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　本県では、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持（以下「歯科口腔保健」という。）の推進に関

し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与するために「沖縄県歯科口腔保健の推進に関する

条例（平成 31 年条例第 12 号）」（以下「県条例」という。）を平成 31 年３月に制定しました。

　これまで、本県では健康増進法第８条第１項に基づく健康増進計画である「健康おきなわ 21（第

２次）」の歯・口腔の健康分野を「沖縄県歯科保健計画」と位置づけ、ライフステージに応じた各種施

策を推進してきましたが、歯・口腔の健康指標は未だ全国平均に遠く及ばず、下位に位置している

状況が続いています。歯科口腔保健に関する正しい知識を普及し、県民自らが主体的に歯科疾患の

予防等に努めるよう気運を高めるとともに、県及び歯科医療等業務関係者等の責務を明らかにし、

相互に連携・協力して、歯科口腔保健に関する施策を推進することが、健康長寿おきなわの復活を

目指す上でますます重要となってきていることなどを踏まえ、このたび「沖縄県歯科口腔保健推進

計画（以下「本計画」という。）」を単独の計画として策定するものです。

　本計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 13 条第１項及び県条例

第７条第１項の規定に基づく計画です。

　なお、本計画は、県政運営の基本的な指針である「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」に掲げられた基

本施策のひとつである「健康・長寿おきなわの推進」を実現するため、関係計画と調和を図りながら

推進していきます。

第 1 章　計画の基本的事項

❶　計画策定の趣旨❶　計画策定の趣旨

❷　計画の位置づけ❷　計画の位置づけ

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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　また、 ２１世紀ビジョンの基本理念及び将来像は、 SDGｓの基本理念や１７のゴールなど重なる部分が多い

ことから、本計画はSDGｓを推進し、新たな時代に対応した持続可能な沖縄の発展に寄与するものであります。

　本計画の期間は、令和２年度から令和４年度の概ね３年間とします。なお、計画策定後の歯科口腔

保健を取り巻く状況の変化により、計画の期間中であっても必要に応じて見直すこととします。

　県は、市町村、関係機関、関係団体と連携し、歯科口腔保健に関する施策を推進するとともに、沖縄

県歯科口腔保健推進協議会を設置し、本計画の進行管理を行います。

❸　計画の期間❸　計画の期間

❹　計画の連携・推進体制❹　計画の連携・推進体制

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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　県条例第２条において、歯科口腔保健の推進に関し、下記のとおり基本理念を定めています。

　県は上記基本理念にのっとり、県民が生涯にわたり自分の歯で食べる楽しみを味わい、健やかで

豊かな人生を送るための環境整備を図り、県民自らが主体的に下記の取組を行えるよう各種歯科口

腔保健の推進に係る施策を推進していきます。

第２章　めざす姿

❶　基本理念及び県民のめざす姿❶　基本理念及び県民のめざす姿

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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　本計画は健康おきなわ 21（第２次）が目指す「県民が健康・長寿を維持継承し、生きがいに満ちた

豊かな人生を送ることが大切である」の実現に向け、いつまでも自分の歯で美味しく食べることが

生涯にわたる QOL（生活の質）の維持・向上に重要であることから、「80 歳で 20 歯以上の自分の歯

を有する者の割合の増加」を全体目標として設定します。また、本県の歯科口腔保健を取り巻く現状

を把握・分析した上で妊娠期（妊婦、胎児）、乳幼児期、学齢期、成人期及び高齢期のライフステージ

別に具体的な目標を設定し、各種歯科口腔保健対策に取り組んでいくこととします。

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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❷　評価目標一覧❷　評価目標一覧

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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・栄養バランスのとれた食生活を送る。

