科における妊婦健診時に妊産婦への情報提供を行い
ます。
・また、県は先進地事例の収集等を行い、歯科と産婦人科の連携について推進し
ます。
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∫　高 齢 期

ア．現　　状

お口の状態

・８０歳以上で２０歯以上の自分の歯がある人は平成２１年度１５.５％です※。
（滋賀の健康栄養マップ調査より）

※　県では、滋賀の健康栄養マップ調査により、自記式アンケートを行い、歯の保有本

数のデータを算出しています。国では、歯科疾患実態調査の結果より８０歳の歯の保有

本数を推計値として算出しており、県のデータは国の算出方法とは異なります。
　　

市町での介護保険事業と歯科保健医療

・地域支援事業の介護予防における予防サービス事業において、口腔機能向上事
業実施市町（複合プログラムを含む）は平成２４年度１９市町中１３市町となってお
り、平成２１年度の２６市町中１２市町より少し増えています。

（介護予防事業ヒアリング結果より健康長寿課調べ）

・介護認定審査会への歯科医師の参加については、平成２４年度１０月現在４３人とな
っています。
・地域包括支援センター運営協議会への歯科医師の参加については、平成２４年度
１０月現在１３人となっています。
　　

介護保険等の高齢者施設での取組

・特別養護老人ホーム等高齢者の入所施設での歯科健診実施率は、平成２１年度
１７.２％で、平成１６年度の５.１％より増えている状況です。

（滋賀県歯科保健実態調査より）

・口腔機能維持管理体制加算を算定している入所施設は４３％、口腔機能維持管理
加算を算定している施設は９.９％です。

（平成２４年８月実績　滋賀県国民健康保険団体連合会調べより）

・口腔機能向上事業を実施する体制のある通所介護事業所や介護予防通所介護事
業所は約１７％となっています。　 （介護保険指定事業所管理システムより）

・加算申請をしていない事業所においても、約８割の事業所で口腔機能向上サー
ビスを提供しており、実施内容としては、「健口体操」が約７割の事業所で実施
されており、「口腔ケア」については約半数の事業所で実施されています。

（口腔機能向上サービス実施状況調査結果より　平成２１年度）

実施している具体的内容

図４５
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・滋賀県歯科医師会湖北支部では、老人保健施設への口腔ケアを行っています。
（滋賀県歯科保健計画に関する調査より）

・滋賀県歯科医師会大津支部では、介護保険事業所や高齢者入所施設にて歯科健
診を行う「かむかむ健診事業」を行っています。

（滋賀県歯科保健計画に関する調査より）

・滋賀県歯科医師会湖南支部では、デイケアで歯ブラシをひろめよう運動を行っ
ています。　 （滋賀県歯科保健計画に関する調査より）

・南部健康福祉事務所（保健所）では、介護予防における口腔機能向上事業の普
及を目的に「介護予防のためのお口歯つらつ支援事業」を実施しています。

介護予防における口腔機能向上の認知度

・介護予防における取組として口腔機能向上を知っている人は、平成２４年度７.４％
であり、運動の３４.５％や閉じこもりの３６.０％と比べて認知度が低い状況となって
います。　 （滋賀の医療福祉に関する県民意識調査より）

訪問歯科診療について

・滋賀県歯科医師会各支部では、訪問歯科治療のための医療機器を２台ずつ設置
しています。平成２４年１０月現在訪問歯科診療の実施歯科医療機関は５８６診療所中
１０９診療所（１８.６％）となっています。　 （歯科医師会保険部データより）

・また、滋賀県歯科医師会では、訪問歯科診療の相談窓口を設置するとともに、
ホームページでも情報提供を行っています。住民の利用状況は、相談窓口より
もホームページの方が多い状況となっています。
・在宅または社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する在宅療養支
援歯科診療所は平成２４年１０月現在６か所となっています。

・滋賀県歯科医師会および滋賀県歯科衛生士会が協力し、訪問歯科診療に同行す
る歯科衛生士の数を確保するため、在宅ケア歯科衛生士登録システムが立ち上
げられています。
・在宅歯科診療を推進するために、草津、甲賀圏域では、歯科医療機関マップを
作成しています。

