
 

 1 

平成２５年度堺市保健医療審議会 会議録 

 

開催日時：平成２６年２月５日（水）午後２時から午後４時 

場 所 ：堺市役所 本館６階 会議室 

出席委員：石谷 泰子 委員、磯 博康 委員、位田 忍 委員、岡原 猛 委員、尾島 博司 委員、 

葛村 和正 委員、小堀 清次 委員、金万 和志 委員、下村 進 委員、隅谷 俊紀 委員、

清家 昌弘 委員、田内 潤 委員、西野 喜代司 委員、深野 英一 委員、松村 晃秀 委員、

山口 典子 委員、山村 昌康 委員、吉田 大輔 委員 

出席関係者：地方独立行政法人堺市立病院機構 法人本部長 出耒 明彦 氏 

            地方独立行政法人堺市立病院機構 市立堺病院事務局長 寺口 俊一 氏 

傍聴者：なし 

議 案 ：１ 会長及び副会長の選任について  

２ その他（事業報告など） 

① （仮称）堺市総合医療センター・堺市救命救急センター開設に向けた取り組みについて 

② 堺市健康増進計画（「健康さかい２１（第２次）」）（案）の策定について 

③ 堺市歯科口腔保健推進計画（案）の策定について 

 

事務局（森副理事兼健康医療推進課長） 

定刻になりましたので、只今より、平成２５年度堺市保健医療審議会を開催させてい

ただきます。  

皆様方におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきまして有難うございます。 

 本日の進行をさせていただきます健康部副理事で健康医療推進課長の森でございま

す。よろしくお願いいたします。  

 なお、本審議会は公開となっておりますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、開会にあたりまして、健康福祉局長の早川よりご挨拶を申し上げます。 

 

早川健康福祉局長 

 挨拶 

 

事務局（森副理事兼健康医療推進課長） 

早川局長は他の公務により退席させていただきます。  

本日の会議は、委員の任期満了に伴いまして、新委員さんによります初めての会議と

いうことになります。  

委員の皆様方には、平成２５年１０月１日付で委員として委嘱させていただいており

ます。 

本日の出席委員は１８名となり、委員定数の半数以上の委員が出席されておりますので、堺市保健医

療審議会条例施行規則第５条第２項の規定により、本審議会は成立していることをご報告させていただ

きます。 

それでは、お手元の資料「堺市保健医療審議会委員名簿」に沿いまして、５０音順にて委員の皆様を

ご紹介させていただきます。 
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――――（ 委 員 紹 介 ）―――― 

 

続きまして、本審議会幹事を紹介いたします。 

 

――――（ 幹 事 紹 介 ）―――― 

 

続きまして、関係者を紹介いたします。  

 

――――（ 関 係 者 紹 介 ）―――― 

 

続いて、事務局の紹介をさせていただきます。  

 

――――（ 事 務 局 紹 介 ）―――― 

 

以上、紹介を終わらせていただきます。  

 

次に配布資料の確認をさせていただきます。  

 

――――（ 配 布 資 料 確 認 ）―――― 

 

以上１０点でございますが、お揃いでしょうか。 

 

それでは、次に議案に入りたいと思います。 

議案第１の、「会長、副会長の選任」でございます。 

新しい会長が選任されるまでの間、委員名簿５０音順の一番目である石谷委員を仮議長として議事を進

行したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

各委員 

 異議なし 

 

仮議長（石谷委員） 

石谷でございます。会長が選出されるまでの間、本審議会の議案を進行させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。    

それでは、議案第１の「会長及び副会長の選出について」を議題といたします。  

会長・副会長の選出につきましては、本審議会条例施行規則第４条第 1項の規定によ

り、「委員の互選によりこれらを定める」となっております。  

委員の皆様のご意見をお伺いいたしたいと思いますが、どなたか、ご推薦ございませんか。  

 

清家委員 

会長は前回に引き続き磯委員に、 また副会長には岡原委員にお願いしてはいかがでしょうか。 
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仮議長（石谷委員） 

ただいま、清家委員より、会長には、磯委員を、副会長には岡原委員をとのご発言がございましたが、

いかがでしょうか。他にご意見はございませんでしょうか。 

 

