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〇 豊島区健康プラン推進会議　会議経過

開催日 回 内　容

平成29年7月10日 第1回 健康プラン（平成27年３月改定）の進捗状況等につ
いて、健康プランの改定について

平成29年9月4日 第2回 第１回豊島区健康プラン推進会議指摘事項及び方針
について、健康プラン素案（抄）内容の検討について

平成29年10月26日 第3回 健康プラン（素案）修正事項について、健康プラン（案）
策定に向けての検討について

平成29年11月13日 第4回 健康プラン（素案）の修正について

平成30年1月31日 第5回 健康プラン概要版について、パブリックコメントの結
果について、その他健康プラン（案）修正事項

〇 豊島区健康プラン推進会議　委員名簿

No. 役職 氏　名 職名・団体名

1 会長 山縣　然太朗 山梨大学大学院総合研究部医学域教授

2 委員 福田　雅臣 日本歯科大学生命歯学部教授

3 〃 西野　多聞 豊島区医師会理事

4 〃 土屋　淳郎 豊島区医師会理事

5 〃 高田　靖 豊島区歯科医師会専務理事

6 〃 高草木　章 豊島区歯科医師会（学校歯科医会会長）

7 〃 遠藤　信一郎 豊島区薬剤師会会長

8 〃 伊原　孝子 豊島区薬剤師会常務理事

9 〃 横山　哲 公募区民

10 〃 種村　清隆 公募区民

11 〃 横尾　三江 公募区民

12 〃 佐藤　壽志子 池袋保健所長
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〇 健康増進法（一部抜粋）

（平成十四年法律第百三号）
施行日：平成二十八年四月一日

最終更新：平成二十九年五月三十一日公布
（平成二十九年法律第四十一号）改正

（都道府県健康増進計画等）
第八条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関す
る施策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の
増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう
努めるものとする。
３　国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のため
に必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する
費用の一部を補助することができる。

〇 食育基本法（一部抜粋）
（平成十七年法律第六十三号）
施行日：平成二十八年四月一日

最終改正：平成二七年九月十一日公布
（平成二十七年法律第六十六号）改正

（市町村食育推進計画）
第十八条　市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食
育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食
育の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう
努めなければならない。
２　市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、
市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければな
らない。

〇 豊島区歯と口腔の健康づくり推進条例

平成24年12月21日　条例36号
（目的）
第１条　この条例は、区民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、豊島区（以下
「区」という。）、歯科医師等の責務及び保健医療関係者、社会福祉関係者、教育関係者、区民等
の役割を明らかにするとともに、区の施策の基本的な事項を定めることにより、区民の歯と
口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって区民の生涯にわたる健
康の保持増進に寄与することを目的とする。
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（基本理念）
第２条　歯と口腔の健康づくりは、次の事項を基本理念として行なうものとする。
（１）区民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組む自主的な努力を促進する

こと。
（２）区内すべての地域において生涯を通じて最適な健康教育、歯科健診、予防対策、口腔ケ

ア等の歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けることができるよう環境整備を推進する
こと。

（区の責務）
第３条　区は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、歯と口腔の
健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するものとする。
（歯科医師等の責務）
第４条　歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携
わる者（以下「歯科医師等」という。）は、基本理念にのっとり、区が実施する歯と口腔の健康
づくりの推進に関する施策及び歯と口腔の保健医療福祉サービスに協力するものとする。

（保健、医療、福祉関係者及び教育関係者の役割）
第５条　保健、医療、福祉及び教育に係る業務に携わる者（以下「保健医療関係者等」という。）
であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの（歯科医師等を除く。）は、基本理念
にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その
推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者と連携し、協力するよう努める
ものとする。

（事業者及び保険者の役割）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、区内の事業所で雇用する従業員の歯科健診及び歯
と口腔の保健指導の機会を確保し、その他の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるも
のとする。
２　健康保険の保険者は、基本理念にのっとり、区内の被保険者の歯科健診及び保健指導の
機会を確保し、その他の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。

（区民の役割）
第７条　区民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解
を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

（豊島区歯と口腔の健康づくり推進計画の策定）
第８条　区長は、生涯にわたる区民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画
的に推進するため、豊島区歯と口腔の健康づくり推進計画（以下「推進計画」という。）を定め
なければならない。
２　推進計画は、健康増進法（平成14年法律第103号）に基づく区の健康増進計画その他健

康づくりに関する計画と整合するものでなくてはならない。
３　推進計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
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(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、区が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項

４　区長は、推進計画を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ関係者の意見を聴くと
ともに、広く区民の意見を求めるものとする。

５　区長は、推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

（基本的施策の推進）
第９条　区長は、区民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次の各号に
掲げる事項を実施するものとする。
(1)乳幼児期におけるむし歯予防、食育等の対策を推進すること。
(2)学齢期におけるむし歯、歯周疾患の予防及び口腔清掃や食育支援等の口腔衛生に係る教育
を教育委員会と協働して推進すること。
(3)成人期における歯周疾患及び歯の喪失の予防対策等を推進すること。
(4)妊産婦に対するむし歯及び歯周疾患の予防対策等を推進すること。
(5)高齢期における口腔機能の維持及び向上等を推進すること。
(6)障害者及び介護を必要とする者に対する適切な歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(7)在宅医療やがん治療などにおいて医科歯科薬科の連携による口腔ケアの推進等の多職種
連携による歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(8)地域歯科保健医療の拠点となる歯科診療施設において豊島区口腔保健センター事業を実
施すること。
(9)かかりつけ歯科医を持つことなど歯と口腔の健康づくりを推進するための区民に対する
普及啓発に関すること。
(10)歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び研究調査に関すること。
(11)歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(12)前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関す
ること。
２　区は前項の基本的施策を実施するに当たっては、歯科医師等及び保健医療関係者等との
連携体制の構築に配慮するものとする。