医科歯科連携について

・平成２４年度診療報酬改定により「周術期口腔機能管理料」が新設され、がん診
療における口腔ケアの推進が求められています。
・高齢者は、持病等の疾患の治療を優先し、歯科受診については後回しになって
いるのが現状のため、医科歯科連携による口腔ケアの推進が求められています。
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関係者の連携体制の確保

・滋賀県歯科医師会では、県委託事業「高齢者口腔機能向上プロジェクト事業」
を実施し、県全体および各圏域において検討会の開催、研修会の開催、施設訪
問等を通じて、関係者との連携構築に取り組んでいます。また、リーフレット、ク
リアファイルを作成、配布し、訪問歯科診療やかかりつけ歯科医の必要性につ
いて啓発を行っています。　 （事業実施報告書および計画書より）

関係者の人材育成・確保

・日本歯科衛生士会の在宅療養指導および嚥下リハビリテーションおよび老年歯
科分野の認定歯科衛生士数は平成２４年１０月現在４８人と、平成２１年度の３５人より
増加している状況です。
・様々な団体により研修が行われています。
＜各機関による研修の実施状況＞

イ．課　　題

・８０歳以上で２０本以上の自分の歯がある人の割合が少ない状況です。
・介護予防における口腔機能維持・向上事業について、各地域や団体が独自に行
っており、県全体としての取組が少ない状況です。
・多職種が連携した口腔機能維持・向上支援体制の整備が必要です。
・口腔機能の大切さや訪問歯科診療についての周知が不十分であり、訪問歯科診
療の普及が十分ではありません。
・介護を必要とする高齢者の歯科診療を専門的に学ぶ歯科保健関係者が少ない状
況です。
・脳卒中やがん診療等における医科歯科連携による口腔ケアの推進体制の整備が
されていません。

テ　　　ー　　　マ実施主体

「高齢者の口腔の変化と訪問歯科診療」「高齢者の口腔ケ
アの実際」「訪問歯科診療の実際～気づきから訪問治療の
依頼、フォローまで～」「現場からみた訪問歯科診療」

健康福祉事務所
（保健所）

「認知症に対する対応について」「高齢者の口腔機能のア
セスメント」「病院歯科における口腔ケア活動の状況」「訪
問歯科診療について」

滋賀県歯科医師会
大津支部、湖南支部、
彦根支部

「摂食嚥下の観察ポイントと評価」「摂食嚥下障害とリス
ク管理」

滋賀県歯科衛生士会

「食事と口腔ケア・酸蝕歯について」滋賀県栄養士会

「在宅高齢者のための栄養と歯科の連携」「歯科衛生士の
今、これから」

滋賀県歯科衛生士会
滋賀県栄養士会

表５
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ウ．達成目標

結果目標

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

５０％１５.５％８０歳以上で２０本以上の歯がある人の割合の増加①

７０％５５.２％
７０歳代で噛むことに満足している人の割合の増
加

②

経過目標　（結果目標を達成するための目標）

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

３５％７.４％
介護予防における取組として口腔機能向上を知
っている人の割合の増加

③

７０％４３％
口腔機能維持管理体制加算を算定する施設の割
合の増加

④

２５名－
在宅ケア歯科衛生士登録システムの登録人数の
増加

⑤

３０％１８.６％訪問歯科診療実施歯科医療機関の割合の増加⑥
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エ．具 体 策

啓　　発

・平成１８年度の介護保険改正により、口腔機能向上サービスが導入される等、少
しずつ口腔の機能に関する取組が普及してきていますが、引き続き、歯科医師
会および歯科衛生士会等関係職種が連携して、口腔機能の役割や口腔ケアの必
要性について、啓発します。
・要介護高齢者では、口腔ケアや歯科治療について、本人はもとより家族の理解
が重要なことから、家族への啓発を行います。

介護保険等の高齢者施設での取組の推進

・県および健康福祉事務所（保健所）は、研修会の開催や巡回相談等を通じて、
介護保険入所施設や、介護保険通所事業所における歯科医師、歯科衛生士等専
門職種による口腔ケア（口腔機能訓練含む）について、推進します。

アセスメントの強化

・介護保険や地域支援事業での口腔ケアや口腔機能の維持向上サービスを行うに
は、ケアマネジャーのアセスメントが重要です。ケアマネジャーの口腔機能に
対するアセスメントを強化するための研修会の開催やチェックリストの活用等
を検討します。