各委員 

 異議なし 

 

仮議長（石谷委員） 

ご意見等がないようですので、磯委員、岡原委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

 

磯委員 

お受けいたします。 

 

岡原委員 

お受けいたします。 

 

仮議長（石谷委員） 

有難うございます。それでは、早速ではございますが、このあとは磯会長、岡原副会

長に議事の進行をお願いしたいと思います。  

磯会長は会長席に、岡原副会長は副会長席に移動をお願いいたします。  

 

磯会長 

では、会長就任にあたり、一言ご挨拶申し上げます。  

皆様方のご推挙を得て会長には前回に引き続き私が、副会長には岡原委員が就任する

ことになりました。政令指定都市の中では若く、勢いのある堺市において、この保健医

療審議会は、保健と医療に関する重要な案件を審議する大切な審議会ですので、重責で

はございますが皆様のご協力をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくご協力の

程お願いいたします。  

それでは、引き続き案件の審議を行います。  

議案第２の「その他（事業報告など）」の一つ目として  

「（仮称）堺市総合医療センター・堺市救命救急センター開設に向けた取り組みにつ

いて」を議題といたします。  

本件について、報告をお願いします。 

 

関係者（堺市立病院機構 出耒 氏、寺口 氏） 

「（仮称）堺市総合医療センター・堺市救命救急センター開設に向けた取り組みについて」説明  

 

磯 会長  

小児救急医療体制についてはどのあたりまで堺市以外もカバーするご予定ですか。大阪府立母子保健

総合医療センターとの救急範囲の棲み分けとか、疾病についての棲み分けとか、なにかご計画はありま
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すか。 

 

回答（市立堺病院 寺口） 

小児医療につきましては、会長のご指摘のとおり、地域の総合周産期を担う母子保健総合医療センタ

ー、地域周産期を担うベルランド病院等がございます。 

我々が多く担っているのは小児救急の部分で、堺消防署管内で発生する小児救急の５０％以上が堺病

院に搬送されている状況です。 

今、小児科の、ドクターを含めた医療資源は非常に限りがございますので、しっかりと地域の連携を

図りながら、我々が担っていくべきもの、お願いするものを協議させていただいて、連携をもって堺の

医療を守っていきたいと考えております。 

 

磯 会長 

大学で教育をしている立場から言いますと、今後新病院が発展していくために、優秀な若い医師がそ

こで研修をして、人事交流もうまくいくことが必要と思いますが、そのあたりのビジョンはいかがでし

ょうか。 

 

回答（金万委員） 

現病院におきましても、若い医師が二次救急を担う体制を長年かかって整えてきております。現在、

初期研修医につきましては１学年８名、２学年で１６名を教育しております。 

後期研修医、卒後３年～５年までの３学年につきましては内科系、外科系を含めて、現在３０数名が研

修しています。特に初期研修を終えますと、救急医療でもフロントに立てる実力がありますし、引き続

いての入院医療についても中心的に担ってくれています。 

新病院になりますと救命救急センターが開設されることで、より重症の患者さんへの対応が必要とな

るので、救急のフロントに立つメンバーをさらに増やしていく予定にしております。特に、今の若い世

代の人たちには、重症の患者さんにもたじろがないという自信を持ってもらうための教育の場にしたい

と思っております。若い人たちもそれを希望しております。 

そのへんも充実させて救急医療の現場を守るとともに、人材の育成にもあてていきたいと考えており

ます。現在は、内因性の疾患については三次救急に近い体制でやっております。新病院では救命救急セ

ンターができますので、多発外傷や広範熱傷など重症の外因性疾患に対する診療を充実させるために、

現在、救命医の獲得に取り組んでおります。 

 

磯 会長 

若い学生の医師にとって魅力的な病院になると思いますのでよろしくお願いします。 

 

