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発足の経緯



平成１６年度
障がい者歯科保健医療推進モデル事業

実施要綱（抜粋）

北海道歯科医師会事業
（北海道委託事業）



事業の目的

障がい者が身近な地域で必要な歯科治療や

歯科保健に関する相談を受けられるように、

障がい者の歯科保健医療の相談に対応可能な

かかりつけ歯科医（障がい者歯科相談医）の育成、

地域の障がい者歯科ネットワークの構築 及び

障がい者歯科保健医療の普及・啓発を行い、

北海道における障がい者歯科の環境整備を図る。



事業の必要性

平成１３～１４年度に実施した

歯科医療病診連携推進事業による検討の結果、

早急に取組みが必要とされる問題点が浮かび

上がった。



問題点 １

北海道は６つの３次医療圏を有する

広大な地域であり、

障害者は、相談や軽度の歯科治療であっても、

遠方の歯科保健センターや

病院歯科等に通院している現状である。



問題点 ２

地域の歯科医院の多くは、

障がい者に不慣れであったり

後方支援体制への不安から、

障がい者に対するかかりつけ歯科医の

役割が十分機能していない。



問題点 ３

障がい者の保護者や関係者は、

歯科保健に関する基本的情報や

受け入れてくれる歯科医院の情報を

求めている。



事業内容、実施方法

(１）実地研修会

平成１６年１０月１６日、１７日の両日、

旭川歯科医師会館において４地区合同の

（旭川、留萌、空知、美唄歯科医師会）

「実地研修会」が開催され、障がい者歯科

に関する研修を行った。



実地研修会

空知歯科医師会 会員１０名参加

（障がい歯科相談医となる）

• 深川地区 伊東由紀夫、定岡孝明、齋藤宗良

• 滝川地区 南 登志靖、原岡研二、宮腰仙造、

中村光宏

• 砂川地区 伊藤稔久、伊藤公博、安達弘高

• 芦別・赤平地区 なし



地区障がい者団体等との連絡協議会

①内容

障がい者の歯科保健医療が円滑に

確保できるように、

障がい者に関わる関係団体との

情報交換を図り、

障がい者歯科ネットワーク体制を

確立する。



地区障がい者団体等との連絡協議会

②実施方法

市町村、保健所、障がい者団体、

二次医療機関、歯科医師会 等で構成する

地域連絡調整会議を年一回以上開催し、

意見交換や具体的な症例検討を実施する。



地区障がい者団体等との連絡協議会

③実施要綱における委員構成、予算

＜委員構成＞ ４名

歯科医師会 ２名

障がい者団体 １名

行政関係 １名

＜助成金＞ １００，０００円





北、中空知地域障がい者歯科保健医療
連絡協議会

●委員の選定

＜歯科医師会＞ 空知歯科医師会

副会長 伊東由紀夫

担当理事 齋藤 宗良

＜障がい者団体＞ 若干名

＜行政関係＞ 若干名



委員選定

当会は、６市１０町の自治体にまたがる

広域を統轄するため、

会員および各地区の歯科医会の

保健行政への関わりは多岐にわたっている。

本協議会の委員選定に当たって

以下の点を考慮した。



委員選定（障がい者団体）

障がい者団体からの委員選定については、

３障がい

（身体障がい、知的障がい、精神障がい）

のうち、

知的障がい、精神障がいの家族会を中心とし、

深川、滝川、砂川、芦別の４地区より選定。



委員選定（行政関係）

行政との連携のもと、

実際に障がい者歯科保健医療活動を行うのは、

各地区の歯科医会および会員の診療所と

なるため、

会員の多い地区の自治体である、

滝川市、砂川市、芦別市、深川市を選定した。