関係者の連携体制の構築

・脳卒中やがん医療における口腔ケア体制の整備について、検討します。
・食べる機能や話す機能の維持向上には、歯科治療のみならず、口腔ケアが大切
なことから、歯科医師、歯科衛生士が連携して行う訪問歯科診療を普及します。
・在宅療養支援チームの一員として歯科専門職が効果的に関わるため、歯科医師
や歯科衛生士の退院時カンファレンスやサービス調整会議の参加を推進します。
・医師、歯科医師、ケアマネジャー、介護保険事業所等の合同研修会や、連携事
例の検討会の開催を通じて、関係者の連携体制を構築します。

関係者の人材養成・確保

・歯科医師会および歯科衛生士会において、摂食嚥下や訪問歯科診療についての
研修会を開催します。
・日常の口腔ケアについては、介護職が実施することも多いことから、介護職対
象の口腔ケアについての研修を実施します。
・歯科衛生士会は、潜在歯科衛生士の掘り起こしを行い、在宅ケア歯科衛生士の
登録システムの周知および活用をします。
・歯科医師会、歯科衛生士会、県、健康福祉事務所（保健所）、市町等は、地域
歯科保健活動を行う歯科衛生士への支援を行います。
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２．支援強化が必要な取組

∏　障害者（児）への支援

ア．現状

口腔の状況

・県では、地域療育教室（児童デイサービス事業所）の通所児を対象に、歯科健
診および歯科保健指導を実施しています。受診児の状況は、県平均と比べてむ
し歯が少ない状況となっています。

・特別支援学校の小学１年生のむ
し歯は、県平均と同様にむし歯
のない人が増加し、一人平均の
むし歯数も減少していましたが、
近年横ばいとなってきています。

（滋賀県歯科保健資料集より）

一人平均むし歯数（巡回歯科保健指導受診児と歯科健診結果県平均との比較）

むし歯のない者の割合の推移　小学校１年生
（乳歯・永久歯）

一人平均むし歯数の推移　小学校１年生
（乳歯・永久歯）

図４６

図４７

図４８
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・特別支援学校の中学１年生のむ
し歯は、むし歯のない人は増加
していますが、一人平均むし歯
数はここ数年横ばい状態にあり
ます。

（滋賀県歯科保健資料集より）

・特別支援学校の中学１、３年生
の歯肉の有所見者率は、県平均
より高い傾向にあります。

（滋賀県歯科保健資料集より）

むし歯のない者の割合の推移　中学校１年生
（永久歯）

一人平均むし歯数の推移　中学校１年生
（永久歯）

歯肉有所見者の割合の推移　中学校１年生

歯肉有所見者の割合の推移　中学校３年生

図４９

図５０

図５１

図５２
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・県では、障害者支援施設の入所者
等に対して歯科健診および歯科保
健指導を実施しています。
・むし歯の状況については、あまり
変化がありませんが、児童、成人
施設とも、歯周病のある人が増え
ています。
（口腔衛生センター診療内容・患者数お
よび歯科衛生教育出動状況より）

歯科健診・歯科保健指導の実施状況

・障害者施設の歯科健診実施率は、通所施設と入所施設では実施率に差がある状
況です。　 （滋賀県歯科保健実態調査結果より）

・通所事業所での歯科健診および歯科保健指導の実施体制については、一部の地
域で関係者との連携により、整備されています。
・滋賀県歯科衛生士会においては、通所施設の依頼を受け、歯科保健指導を行っ
ています。　 （滋賀県歯科保健計画に関する調査より）

歯周疾患のある者の割合　推移

１人平均むし歯数の推移 むし歯をもつ者の割合の推移

定期的な歯科健診の実施率

図５３

図５５図５４

図５６
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医療の状況

・滋賀県歯科医師会では、滋賀県委託事業「障害児者歯科治療等事業」を滋賀県
歯科医師会口腔衛生センターで実施しています。受診者は年々増加している状
況で、特に在宅の方の受診者が増えています。口腔衛生センターでは、抑制お
よび静脈内鎮静法による治療が可能ですが、全身麻酔下での治療は対応してい
ません。
・治療が終了した患者等については、近くの歯科医療機関で定期的な健診等の受
診ができるよう、機能分担をしていく必要がありますが、平成２２年度に歯科診
療所に逆紹介した患者は８名（１.９％）でした。