山口委員 

先ほど議長から小児救急についてお尋ねがあったのですが、それに対して消防の救急搬送による５０

パーセントは市立堺病院で受けておられるとのことですけれど、それを聞くと結構受けている感じです

が、小児救急は小児救急でも、夜間の小児救急については、私は住まいが北区で、堺の最も北に住んで

います。休日の夜間に子どもたちが熱を出したり腹痛をおこすというケースが多いと思うのですが、今

市立堺病院では、大きな看板が「当病院では夜間小児救急は行っておりません」という赤い文字で立て
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てあります。一応、泉北のほうでは医師会の先生方のお力によりまして、急病診療センター等で夜間の

救急も見ていただけますが、かつては市立堺病院でもあるいは宿院のほうでもきっちりやっていただい

ていたのが、旧市内のほうは夜間の救急は無いということになっています。 

高熱であるいは激痛で苦しむ子どもを堺の北から泉北まで救急車を呼ばずに親が自分の車などで連れ

て行こうと思ったらそれだけでも３０～４０分かかります。そういった意味では夜間小児救急に関して、

今度この新病院ができたら、救命救急ですから診てもらえそうな感触を市民の方は持つと思うのですが、

そうではなくてこれは生きるか死ぬかの重篤な人しか診てもらえないという法的にはそうなっていると

思うのですが、今ここでお返事はいりませんけれども、ぜひともまず南区に小児救急のことを、特に夜

間小児救急を集中させるのではなくて、できたら１６区、１７区という区分けでいくとしても、少なく

とも旧市街にもぜひとも夜間小児救急の対応をしていただけるように、新病院の創設に伴ってそのあた

りの視点を欠落させないでいただきたいということです。 

それと同時に、もし対応が遅れたとします、一般市民で子どもをかかえている親というものは自分で

判断ができない。熱が高いけれど肺炎を起こしているかどうか、命にかかわるかどうかということが素

人は判断できないからお医者さんに走るのですが、この頃の開業医の先生は昔と違って、私の父も医者

ですから昔はですね、夜間に患者さんが飛び込んできたら父は起きて患者さんを診ていたけれど、この

頃は一切そういう先生はいらっしゃらないですね。ですからそういう意味でトリアージというものをも

う少し各区レベルぐらいでちょっと診てもらえる、夜間でも判断してもらえる、そしてどこの病院に行

ったらいいか。 

本当にたらい回しの状況です。泉北の急病センターに電話をして、「Ｏ１５７の疑いがあるかもしれな

いのでどうしたらいいですか」って言ったら、「大阪の病院に電話してください」と。大阪の病院に電話

したら、「それだったら堺の泉北がありますよ」と元に戻されるのです。 

これは、今の夜間小児救急の実態はひどいものがあると思いますので、今後その事を視座に入れて、

新しい病院の機能充実を図っていただきたいと希望を申し上げておきます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

磯 会長 

今のご意見について、現時点で何か回答いただけることはありませんか。 

 

回答（坂口 健康部長） 

今の１次の急病診療センターにつきまして、山口委員よりご質問がありましたが、先ほど病院のほう

からも説明がありましたとおり、新しい病院ができた時には同一敷地内に急病診療センターが新たな病

院の横にできますけれども、今後できた時以降につきましてはどういう体制でいくかにつきましては、

現在内部でも調整中でございまして、ご意見をいただきながら調整を進めていきたいとの考えでござい

ます。 

 

岡原 副会長 

実は医療の機能と言うのが今年変わるはずです。４つに分けまして、高度救急・救急・回復期これは

亜急性期とも言いますがあとは慢性となります。そこで小児救急のことですけれど、市立堺病院のベッ

ト数は５００床弱ですね。今お聞きしましたらかなりの科目が入っておりまして、私見ですけども、こ

れだけを５００床の病床でやると言うのはかなり無理があると思います。 

 堺には５つの地域医療支援病院がございますから、その部分との役割分担がはじまりますから、きれ
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いにお分けになって「オール堺」でやっていくと。そのうち、あるものについては３次救急と言う考え