また保健行政の統轄として

滝川保健所、深川保健所の参加を要請。



障がい者団体
●知的障がい

滝川市手をつなぐ育成会 事務局長 清水登紀代 様

ＮＰＯ法人 深川市手をつなぐ育成会

事務局長 西山 進 様

●精神障がい

滝川地区精神障害者家族会 若草会

若草友の会 共同作業所 所長 今井郁子 様

社会福祉法人 くるみ会（砂川）

精神障害者小規模通所授産施設くるみ 施設長 内海眞治 様



子ども発達支援

芦別市 児童デイサービスセンター

児童課 子育て支援センター係

主任技師 松本妙子 様



行政関係

滝川市 保健福祉部 健康づくり課 副主幹 小野寺英子 様

深川市 市民福祉部 健康福祉課 課長 小西俊一 様

砂川市 砂川市ふれあいセンター 所長 吉野悠美 様

芦別市福祉事務所 保健福祉部 福祉課 社会係 係長 山田清子 様

（空知支庁）

北海道空知保健福祉事務所 滝川地域保健部（滝川保健所）

健康推進課 健康増進係 係長 玉置 篤 様

北海道空知保健福祉事務所 深川地域保健部（深川保健所）

健康推進課 健康増進係 係長 秋田直人 様



北・中空知地域障がい者歯科保健医療
連絡協議会

第１回（平成１６年度） 設立会
日時 ：平成１７年２月２２日（火） 午後１時～３時

場所 ：滝川ホテル三浦華園

• 委員紹介、正・副委員長の選出

• 本協議会設立までの経緯説明

• 各委員の所属団体の紹介

• 障がい者団体（設立の経緯、組織運営状況、関連施設・団体など）

• 自治体、保健所

（障がい者の把握状況、関連事業、関連法律、条例等）

• 空知歯科医師会 の対応状況

• 障がい歯科相談医、協力医、高次医療機関との連携等



北・中空知地域障がい者歯科保健医療
連絡協議会

第２回（平成１７年度）
日時 ：平成１８年２月７日（火） 午後１時～３時

場所 ：滝川ホテル三浦華園

• 新委嘱委員紹介 空知圏域障害者総合相談支援センター「パーチェ」

• 障がい者福祉施設等における歯科健診等の実施状況アンケート結果報告

• 障がい者福祉施設歯科健診モデル事業実施報告「ふれあいの家」

• 障がい者歯科保健医療事業の１０年の歩みと今後の課題（滝川市）

• 「北海道障害者歯科医療協力医」制度の説明と名簿公表

• 障がい者の地域生活支援事業（歯科保健医療分野）の取組について

（空知圏域障害者総合相談支援センター「パーチェ」の紹介） （保健所）



北・中空知地域障がい者歯科保健医療連絡協議会
（兼 障がい者関連講演会）

第３回（平成１８年度）
日時 ：平成１９年３月２０日（火） 午後７時～９時

場所 ：滝川ホテル三浦華園

演題： 障がい児（者）の基礎的知識・特性について

～重度障害を中心に～

講師： 北海道療育園 園長 平元 東 先生

（小児科医）



北・中空知地域障がい者歯科保健医療
連絡協議会

第４回（平成１９年度）
日時 ：平成２０年２月１２日（火） 午後１時～３時

場所 ：滝川ホテル三浦華園

• 社会福祉法人 くるみ会 から歯科健診事業の依頼

• 協議会のあり方について討論

• 各委員との情報交換

• 障がい者福祉施設歯科健診モデル事業実施報告「ふれあいの家」



北・中空知地域障がい者歯科保健医療
連絡協議会

第５回（平成２０年度）
日時 ：平成２１年２月１８日（水） 午後１時～３時

場所 ：滝川ホテル三浦華園

• 障がい者福祉施設歯科健診モデル事業実施報告

「ふれあいの家」 「 障害者自立支援施設くるみ」

• 各委員との情報交換

• 空知歯科医師会会員に対して実施した障がい者歯科診療アンケート結果に
関して報告

• 障がい者歯科に関連する勉強会に関して報告