（平成２２年度口腔衛生センター受診者についての実態調査より）

・障害のある方の受診支援のために、草津、甲賀、東近江、湖東、湖北圏域では、
歯科医療機関マップを作成しています。「相談があった際に情報提供できる」
「ハード面の情報収集ができる」「受診前に事前に情報が得られる」等の効果も
ありますが、「写真やソフト面の情報がさらにあるとよい」等の追加情報が必要
な圏域があることや、「マップを知らない」という周知が不足している状況もあ
ります。

口腔衛生センターのべ患者数の推移

のべ患者数と実患者数の推移

図５７

図５８
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かかりつけ歯科医の推進について

・県では、早期からかかりつけ歯科医をもてるよう、地域療育教室や特別支援学
校の保護者を対象にかかりつけ歯科医推進事業を実施しています。現在かかり
つけ歯科医をもっている障害児の割合は、以下のとおりです。

・県の健康福祉事務所（保健所）においては、通所施設の職員等を対象に「障害
者施設における歯科保健の推進について」等のテーマで研修会を開催していま
す。
　
関係者の人材育成・確保

・歯科医師会により研修が行われています。
＜各機関による研修の実施状況＞

テ　　　ー　　　マ実施主体

「スペシャルニーズのある人の歯科医療と口腔ケア」
「発達障害児の特徴とその関わり」

滋賀県歯科医師会、大津支
部、湖南支部、湖北支部

表６

イ．課　　題

・かかりつけ歯科医を持っている人は、まだまだ少ない状況です。
・特別支援学校の中学校１年生の一人平均むし歯は１.１７本であり、県平均よりや
や少ない状況で推移してきましたが、ここ数年、県平均が減少傾向なのに対し
て、横ばい状況となっています。
・障害者支援施設の入所者については、歯周疾患のある人が増えている状況です。
・通所事業所の利用者についての歯科疾患の状況については、県全体の状況を把
握できていません。
・歯科健診の実施率については、入所施設が約８０％に対して通所施設では約３０％
と差がある状況であり、また圏域ごとにも実施体制について差がある状況です。
・歯科医療機関マップについては、受診支援として一定効果がありますが、周知
不足やソフト面（診療時間や診療時の工夫等）に対する情報掲載が課題となっ
ています。
・口腔衛生センターの受診者数が増えるなか、病院歯科での全身麻酔下での歯科
治療や歯科診療所における歯科健診、ケアの推進を含む地域での歯科医療の充
実、口腔衛生センターとの連携強化等が不十分であり、受診先がない障害者（児）
がいます。

かかりつけ歯科医を持っている児の割合

図５９
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ウ．達成目標

結果目標

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

０.５本１.１７本
特別支援学校の中学校１年生の一人平均むし歯
の減少

①

７５％６８％
特別支援学校の中学校１年生のむし歯のない人
の割合の増加

②

２０％以下２１％
特別支援学校の中学校３年生の歯肉の有所見者
の割合の減少

③

経過目標　（結果目標を達成するための目標）

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

５０％３３％
障害者通所事業所における定期的な歯科健診実
施率の増加

④

１００％８３.３％
障害者入所施設における定期的な歯科健診実施
率の増加

⑤

１圏域に

１か所以上
－

地域の病院歯科において、障害者（児）の歯科
治療を行う病院の確保

⑥

増やす８事例
口腔衛生センター患者の地域の歯科診療所への
紹介数の増加

⑦

５０％
（地域療育教室通所児）

２３％
（地域療育教室通所児）

かかりつけ歯科医を持っている者の割合の増加⑧
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エ．具 体 策

かかりつけ歯科医の推進

・障害者（児）は、歯科治療や日常の口腔清掃が不十分となりやすく、口腔内状
態が悪化する傾向にありますが、むし歯や歯周病は、痛くなってから受診する
と治療が長引いたり、より大がかりな治療をすることになります。そのため、
県や健康福祉事務所（保健所）、市町においては、普段からかかりつけの歯科医
による定期的な歯科健診を受けることや専門家による口腔内清掃を受けること
等、専門家の支援を受けるように啓発します。
・在宅の障害児については、現在地域療育教室に巡回歯科健診歯科保健指導事業
を実施しており、かかりつけ歯科医の保持状況について把握できていますが、
在宅の障害者については、把握できていません。かかりつけ歯科医の保有状況
についての把握をし、かかりつけ歯科医の推進方策を検討します。