でやっていただけなければ、こんなに多くの科目を持つとどうにもならなくなるんじゃないかというこ

とを心配して、今ちょっとお話をさせていただきました。 

 今後、堺に小児急病センターを何カ所作るかの問題があります。今の我々のパワーで言いますと病院

の先生、実は大学の先生も来られますし、最近は独立行政法人になった市立堺病院からも泉北急病診療

センターに来られていますけれども、医師の確保を維持するのにいっぱいです。 

２つ同時にとなればかなりの問題が生じてくるわけです。 

 それから一つの可能性として個人的に頼んでいるのですけれども、清恵会病院が市立堺病院の跡に来

ますので子どもの救急についてはそこできちっと診ていただききたいと。 

そうしますと区割りでいいましたら、一応 2 ヶ所できるということを頭の中で考えているのですけど

も、これも結局、皆さんの協力と病院の協力がなかったらできないことですので、その方針で堺市医師

会として考えてさせていただいております 

 

磯 会長 

では、次に議案第２の二つ目として、「堺市健康増進計画（「健康さかい２１（第２

次）」）（案）の策定について」を議題といたします。  

本件について、事務局の報告をお願いします。 

 

事務局（東口健康医療推進課主幹） 

「堺市健康増進計画（「健康さかい２１（第２次）」）（案）の策定について」説明 

 

磯会長 

これまで健康日本２１や健康増進計画については、国の方針に沿って推進していると思いますが、特

に堺で重点的に進めていこうと考えているものはありますか。 

 

事務局（東口健康医療推進課主幹） 

戦略３としている生活習慣病の早期発見・重症化予防のところですが、がん対策推進条例を制定し、

推進しておりますので、これと整合を保ちながら進めていくこと、また、COPD の早期発見の対策と考

えております。 

また、戦略２の地域社会づくりの点では、市民の活動を支援し、地域づくりをこれまで以上に一層力

を入れて取り組んでいこうと考えております。 

 

磯会長 

あと２点申し上げます。一つは健康格差についてですが、堺ではがん、循環器疾患、脳血管疾患、COPD

など、何か地域差がありますか。 

 

事務局（東口健康医療推進課主幹） 

アンケートを実施したが、区では大きな差は見られないので、市全体で取り組んでいきたいと思って

いる。アンケートを実施する中で、歩数に関しては、１万５千歩、２万歩ほど歩く人がいる半面、２０

００歩３０００歩という人もいらっしゃったり、塩分の摂取については、６グラム以下で押さえてられ

る方が多い半面、１５～１８グラムとたくさん取られているの方もいらっしゃるという差が生じている
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と感じており、そのような差にアプローチできればと思っている。 

また、性差による疾患の発症についても対策を考えていきたいと考えております。 

 

磯会長 

特定健診、特定保健指導の受診率や実施率には地域差はないですか。 

 

事務局（東口健康医療推進課主幹） 

美原区が少し高く、低いところと２０～３０％程度の差があります。 

 

磯会長 

地域差をオープンにして、住民に競争してもらうのも大事だと思います。 

次に２点目ですが、１８ページに要介護認定が大阪府全体が高く、堺は第３位です。これにはいくつ

かの要因があると思いますが、早めに要介護認定の申請をするケースが多いのが原因なのか、脳血管疾

患や認知症の方が多いのか、もし多いのであれば、何が原因であるのか。 

例えば脳血管疾患であれば、救急体制に関して、病院の整備状況や初期救急、搬送の時間等によって

予後が異なると思いますが、このあたりの情報はありますか。 

 

事務局（東口健康医療推進課主幹） 

今回の計画づくりにあたってはそこまでの分析はできていませんでした。今後はそのような観点で考

えていきたいと思っています。 

 

磯会長 

是非そのようにしてください。本件についてご意見、ご質問はございませんか。 

 

葛村委員 

企業として、健康増進や予防のため、健康診断等をしている。産業医に来ていただいたり、様々な巡

回もしてもらったりしております。ある程度ランクの中小企業では、診断の結果を社員に認知させて、

治療を勧めることができるが、とても小さい企業であれば診断に行く時間もない、いろんな施策があっ

ても実施できない。 

何かいい仕方はないだろうか。自分の意志で受診しないと、経営者としては命令はできない。地域や

企業で健康に対する前向きな意識を高めるような方策はないでしょうか。 

 

