令和２年度 沖縄県の歯科口腔保健施策の実施状況
妊娠期

乳幼児期

学齢期

成人期

高齢期

支援が必要な方

○沖縄県歯科口腔保健推進協議会の開催：沖縄県の歯科口腔保健施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康の保持増進に寄与することを目的として、施策の策定、推進方策等を検討するため関係機関・団体で
構成される協議会を設置し意見聴取を行う。

①妊娠期の歯とお口のケア

②親子で歯っぴ～プロジェ

普及啓発：親子健康手帳交付時

クト(H28-R2)

配布リーフレットを作成、市町村

⑴乳幼児歯科保健指導内容(仕上

での活用促進

げみがき及びフッ化物応用の定
着推進)の標準化推進（保護者説
明用媒体・指導マニュアルの統
一及び改訂、web研修会開催）

④永久歯むし歯予防推進事
業
⑴フッ化物洗口実施マニュアル
（小中学校版）作成
⑵フッ化物洗口実施支援：説明会
の講師派遣、実施開始時のボトル

⑤タブレット活用オンライ

⑩心身障害児(者)歯科診療事

ン口腔保健指導モデル事

業：障害児者の歯科治療及び関連

業：働き盛り世代を対象にタブ

事業費補助

レットを活用したオンラインによ

⑧心身障害児(者)歯科診療拡

る口腔保健指導事業を事業所にて

充事業：診療体制拡充のための事

モデル的に実施

業費補助

⑵８モデル市町村でのケアグッ

⑥かかりつけ歯科医推進事業

ズ配布及び家庭での活用促進

⑨障害者歯科医療体制整備

⑴かかりつけ歯科医でのプロフェッショナルケアの重要性等について

⑶5年間の事業効果検証、周知

YouTubeやZOOM等を活用した県民向け啓発

事業：身近な地域で安全で負担の

⑵歯科保健医療関係者を対象に歯と口の健康と全身疾患との関連につい

③出前・歯と口の健康講座
事業
⑴地域子育て支援センター（親子
対象）の講座へ講師派遣

てオンラインによる研修会を開催

少ない歯科治療を受けられるため
の体制整備にかかる補助

⑩要介護高齢者の口腔ケア推
③出前・歯と口の健康講座事

進事業：⑴口腔ケア啓発用ポス

業【再掲】

ター作成 ⑵口腔ケア研修会

⑵デンタルフロス、歯間ブラシ使

⑪認知症地域医療支援事業：

用推進リーフレット作成

歯科医師認知症対応向上研修

⑫子ども食堂等/児童養護施
設歯科保健アンケート調査：
⑬市町村歯科保健対策実施状況調査：市町村における歯科保健事業の実施状況や要望等を経年的に把握するための調査

基礎資料とするため実施

【普及啓発】○歯と口の健康週間（６月４日～10日）普及啓発：歯と口の健康週間（６月４日～10日）普及啓発：
⑭歯と口の健康週間(６月４日～10日)普及啓発：歯と口の健康週間実施要領に基づき、パネル展、広報誌・SNSを活用した啓発
⑮歯科口腔保健推進月間（歯がんじゅう月間：11月）啓発事業：口腔ケアと感染症対策の関連等に関する新聞広告掲載、歯がんじゅう月間ポスター作成・配布、沖縄森永乳業商品の牛乳パックへポスター掲
載、広報誌・SNSを活用した啓発

【歯科口腔保健を支える人材の確保・育成】
⑯歯科医療従事者技術向上支援事業：歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士が高度な歯科技術や知識習得のための研修
⑰沖縄県北部及び離島地域の歯科衛生士確保事業：歯科衛生士不足地域での就業を条件に奨学金相当額を補助し、歯科衛生士を確保する事業
【医科歯科連携の推進】
⑱がん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保健医療推進事業(Ｈ28-Ｒ2)：がん診療連携拠点病院等が実施する周術期口腔機能管理患者に対する歯科保健医療に対する補助
⑥かかりつけ歯科医推進事業（再掲）：⑶医科歯科連携のための歯科保健医療関係者意識調査（糖尿病と歯科の関連、その他）

令和２年度

沖縄県の歯科口腔保健施策の実施状況(事業実績)
内容

実績

所管課

沖縄県の歯科口腔保健施策を総合的かつ計画的に推進し、 19の機関・団体から構成される協議会を令和3年
沖縄県歯科口腔保健推進協議会

県民の健康の保持増進に寄与することを目的として、施策 2月～3月にかけて書面にて数回開催し、歯科口腔 保健医療部
の策定、推進方策等を検討するため関係機関・団体で構成 保健事業に関する意見聴取を行った。あわせて普 健康長寿課
される協議会を設置し意見聴取を行う。

及啓発への協力を得た。

＜ライフステージ別の歯科口腔保健＞
事業名
妊娠期

①妊娠期の歯とお口
のケア普及啓発

補助先・委託先
－

事業内容

実績

所管課

親子健康手帳交付時配布リーフレッ 令和2年度時点で27市町村が当該リーフレットを 保健医療部
トを作成し、市町村へ配布

活用。希望する市町村へ5,340部配布した。

健康長寿課

⑴仕上げみがき及びフッ化物応用の定着によりむ
し歯状況の改善を図るため、保護者説明用媒体・
歯科保健指導指導マニュアルの改訂を行い、600
⑴乳幼児歯科保健指導内容の標準化
の推進
②親子で歯っぴ～プ
乳幼児期