予防の推進、啓発

・障害児の保護者や通所事業所、入所施設の職員を対象に、歯科疾患の予防方法
について研修等を行います。
・県は、保健部局と福祉部局の連携により、施設長等が集まる機会や実地指導の
機会に、口の機能の大切さや歯科疾患の予防の大切さについて、啓発を行いま
す。
・行政機関のみの啓発では、なかなか必要な方に必要な情報が届きにくいという
ことがあるため、県、健康福祉事務所（保健所）および市町は、障害者や障害
児の団体等に歯科保健医療に関する情報を提供し、関係団体は、団体の発行物
への掲載等により、広く多くの方に情報を発信します。

歯科健診・歯科保健指導の体制整備

・健康福祉事務所（保健所）は、地域療育教室通所児を対象に巡回歯科保健指導
事業を継続して実施します。
・口腔衛生センターは入所施設の歯科健診および歯科保健指導を継続して実施し
ます。
・通所事業所については、地域により取組に差がある状況ですが、県および健康
福祉事務所（保健所）は、圏域間の情報交換や福祉関係者および歯科関係者と
の意見交換等を行いながら、関係者の連携により通所事業所での歯科保健の取
組を支援します。
・また、通所事業所の利用者についての歯科疾患の状況について、県全体の状況
を把握する方策を検討します。
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歯科医療機関の連携

・障害者（児）の歯科受診については、なるべく一次医療機関（地域の歯科診療
所）に受診することができるよう、県および健康福祉事務所（保健所）は、歯
科医療マップの作成や更新をするとともに、関係機関や関係団体に広く周知し
ます。
・障害者（児）の支援者はマップの活用を通じ、障害者（児）が歯科受診できる
ための支援を行います。
・また、歯科医師会や歯科衛生士会においては、研修を行い、支援者を増やすと
ともに、地域の歯科診療所における障害者（児）支援体制の強化を行います。
・障害の状況によって、一次医療機関のみでの対応が難しい場合は、二次医療機
関（口腔衛生センターや地域の病院歯科）と連携して治療の継続を行い、治療
が終了し定期的な歯科健診やプロフェッショナルケアを行う際には、一次医療
機関で行えることが理想であり、これにより、それぞれの役割が効率的に発揮
できるとともに、受診者の通院費用や時間の負担は少なくなります。このよう
な医療機能の分担について、県は歯科医師会等と協力し、関係者との合意のも
と医療連携のネットワーク構築を行い、当事者への情報発信を行います。

＜障害者（児）歯科保健医療連携のイメージ図＞
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π　児童虐待への歯科からの支援

ア．現　　状

虐待と歯科保健について

・近年の急速な少子化、核家族化の中で育児環境が大きく変化し、児童虐待の相
談件数が増えています。
・児童虐待は、深刻化する前に早期発見することが重要です。児童虐待防止法第
５条では、医療従事者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることから、早期
発見に努めることとなっています。また、同法第６条において、虐待を発見し
たり、疑ったら、速やかに通告する義務が定められています。
・被虐待児の口腔内は、むし歯が多いことや、むし歯治療が放置の状態であるこ
とが多いということが明らかになっています。
・要保護児童 等 に適切な支援を図るための情報交換や、支援に関するシステムの

　 ※

検討などを行う組織として、市町において、要保護児童対策地域協議会が設置
されていますが、この協議会に歯科医師が入っているのは４市町／１９市町とな
っています。　 （子ども・青少年局調べ）
※児童福祉法上の要保護児童、要支援児童およびその保護者または特定妊婦のこと

関係者の人材育成・確保

・様々な団体により研修が行われています。（平成２３，２４年度）
＜各機関による研修の実施状況＞

テ　　ー　　マ実施主体分　　野

「児童虐待について」
「児童虐待と歯科保健」

滋賀県歯科医師会、各支部、
健康福祉事務所（保健所）

児童虐待

表７

イ．課　　題

・虐待は深刻化する前に早期発見することが大切なことから、歯科関係者の役割
を踏まえ、継続して研修等をしていくことが必要です。
・要保護児童等へのむし歯予防対策についても検討していく必要があります。