（財政上の措置）
第10条　区は、区民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財
政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附　則
この条例は、平成25 年４月１日から施行する。
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〇 語句説明
あ行
■アルコール健康障害　P.54
多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等、不適切な飲酒の影響による心身の健康障害で、
アルコール依存症は、その代表的なものと言える。

■う歯未処置歯の無い児童・園児　P.165
むし歯がない児童・園児と、むし歯を治した児童・園児も含む。

■エイズ(AIDS-Acquired Immuno Deficiency Syndrome　後天性免疫不全症候群 )　
P.115
HIV(Human Immunodeficiency Virus　ヒト免疫不全ウィルス)が感染して、人の免疫機
能の中心的な役割を担っているCD4リンパ球 (白血球の一種 )が次々に破壊される病気。

■M-CHAT　P.88
乳幼児期自閉症チェックリスト修正版のことで、自閉症スペクトラムのスクリーニング目的
で使用される質問紙である。

■オーラルフレイル　P.170
歯と口の機能の虚弱。

か行
■官能検査　P.123
人間の感覚（視覚、味覚、臭覚、触覚）などを用いて食品等の特性を一定の手法に基づいて評
価したり、測定したりすること。

■気になる親子　P.160
現在のところ明らかな虐待又は疑いの所見はないが、親子の様子で気になる点がある状態。
【医療機関のための子育て支援ハンドブック「気になる親子に出会ったら」（東京都福祉保健
局）】

■揮発性塩基窒素　P.122
魚や肉などの食品の腐敗の程度を測定するもの。

■グリーフサポート　P.67
身近な人と死別し悲嘆にくれる方が、喪失と立ち直りの間で揺れるときに、寄り添い支援す
ること。

■検鏡　P.123
顕微鏡で検査すること。
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さ行
■細菌検査　P.122
一般細菌数・大腸菌群・大腸菌・黄色ブドウ球菌・セレウス・ウエルシュ・サルモネラ・
O157・ビブリオ・カンピロバクター等の検査を行なっている。ウイルス検査はノロウイル
ス検査を行なっている。

■酸価、過酸化物価　P.122
油脂の変質の指標となる数値。

■COPD　P.43
慢性閉塞性肺疾患、従来、肺気腫や慢性気管支炎と呼ばれていた疾患の総称。

■収去検査　P.122
検査のために食品関係営業者より必要最小限の検体を無償で提供を受け検査すること。

■心理検査ハイパーQU　P.65
学校生活における児童・生徒一人一人の意欲や満足度、ソーシャルスキル、及び学級集団の
状況を質問紙によって測定するもの。

■ソーシャル・キャピタル　P.4
人々の協調行動を活発にすることにより、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」「規範」
「ネットワーク」といった社会組織の特徴（ロバート・パットナム）。公衆衛生の分野でも注目さ
れており、社会や地域における住民相互のつながりや信頼が健康に影響すると言われている。

た行
■体格指数（BMI）　P.25
体重と身長の関係から算出されるヒトの肥満・やせを表す指数。体重（kg）÷身長２（m）で
求める。

■多職種ネットワーク構築事業　P.148
医療・介護関係者が情報共有しつつ連携して在宅療養患者を支える体制を整備するため、地
区医師会が、他団体や区市町村と連携してICTを活用したネットワークを構築する取り組み。

■地域包括ケアシステム　P.30
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みのこと。

■直接服薬確認療法（DOTS）　P.113
治療薬を患者が内服しているかを看護師等が直接確認する、行政が総合的に効果的な結核対
策を行なう戦略のひとつ。
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■デンタルネグレクト　P.160
保護者による適切な歯科的管理や必要な治療がされていないため、多数のむし歯や歯周病等
の歯科疾患が放置されている状態。

■トリアージ　P.26
多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて、治療の優先度を決めるこ
と。トリアージを実施することで、重症者から優先的に治療することができ、ひとりでも多く
の人命を救うことができる。

な行

は行
■HACCP　P.128
HACCPとはHazard Analysis and Critical Control Pointの頭文字をとったもので、危
害要因分析と重要管理点と訳されている。1993年、国連の国連食糧農業機構 (FAO)と世界
保健機関 (WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス)委員会が、HACCP適用のため
のガイドラインとして、「HACCPの12手順」を発表し、食品衛生管理の国際基準のひとつと
なっている。

■歯と口腔の健康づくりに関する教育プログラム　P.165
「歯みがきの意味の理解と習慣化」「歯みがきに関する技術の習得」「食育との関連」を三本柱
としたプログラム。

■フッ化物配合歯磨剤　P.162
歯みがきをするときに、フッ化物の配合された歯磨剤を使用することでむし歯を防ぐという
効能・効果がある。（参考：「すすめよう！！フッ化物応用」東京都福祉保健局）

■ポピュレーションアプローチ　P.50
健康障害を起こす危険因子を持つ集団のうち、集団全体に疾病予防を働きかけリスクを下げ
る方法。これに対し、より高い危険度を有する者に対して働き掛ける方法を「ハイリスクアプ
ローチ」と呼ぶ。

ま行

や行

ら行

わ行