事務局（東口健康医療推進課主幹） 

職域の連携は非常に重要と考えており、堺には中小規模の事業所が多いことも認識している。各区の

保健センターの保健師が働く人の健康情報誌を作成したり、地域に出向いたりしているところです。 

健康さかい２１の懇話会では、商工会議所や連合大阪の皆様に参画いただいておりまして、これから

も連携をとりながら進めていきたいと考えております。 

 

磯会長 

他にご意見はございませんか。 
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岡原 副会長 

市の説明を補足させていただきます。COPD は堺の医療圏のみ医療計画に入っているが、他の医療圏

にはない。 

また、アルコール対策については、これまでは断酒会に任せたままになっていたように思うが、何か

対策は考えてられますか。 

 

事務局（東口健康医療推進課主幹） 

アルコール対策についてはこれまでも健康増進計画の大きな柱に入っていたが、７分野の中では弱い

ところであった。多量飲酒の方は男性では減ってはいるが、女性が反対に増えている現状があり、そこ

が大きな課題と認識しているが、まだ具体的な対策を実施するには至っておりません。 

女性ということでは、保健センターでの妊婦面接や乳幼児健診において若い女性への啓発をしていか

ないといけないと思っております。 

 

岡原 副会長 

５２ページについて。この頃目標が達成できなければ目標を下げる傾向があるが、特定保健指導実施

者の割合については逆に現状値は４．１％であるのに、目標を６０％としている。実現可能の問題があ

ると思うが、補正する考えはありますか。 

 

事務局（東口健康医療推進課主幹） 

これについては、国の目標に合わせています。すぐには実現は難しいと思いますが、少しづつ目標に

近づけていきたいと考えています。 

 

岡原 副会長 

ちょっと違和感ありますね。以前なら他の項目も１００％達成を目標としていたが、今は下げている

のに、ここだけ残っている。 

がん対策についてですが、府はワースト１０に入っていますが、堺市はその中でも上位ではありませ

ん。がん対策推進条例を府は持っていますし、大阪市も持っています。堺市も作りました。がん検診受

診率に関する実行目標を達成するような取り組みが必要で、確実に実施していただきたい。 

特定保健指導の目標の達成は絶対に不可能だと思います。 

 

磯会長 

中小企業、自営業、零細企業が多く、検診等を受けてもらおうと思っても人が来ないのが現状だと思

いますが、訪問指導や保健センターとの連携など何らかの取り組みにより、少しでも効果を上げるよう

な努力が必要だと思います。 

岡原委員から意見のありましたように COPD に関して、禁煙・喫煙予防と連動した対策を実施してほ

しい。 

 

磯会長 

では、次に議案第２の三つ目として、「堺市歯科口腔保健推進計画（案）の策定につ
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いて」を議題といたします。本件について、事務局の報告を求めます。  

 

事務局（辻健康医療推進課主幹） 

 「堺市歯科口腔保健推進計画（案）の策定について」説明 

 

磯 会長 

 ただいまの報告に対して、何かご質問、コメント等ありませんか。   

 