ウ．達成目標

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

年１回以上の
研修会開催の

継続

研修会の開催

４回
（Ｈ２３、２４）

虐待の疑いを発見した際の対応について理解す
る歯科医療関係者の増加

①

すべての市町４市町
要保護児童対策地域協議会に歯科医師を構成員
とする市町の増加

②
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エ．具 体 策

関係者の人材養成・確保

・歯科専門職は歯科健診や歯科診療の場で、口腔内状況から潜在化している虐待
の実態を把握することが求められています。このような役割や、疑いがあった
際の対応方法について、継続して研修を実施します。

支援体制の充実

・市町に設置された要保護児童対策地域協議会に歯科医師が参加することで、歯
科関係者が虐待を疑った場合の通告体制をより強化するとともに、より充実し
た支援体制の構築を行います。
・要保護児童等のむし歯予防対策として、歯磨き習慣定着のための施設職員等へ
の研修や継続した歯科受診ができるための支援体制の整備等について、県や関
係者で検討します。
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∫　災害時における対応

ア．現　　状

災害時の歯科保健医療

・他府県の震災の経験から、地震等が発生した場合、初動的段階においては、救
命措置が最優先となりますが、災害発生以降、時間の経過とともに、衛生状態
や生活環境の悪化により、歯、歯周炎等の急性発作や、義歯の喪失により食事
がとれないこと等、様々な歯科治療ニーズが出てくることがわかってきていま
す。また、口腔内が不衛生なことによる 誤  嚥  性 肺炎の発症等も懸念されます。

ご えん せい

平常時における体制整備

・大規模な地震災害等の発生に備えて、滋賀県地域防災計画においては、災害時
医療活動の支援・協力活動を確立するため、県本部は、医療救護班を被災地域
へ派遣することとしており、平成１９年３月に滋賀県と滋賀県歯科医師会におい
て締結した「災害時の医療救護活動に関する協定書」に基づき、歯科医師会は
歯科医療救護班を編成し、避難所または災害現場等の医療救護所等に派遣する
こととなっています。
・県歯科医師会においては、平成２１年３月に「大災害歯科医療救護マニュアル」
を作成しており、医療救護活動を行うための体制整備を図られています。さら
に、滋賀県歯科医師会、滋賀県歯科技工士会、滋賀県歯科衛生士会の三者にお
いて、救護班のスタッフとして活動するための協定が結ばれています。

イ．課　　題

・災害時における活動については、マニュアルの周知等平常時からの備えや、研
修等による人材の育成が不可欠ですが、現状ではこれらが十分でないため、歯
科保健医療についての体制整備が必要です。
・災害時における誤嚥性肺炎予防のための口腔ケアの重要性について、県民への
啓発が必要です。

ウ．達成目標

目　標　値現　状　値目　　標　　項　　目

３０％以上－
災害時における歯科口腔保健の重要性について
知っている人の増加

①

年１回以上の
研修会の開催

－被災者への対応が行える体制づくり②
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エ．具 体 策

口腔ケアの必要性についての啓発

・災害時における誤嚥性肺炎予防のための口腔ケアの重要性について、健康フェ
スティバルにおける啓発や健康教育の場等様々な機会を活用し、県民へ広く周
知します。

体制整備

・既存のマニュアル等を関係者が平常時より確認し、それぞれの役割を認識する
とともに、先に発生した東日本大震災等の被災地での歯科保健医療活動を踏ま
え、災害時の口腔ケア啓発媒体や要援護者スクリーニング表等の作成について
検討します。
・県内の歯科医療関係者が今後の災害時に活動ができるよう歯科医師会、歯科衛
生士会は研修会を開催します。
・県は、他府県におけるこれまでの災害時の歯科保健医療支援活動について、情
報収集を行います。また、口腔ケア用品の備蓄についても検討します。
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第３章　計画の推進体制と評価

　１．それぞれの役割

県　　民

　健康づくりは、個人の努力と実践が基本となります。県民一人ひとりが、歯や
口の大切さについて自覚し、歯科疾患の予防のための取組（歯磨き、規則正しい
食生活習慣等）を実施するとともに、定期的な歯科健診や歯科保健指導等、専門
家によるケアを受けることが大切です。