ロジェクト(H28-R2)

(公社)沖縄県小児保
健協会（委託）

⑵８モデル市町村でのケアグッズ(仕
上げみがき用歯ブラシ、デンタルフ
ロス、フッ素ジェル等)配布及び家庭
での活用促進
⑶5年間の事業効果検証、周知

部・1,600冊作成・配布した。
事業成果報告及び歯科保健指導研修会をWebで開
催した。183回閲覧。
⑵令和2年度は450セットをモデル市町村へ配布

保健医療部

した。5年間で13,870セットの配布を行い、家庭 健康長寿課
での活用促進を行った。
⑶事業効果について検証を行い、報告会をWeb開
催し、事業報告書を作成した。5年間の事業実施
で仕上げみがきの実施率の向上、フッ化物応用の
普及拡大が図られ、県全体及びモデル市の3歳児
むし歯有病状況は大きく改善した。

⑴地域子育て支援センター(親子対
乳幼児期

③出前・歯と口の健 沖縄県歯科衛生士会 象)の講座へ講師派遣
康講座事業

（委託）

⑵デンタルフロス、歯間ブラシ使用
推進リーフレット作成

⑴8ヵ所の地域子育て支援センターでの健康講座
に講師を派遣した。新型コロナ感染症の影響で例
年より実績が少なかった。
⑵デンタルフロスや歯間ブラシの具体的な使用方

保健医療部
健康長寿課

法に関するリーフレットを6,000部作成した。

⑴フッ化物洗口マニュアル(小中学校 ⑴学校でのフッ化物洗口実施マニュアルを1,100
学齢期

④永久歯むし歯予防 (一社)沖縄県歯科医
推進事業

師会（委託）

版)作成

部作成し、学校歯科医等へ配布した。

⑵フッ化物洗口実施支援（説明会の ⑵保育所１，幼稚園１の計2ヵ所での説明会に講
講師派遣、実施開始時のボトル等の 師を派遣した。新型コロナの影響で例年より実績
提供）

⑤タブレット活用オ
ンライン口腔保健指
導モデル事業

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

保健医療部
健康長寿課

が少なかった。

働き盛り世代を対象にタブレットを 2ヵ所の事業所の職員33人に対し、モデル的にタ
活用したオンラインによる口腔保健 ブレットを活用してオンラインにて口腔保健指導
指導事業を実施

を行った。

保健医療部
健康長寿課

⑴３種類の動画を作成し、YouTubeで啓発を行っ
⑴かかりつけ歯科医でのプロフェッ
ショナルケアの重要性等について
YouTubeやZOOM等を活用した県民
成人期

⑥かかりつけ歯科医 (一社)沖縄県歯科医
推進事業

師会（委託）

向け啓発
⑵歯科保健医療関係者を対象に歯と
口の健康と全身疾患との関連につい
てオンラインによる研修会を開催
⑶医科歯科連携のための歯科保健医
療関係者意識調査

ている。
①健康なカラダは健口から
②かかりつけ歯科医で定期ケア
③コロナ禍の歯の健康
⑵令和3年2月23日にオンラインにて歯科医療関

保健医療部

係者を対象に研修会を開催した。129人の参加が 健康長寿課
あった。
演題：歯科医療における新時代の感染対策
講師：河野雅臣先生
⑶沖縄県歯科医師会員に対しアンケート調査を実
施し、236人(64.6%)から回答を得た。

③出前・歯と口の健
康講座事業(再掲)

再掲

保健医療部
健康長寿課

高齢期

⑥かかりつけ歯科医

保健医療部

再掲

推進事業

健康長寿課

＜支援が必要な方々への歯科保健医療＞
事業名

補助先・委託先

事業内容

⑦心身障害児(者)歯 （一社）沖縄県歯科 障害児者の歯科治療及び関連事業費
科診療事業

障がい児(者)

医師会（補助）

⑧心身障害児(者)歯 （一社）沖縄県歯科
科診療拡充事業

医師会（補助）

⑨障害者歯科医療体 （一社）沖縄県歯科
制整備事業

医師会（補助）

補助

診療体制拡充のための事業費補助

実績

所管課

沖縄県口腔保健医療センターにおいて、延べ

子ども生活

5,232人の心身障害児（者）に歯科治療が行われ

福祉部障害

た。

福祉課

令和２年度は264日の診療が行われ、歯科医師や
歯科衛生士等が延べ2,770人従事した。

子ども生活
福祉部障害
福祉課

身近な地域で安全で負担の少ない歯 地域協力医の育成等を目的として、歯科医師や歯 子ども生活
科治療を受けられるための体制整備 科衛生士等に対してオンライン研修が３回開催さ 福祉部障害
にかかる補助