小堀 委員 

 ご説明ありがとうございました。この「障害のある方」のところなんですけれども、「住み慣れた地

域で暮らすために」ということで「障害のある方の歯科口腔保健」について触れていただいているん

ですけれども、まず一つ目にここ（本編 43ページ）に書かれている【行政】「障害者の歯や口の健康

づくりの取り組み」の三つについて、私には十分中身が理解できないので、詳しくお示しをいただき

たい。 

堺市のほうでは、堺市歯科医師会の本当にご尽力のおかげで、堺市重度障害者歯科診療所やそうい

った施設については非常に助かっているという声も多くお聞きをいたしますけれども、ここに書かれ

ている「地域における歯科保健指導などの取り組みを支援します」とか「かかりつけ歯科医師を持つ

ことの重要性を啓発します」と書いていらっしゃるけど、私、これでは、いまいちイメージがつかめ

ないし、実態がわかってこういう風に書いていらっしゃるのかなという気がいたしております。 

併せて「分析要素」（本編 42ページ）ですけれども、『環境整備』ということで「障害児及び障害者

入所施設での定期的な歯科検診実施率」ということを分析要素に挙げられていますけれども、「住みな

れた地域で暮らすために」と言っておきながら、障害のある方の入所施設での歯科検診実施率をベー

スにするとは、これは本末転倒ではないのかなと思いますし、これはまた併せて、たぶん「コロニー」、

金剛とかの割合が入っているのではないかと思うのですが、「堺市の現状」の欄に大阪府の状況が記載

されていたり、目標値が空いているという状態も、私には解せないので、この評価指標は障害のある

方のところについた現状、今書かれているのはそぐわないのではないか。 

併せて堺においては、地域で重度障害のある方がお暮ししていただいている。そういった方々の歯

科の、歯科口腔保健の実態は何でどうあるのかを、まず調査をされた上で、そのニーズ等を踏まえて

ここに載せて書くのがしかるべきでないかと考えますが、当局のご見解をお聞かせいただきますでし

ょうか。 

 

磯 会長 

  それでは、今のご質問に対して、何か回答をお願いします。 

 

回答（健康医療推進課 辻 主幹） 

 ご指摘のところにつきましてですが、42ページになりますが、ご指摘のとおり、まず状況の把握が必

要だという風に考えております。ただ、『分析要素』につきましては、不十分な部分もあり、大阪府の状

況しか把握できていない状況です。今後やはり、障害者の歯科の口腔ケアの部分につきましては取り組

んでいきたいと考えておりますので、今後状況の把握を行い、具体的な取り組み内容を検討していくこ

とになるかと考えております。 
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次に、地域における歯科口腔保健指導の取り組みや具体的な口腔ケアなどの支援でございます。施設

となると地域ではないのではないかいうご意見もありましたが、障害者を取り巻く方々の中には家族の

方々や施設の職員の方々などがいらっしゃいますので、障害者を取り巻く周りの方々に口腔ケアの具体

的な方法、又はより健康な状態が保てる具体的な方法というのを広めていきたいと考えているところで

あります。 

もちろん、医療体制につきましても、「障害者歯科診療所」は歯科医師会のご尽力もあって基盤ができ

ているところでありますが、そういった中で「かかりつけ歯科医さん」とのつながり、「重度障害者歯科

診療所」、「障害者歯科診療所」とのつながりなど、身近な場所で安心して、相談できるような体制作り

ができればと考えているところであります。 

 

小堀 委員 

そしたら、改めて実態把握をまずしていただいた上で、取組の中身を検討していただけると、理解し

ておきます。 

一点、今「施設」とおっしゃいましたけど、ここに書いているのは「入所施設」と書いてらっしゃい

ますので、私は別に、堺市にある通所施設の職員さんとかご家族の方にお話を伺うことは決して否定し

ておりません。ただ、ここ（本編 42ページ）に書いているのは、『分析要素』『評価指標』というのは、

あくまでも入所施設に限っての検診の実施率だから、これではそぐわないのかなということを、申し上

げたという点だけ、ご理解いただきたいと思いますのでよろしくお願いたします。 

 

磯 会長 

 位田委員、どうぞ。 

 

位田 委員 

 小堀委員と同じポイントなんですけれども、55ページの「障害児及び障害者入所施設での定期的な歯

科検診実施率」ですが、障害者や障害児の数多くが在宅で生活していて、実はこの「訪問歯科診療」と

いうのは、非常に大事なポイントで、地域によっては、歯科医師会が頑張っていただいていているとか、

「訪問歯科診療」を政策に入れているところが、実際にあると思います。 

やはりなかなか健康維持するのが大事で、歯科のとこまで支援が回ってこない状況で、歯科診療所へ

連れていくこともなかなかできない。障害者、障害児のための歯科診療所を開いていただいて、非常に

ありがたくて、母子センターからも非常に利用させていただいているのですが。重度障害者を普通の歯

科診療所へ連れていくことができないというのは、うちだけではなく、障害者でも同じだと思います。 

ぜひ、「歯科口腔保健推進計画」ができるんだったら、政策の中に「訪問歯科診療」にも是非力を入れ

ていただけるようにと思います。 

 