　

　　県　　

　県は、この計画を推進し、設定した目標を達成するため、全県的な歯科保健医
療施策を総合的に推進します。また、目標値の推移の調査および分析を行います。
施策の推進については、関係機関との連携が不可欠であることから、連携強化の
ための調整を行うとともに、関係団体との連携による研修を開催します。
　また、歯科保健医療に関する情報の収集・精査を行い、その情報を市町や県民
へ提供します。

　

健康福祉事務所（保健所）

　健康福祉事務所（保健所）は、圏域の歯科保健医療に関する情報収集や管理分
析を行うとともにその情報を市町や関係団体に情報提供します。
　また、歯科保健医療関係者の人材育成のための研修会や、関係者が地域の歯科
保健課題を共有し、連携して課題に取り組む体制の整備、対策の検討を行うため
の会議を開催します。
　さらに、市町での歯科口腔保健を推進するための基本的事項策定の際には、専
門的な支援を行います。

　

市　　町

　住民に最も身近な自治体である市町においては、歯科医師会や健康福祉事務所
（保健所）と連携しながら、母子保健法や健康増進法および介護保険法に基づく歯
科保健事業を実施するとともに、歯科保健医療に関する情報を住民へ提供します。
　また、ボランティア活動は、啓発等に大変効果的であることから、健康推進員
団体連絡協議会をはじめ、ボランティア団体の育成等をさらにすすめます。

　

歯科医師会

　滋賀県歯科医師会は歯科保健施策における企画への専門的な立場からの助言を
行うとともに、施策への協力を行います。
　また、関係者との緊密な連携のもと歯科医療、歯科保健指導の実施を行い、県
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民の口腔保健の維持向上に尽力します。
　そのために、会員の資質向上を図るための研修等を開催します。
　さらに、県民が歯や口の大切さを自覚できるためのきっかけづくりとして、歯
科口腔保健に関する啓発活動を行います。
　障害者（児）の歯科保健医療の推進のため、口腔衛生センターを運営します。

歯科衛生士会

　滋賀県歯科衛生士会は滋賀県歯科医師会と連携し、歯科保健施策における企画
への専門的な立場からの助言を行うとともに、施策への協力を行います。
　また、関係者との緊密な連携のもと歯科医療、歯科保健指導の実施を行い、県
民の口腔保健の維持向上に尽力します。
　そのために、会員の資質向上を図るための研修等を開催します。
　さらに、歯科医師会等が行う歯科口腔保健に関する啓発活動に参加します。

医 師 会

　滋賀県医師会は専門的な立場から歯科保健施策における企画への助言を行うと
ともに、施策への協力を行います。

薬剤師会

　滋賀県薬剤師会は専門的な立場から歯科保健施策における企画への助言を行う
とともに、施策への協力を行います。

栄養士会

　滋賀県栄養士会は専門的な立場から歯科保健施策における企画への助言を行う
とともに、施策への協力を行います。
　また、口腔への関連が深い栄養や献立（栄養、機能両面）等について、情報を
発信します。

健康推進員団体連絡協議会

　健康推進員団体連絡協議会は、健康づくりに関するボランティア活動を様々行
っていますが、歯科口腔保健に関しても、媒体を用いた啓発活動や調理実習を通
じた啓発活動を行います。

滋賀労働局・労働基準監督署

　滋賀労働局では、労働衛生のために事業場への指導、啓発を行っていますが、
この機会等を活用して、事業場へ歯科口腔保健に関する啓発を行います。
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県教育委員会

　県教育委員会では、幼稚園、小学校、中学校および高等学校で行う定期健康診
断（歯科）結果の集約を行い、学校歯科保健に関する現状把握を行います。
　また、歯科保健に関する情報を各市町教育委員会へ情報提供します。