れ、合計145人が受講した。

福祉課

⑴口腔ケア啓発用ポスターを1,000枚作成し、歯
⑩要介護高齢者の口 (一社)沖縄県歯科医 ⑴口腔ケア啓発用ポスター作成

科医院等へ配布した。

腔ケア推進事業

⑵介護施設等職員対象に口腔ケアに関する研修会 健康長寿課

師会（委託）

⑵口腔ケア研修会の開催

保健医療部

をオンラインで開催した。93人の参加があった。
要介護高齢者

【歯科医師認知症対応向上研修】

研修開催日：令和2年10月25日(日）

高齢者が受診する医師に対し、認知 県内で勤務する歯科医師及び歯科医療従事者を対 子ども生活
⑪認知症地域医療支 (一社)沖縄県歯科医 症本人とその家族を支えるために必 象に研修を開催。
援事業

師会（委託）

福祉部高齢

要な基本知識や、医療と介護の連携 令和2年度は、募集定員30名に対し、参加者は22 者福祉介護
の重要性等を修得するための研修を 名であった。
開催

課

＜普及啓発週間・月間＞
週間・月間啓発事業

補助先・委託先

事業内容

実績

歯と口の健康に関する正しい知識の 県広報誌への掲載、パネル展実施やHPでの周
⑭歯と口の健康週間普及啓発

－

普及と歯科疾患の早期発見について 知、横断幕の掲揚にて周知を行った。（健康長寿
周知

課及び各保健所）

所管課
保健医療部
健康長寿課

⑴11月1日の琉球新報、沖縄タイムスの紙面にて
口腔ケアと感染症対策の関連等についてやセルフ
⑮歯科口腔保健推進月間（歯がん

(一社)沖縄県歯科医

じゅう月間）啓発事業

師会（委託）

⑴県民へ歯科口腔保健の重要性につ
いての普及啓発
⑵歯がんじゅう月間についての周知

ケア及びプロフェッショナルケアについての記事
を掲載した。

保健医療部

⑵歯がんじゅう月間ポスターを作成し、小学校等 健康長寿課
へ配布した。森永乳業の牛乳パックにポスターを
掲載し周知した。広報誌・HPやTwitterを活用し
た啓発を行った。

＜歯科口腔保健を支える人材の確保・育成＞
事業名

補助先・委託先

⑯歯科医療従事者技術向上支援事

(一社)沖縄県歯科医

業

師会（委託）

⑰沖縄県北部及び離島地域の歯科

(一社)沖縄県歯科医

衛生士確保事業

師会（委託）

事業内容
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
が高度な歯科技術や知識習得のため
の研修

歯科衛生士不足地域での就業を条件
に奨学金相当額を補助し、歯科衛生
士を確保する事業

実績

所管課

沖縄県歯科医師会に業務を委託し、高齢社会への
対応、診療内容の多様性に対応していくために、 保健医療部
歯科医師のみでなく歯科医療に従事している歯科 医療政策課
衛生士及び歯科技工士を対象に研修を行った。
沖縄県歯科医師会に業務を委託し、北部及び離島
地域での就業を条件に歯科衛生士が利用した奨学 保健医療部
金等相当額を補助することで令和２年度は18名の 医療政策課
歯科衛生士を確保することができた。

＜医科歯科連携の推進＞
事業名

補助先・委託先

事業内容

実績

所管課

歯科衛生士２名を配置し以下の業務を行った。
⑴院内周術期口腔ケア対応
⑵各種研修会等の参加：口腔ケア学会参加
⑱がん診療連携拠点病院等の患者
に対する歯科保健医療推進事業(Ｈ
28-Ｒ2)

琉球大学病院（補
助）

がん診療連携拠点病院等が実施する
周術期口腔機能管理患者に対する歯
科保健医療に対する補助

⑶琉球大学病院口腔ケアリンクナース育成プログ
ラムの開催：4月～2月

保健医療部

⑷研修(会)の講演者養成：口腔ケア学会学術大会 健康長寿課
発表
⑸日本口腔ケア学会認定資格の取得者養成：資格
取得の為の口腔ケア学会参加、勉強会参加等
⑹口腔ケアパンフレットの作成

⑥かかりつけ歯科医推進事業

保健医療部

再掲

健康長寿課

＜その他：歯科保健に関連する調査＞
調査名
⑫子どもの居場所・子ども食堂等
歯科保健アンケート調査
⑫児童養護施設歯科保健アンケー
ト調査

補助先・委託先
－

－

事業内容

実績

所管課

今後の歯科口腔保健活動等を検討す 令和2年7月に実施し、138件のうち51件(43.1%)

保健医療部

るための基礎資料とするための調査 から回答を得た。

健康長寿課

今後の歯科口腔保健活動等を検討す 令和2年7月～8月にかけて実施し、8件のうち8件 保健医療部
るための基礎資料とするための調査 (100%)から回答を得た。

健康長寿課

県内市町村の歯科保健対策の実施状
⑬市町村歯科保健対策実施状況調
査

況について把握し、沖縄県歯科口腔
－

保健推進計画の進捗状況の把握や今 41市町村から回答を得た。(100％）
後の歯科保健施策を検討する基礎資
料とするための調査

保健医療部
健康長寿課