磯 会長 

 葛村委員、どうぞ。 

 

葛村 委員 

 私ども、産業界としては、先ほどお話に出ましたように、健康管理はある程度していますが、やはり

歯科に関してはすごく遅れていると思います。自分自身もそうですが、やはり会社の従業員も結果的に、
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歯に何か問題が起こってからしか行きません。 

やはり、予防や歯科検診というものには、会社はなかなか取り組むことはできない状況です。 

何か施策でこのようにすれば、このようなことができるということがあれば教えてほしいと思います。 

それと、これ（本編 21 ページ）を見まして、62.1 パーセントが歯科検診をしているという記載があ

りますが、本当なのでしょうか。私自身、経営者ですが、そこまでできておりませんので、別に数値的

なものに疑問を持っているのではないですが、ここまでは受けていない感じがします。以上です。 

 

磯 会長 

 深野委員、どうぞ。 

 

深野委員 

過去１年間にどこかで歯科検診を受けた人の割合については、資料では６２．１％となっており、そ

れくらいかなと思うが、資料の２２ページの上の図では、歯科保健指導の実施状況については、従業員

４９人以下では１．４％、従業員５０人以上でも１０．２％と低く、検診しっ放しになっている可能性

があります。 

がん検診とは異なり命にかかわらないというところがあって、このような数字になるのかなと思いま

すが、このような状況を改善していける施策があればいいのではないか。１６ページの３歳児健康診査

時のむし歯経験のある児の割合については、全国と堺と比較すると堺は高くなっておりまして、また、

地域によるばらつきがかなりあり、中区が約３０％であるのに対し、東区では約１５％と半分になるが、

市では何か分析はありますか。 

仮に東区で特別な施策があるのであれば全体に広げればいいと思いますがいかがでしょうか。 

 

事務局（辻健康医療推進課主幹） 

１６ページの各区の状況についてですが、各区ごとに過去数年の分析をしております。１０年や１５

年前は全体的に４０％～５０％程度の罹患率でした。その後徐々に罹患率が減少してきましたが、高い

ところについては、ここ数年間、減少率が減ってきています。 

これまでの取り組みの一定の成果があるものの、地域によってはもう少し工夫しないと更なる減少に

はつながらないのではないかと考えておりますので、これまでの取り組みプラス何らかの工夫が必要と

考えています。具体的な内容については今後検討してまいりたいと考えております。 

 

磯会長 

深野委員がおっしゃられたことは非常に大事なことで、健康格差を評価するときに、例えばう歯の割

合を地域ごとの差を１０年間追跡して数字を出すとよいと思いますが、もしかしたら、う歯が多いとこ

ろは両親の健康に対する考えが強くなく、う歯の少ないところは考えが強いということであれば、特定

健診、特定保健指導の受診率・実施率もそれに沿って異なってくることや、他の健康指標、例えばがん

や循環器疾患の死亡率、糖尿病の有病率も異なってくる可能性もあるので、分野横断的に堺市の健康指

標を地区ごとに整理してはどうでしょうか。 

その中で、健康の問題がいろんな分野で集積している地区については、その背景を調査して、重点的

な対策を立てるということを検討していただきたい。 

先ほどの歯科口腔保健推進計画案の資料の中での文言の確認ですが、障害者の「がい」の文字につい
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て、漢字で記載されているところと、ひらがなで記載されているところがありますが、どちらかに統一

していただきたい。 

 

事務局（辻健康医療推進課主幹） 

統一いたします。 

 