２．関係機関への情報の提供

　この計画を効果的に推進するためには、関係機関への情報発信を行い、関係者
の共通理解のもと施策を推進していくことが重要です。
　そのため、県は、滋賀県歯科保健資料集にて情報提供を行うとともに、滋賀県
ホームページにて関係者や県民への情報提供を行います。
　さらに、各関係団体（歯科医師会、歯科衛生士会、医師会、薬剤師会、栄養士
会等）においては、ホームページや広報誌等に歯科保健関連情報を掲載すること
により、各関係団体の会員への情報提供を行い、関係職種間の連携をさらに進め
ます。
　また、「歯科口腔保健の推進に関する法律」において、歯科医療等業務に従事す
る者等に対する情報の提供、研修の実施を行うとされている口腔保健支援セン
ターについて、県の歯科保健医療の現状に合わせて効果的に施策推進ができるよ
う、在り方を検討します。

３．進行管理と評価

　この計画は、生涯歯科保健推進協議会において毎年進捗状況を確認し評価を行
うとともに、目標を達成するための対策について検討を行います。
　計画に関する基礎データについては、滋賀県歯科保健実態調査により把握する
こととします。
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滋賀県生涯歯科保健推進協議会・作業部会委員名簿

協議会 （敬称略）

備　　　　　考氏　　名

滋賀県歯科医師会佐　藤　　　誠会 長

滋賀県歯科医師会森　田　　　潤

滋賀県歯科医師会中　安　眞理子

滋賀県歯科医師会木　村　和　弥

滋賀県医師会田　中　和　彦

滋賀県薬剤師会中　野　一　枝

滋賀県歯科衛生士会村　西　加寿美副 会 長

滋賀県栄養士会小　澤　惠　子

滋賀県健康推進員団体連絡協議会野　村　京　子

滋賀県市町保健師協議会西　川　奈光子

滋賀県市長会川　嶋　恒　紹

滋賀県町村会米　田　志保子

滋賀労働局労働基準部健康安全課岡　部　雄　治

滋賀県保健所長会井　下　英　二

作業部会　乳幼児・学齢期 （敬称略）

備　　　　　考氏　　名

滋賀県歯科医師会中　安　眞理子部 会 長

滋賀県医師会田　中　和　彦

滋賀県薬剤師会安孫子　惠　子

滋賀県歯科衛生士会大　谷　直　美

滋賀県栄養士会山　本　幸　代

滋賀県保育協議会角　　　育　美

滋賀県市町保健師協議会安　居　和　美

東近江健康福祉事務所井　上　佳　美

滋賀県健康福祉部子ども・青少年局後　藤　直　宏
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作業部会　成人期 （敬称略）

備　　　　　考氏　　名

滋賀県歯科医師会森　田　　　潤部 会 長

滋賀県病院歯科口腔外科協議会山　本　　　学

滋賀県医師会木　村　　　隆

滋賀県歯科衛生士会山　田　純　子

滋賀産業保健推進連絡事務所中　西　一　郎

滋賀県国民健康保険団体連合会横　江　光　彦

全国健康保険協会滋賀支部石　井　香　織

滋賀県市町保健師協議会松　島　重　子

南部健康福祉事務所中　村　麻智子

作業部会　高齢期 （敬称略）

備　　　　　考氏　　名

滋賀県歯科医師会大　西　啓　之部 会 長

滋賀県病院歯科口腔外科協議会山　田　剛　也

滋賀県医師会大　西　淳　夫

滋賀県歯科衛生士会村　西　加寿美

滋賀県栄養士会冨　田　文　代

滋賀県介護支援専門員連絡協議会岡　戸　佳惠美

滋賀県老人福祉施設協議会後　藤　　　清

滋賀県介護サービス事業者協議会連合会小金澤　一　美

滋賀県市町保健師協議会中　原　江　理

湖北健康福祉事務所三　橋　淳　子

作業部会　障害者（児） （敬称略）

備　　　　　考氏　　名

滋賀県歯科医師会木　村　和　弥部 会 長

滋賀県病院歯科口腔外科協議会松　本　忠　士

滋賀県歯科衛生士会石　黒　幸　枝

滋賀県身体障害者福祉協会乾　澤　正　和

滋賀県手をつなぐ育成会菅　原　美代子

滋賀県精神障害者家族会連合会井　野　恵　介

あそしあ高　居　和　美

あじさい園石　田　秀　丸

滋賀県市町保健師協議会斎　藤　美　緒

湖東健康福祉事務所松　田　みどり

滋賀県健康福祉部障害福祉課濱　　　秀　樹
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