山口委員 

重度重複障害者の歯科口腔医療については、堺区の大仙にかつて大阪府立の障害者センターがあり、

そこには病院機能があって障害者専門の医療を扱ってくださっていました。堺市が府から土地を買い取

って健康福祉プラザという形ですでに開設しているが、今まで障害者センターで歯の治療を受けて多く

の障害者の方々は、痛いということを訴えることができないので、親が気づいたときにはボロボロにな

っているケースが多い。 

普通の歯科に行くことができたらいいのですが、治療中に痛くて暴れてしまうことがあり、麻酔をか

けることが多いので、堺市の施策として歯科医師会に受けていただいている。 

歯科の方は進んでいるが、プラザの中で医療はどうなっているか。プラザを立てたときに５０床や７

０床では入所ベッド数が足りないと再三申し上げてきたが、１００人余りの方々が入所できずに困って

いる。入所できた人は医療を受けることはできるが、府立障害者センターの跡でしたので、入所できな

かった方々の医療については外来をするという約束であったのに、開設して２年以上経った今も外来診

療は行われていない。 

実際は重度重複障害者の方々は、医療について大変困ってられる状況です。先ほど小堀委員がおっし

ゃいましたが、先ほどから市の回答は答えになっていない。 

堺市は地域格差の原因についても分析できていない。重度重複障害者の方々の医療の状況や、約束違

反の業者に委託しているということを皆さんに知っていただく必要がある。健康プランをいくら作って

も実態に即応した対策が立てられていない。 

先ほどから葛村委員が産業分野で受診率を上げるための方策について再三ご質問されていらっしゃい

ますが、女性団体でも人が多く集まる例えば女性センターや区役所など、また、堺市の職員は職場に検

診車が来ている。基本的に職場に来たついでに健診を受けることができている。 

市民の側にも検診車を持ってきていただく、特に南区では坂が多くご高齢者も多いので、病院があっ

ても行きにくいところについては、本気で受診率を上げたいのであれば、事前に決めて会社に行く、希

望があったところに対応する、市民が多く集まるところにお知らせするということもなさってはどうで

しょうか。 

簡単にできない部分もあると思うが、受診率を上げるにはそのようにしていただけたらどうかと思っ

ております。 

また、障害者の問題に関して非常に大きな課題を抱えているということだけ申し上げておきます。対

策をよろしくお願い申し上げます。 

 

磯 会長   

 他にございませんか。 

 

山村委員  
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障害者入所施設に関して、一点だけご要望がございます。 

障害者の方は受診ができない状況なのですが、やはり各施設に歯科医師と歯科衛生士が出向きまして

１年に１回でもきちんとした環境を構築することが大切だと思います。障害者の方々の中には、結構身

内だけしか受け入れることができない方もいらっしゃいますので、１年１回でも出向くと顔を覚えます

から、そのような関係の中で環境を構築していくようなことだと思います。 

そして重度の方や軽度の方もいらっしゃいますが、先ほどもご意見がございましたように結構口腔状

態が悪いですので、将来的な誤嚥性肺炎での死亡対策につながります。  

１年に１回事業所、作業所へ出向きまして、できれば少しアドバイスするという環境を整えるために

行政の方で少し予算化していただけたらと思います。 

１年１回しかできなくても、予防ができる、そして実態が把握できるのではないか。そして重症の方

は施設へ行っていただき、軽度の方の口腔ケアは地域の開業医に行って対応していただくという、まず

そこから始めるのがいいのではないかと思います。 

 

磯 会長 

 はい、他にございませんか。どうぞ、事務局から。 

 

事務局（辻健康医療推進課主幹） 

 先ほど、ご質問をいただきました障害者の「がい」の文字の標記の統一についてでございますが、可

能な限り統一を図りますが、一部固有名詞もございますため統一しきれない箇所がありますことにつき

ましてご理解をお願いいたします。 

 

磯 会長 

 中小企業や自営業などで検診の実施率を上げようと思うと、一つには、先ほど山口委員がおっしゃっ

たような検診車で地域を回るという方法もあり、それも含めて特に中小企業や家内工業等が多く、受診

率が低いところには、受診勧奨に関する重点的な対策をとる必要があると思います。 

やはり、堺市全般を、全て同じようにまんべんなく対策をとっても全体としてよくならないと思いま

す。ほかの自治体では、コンビニの駐車場を使って人を呼ぶような取り組みもされているようですし、

これからいろいろな工夫も出てくると思いますので、地域差の評価も含めて進めていっていただければ

と思います。 

他にございませんか。よろしいでしょうか。 

それでは、本日は非常に活発なご意見をいただき、ありがとうございました。本日の案件はすべて終

了いたしました。これをもちまして、堺市保健医療審議会を終了させていただきます。 