・フッ化物配合歯みがき剤及びデンタルフロス等を使用する。

・歯と口の健康と全身の健康に関する知識を習得する。（早産・低出生体重児出産）

・かかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診を受ける。

妊娠期の歯科口腔保健のポイント妊娠期の歯科口腔保健のポイント

（１）　主な歯科的特徴

ア　妊娠期は胎児の歯を含む口腔が形成される時期であり、子どもが健やかに生まれ、心身とも

に健全に成長していくためには、バランスのとれた栄養摂取が必要な時期です。

イ　妊娠、出産に伴い生理的な状態が変化することにより、生活面や心理面への影響から、むし歯

や歯周病が悪化する傾向にあります。　　　　　　　　　　

ウ　妊娠中は唾液や歯周ポケットに含まれる女性ホルモンの増加に伴い、唾液の分泌量が減少し、

粘度が増すなど唾液による自浄作用が低下することから、歯周病菌の活動が活発になり、歯肉

炎が起きやすくなります。（妊娠性歯肉炎）

エ　重度の歯周病は、早産 (37 週未満 ) や低出生体重児（2500g 未満）のリスクを高めると指摘さ

れています。

（２）　現状と課題

ア　県内 41 市町村のうち 40 市町村で親子健康手帳交付時に妊婦への歯と口の健康に関する情

報提供を行っており、継続が必要です。　　　　　　　　

イ　県内 41 市町村のうち３市町村で妊婦歯科健診を、11 市町村で母親学級での歯科保健指導を

実施していますが、実施率が低い状況です。

ウ　つわりによって口腔清掃が十分にできず、食べかすがたまりやすくなることからむし歯や歯

周病を予防するための日常的な口腔ケアやかかりつけ医での歯科健診受診が重要です。

（３）　県民の取り組み

ア　規則正しい食生活とバランスのとれた栄養の摂取等に努め、胎児が健やかに成長するよう努

めます。

イ　つわりで歯みがきがつらい時期には、小さめの歯ブラシの使用やデンタルリンス等を活用し、

むし歯や歯周病予防に努めます。　

ウ　かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診受診に努めます。

（４）　県の取組方針

ア　妊娠期における規則正しい食生活の必要性やバランスの取れた栄養の摂取等について情報

提供を行い、妊娠期からの歯と口腔の健康づくりを推進します。

イ　早産・低体重児出産と歯周病との深い関わりについての認知度を高めるリーフレットの作

第３章　ライフステージ別の歯科口腔保健

❶　妊娠期（妊婦、胎児）の歯科口腔保健❶　妊娠期（妊婦、胎児）の歯科口腔保健

成等普及啓発を行います。

ウ　市町村による妊婦歯科健診や歯科保健指導が適切に実施できるよう支援していきます。

エ　かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診受診が重要であることを普及啓発します。

（５） 評価目標

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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（１）　主な歯科的特徴

ア　妊娠期は胎児の歯を含む口腔が形成される時期であり、子どもが健やかに生まれ、心身とも

に健全に成長していくためには、バランスのとれた栄養摂取が必要な時期です。

イ　妊娠、出産に伴い生理的な状態が変化することにより、生活面や心理面への影響から、むし歯

や歯周病が悪化する傾向にあります。　　　　　　　　　　

ウ　妊娠中は唾液や歯周ポケットに含まれる女性ホルモンの増加に伴い、唾液の分泌量が減少し、

粘度が増すなど唾液による自浄作用が低下することから、歯周病菌の活動が活発になり、歯肉

炎が起きやすくなります。（妊娠性歯肉炎）

エ　重度の歯周病は、早産 (37 週未満 ) や低出生体重児（2500g 未満）のリスクを高めると指摘さ

れています。

（２）　現状と課題

ア　県内 41 市町村のうち 40 市町村で親子健康手帳交付時に妊婦への歯と口の健康に関する情

報提供を行っており、継続が必要です。　　　　　　　　

イ　県内 41 市町村のうち３市町村で妊婦歯科健診を、11 市町村で母親学級での歯科保健指導を

実施していますが、実施率が低い状況です。

ウ　つわりによって口腔清掃が十分にできず、食べかすがたまりやすくなることからむし歯や歯

周病を予防するための日常的な口腔ケアやかかりつけ医での歯科健診受診が重要です。

（３）　県民の取り組み

ア　規則正しい食生活とバランスのとれた栄養の摂取等に努め、胎児が健やかに成長するよう努

めます。

イ　つわりで歯みがきがつらい時期には、小さめの歯ブラシの使用やデンタルリンス等を活用し、

むし歯や歯周病予防に努めます。　

ウ　かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診受診に努めます。

（４）　県の取組方針

ア　妊娠期における規則正しい食生活の必要性やバランスの取れた栄養の摂取等について情報

提供を行い、妊娠期からの歯と口腔の健康づくりを推進します。

イ　早産・低体重児出産と歯周病との深い関わりについての認知度を高めるリーフレットの作

成等普及啓発を行います。

ウ　市町村による妊婦歯科健診や歯科保健指導が適切に実施できるよう支援していきます。

エ　かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診受診が重要であることを普及啓発します。

（５） 評価目標

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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・保護者による仕上げみがきをする。

・甘味の摂取をコントロールする。

・フッ化物の応用（フッ化物歯面塗布、フッ化物配合歯みがき剤、フッ化物洗口）に取り組む。

・かかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診を受ける。

乳幼児期の歯科口腔保健のポイント乳幼児期の歯科口腔保健のポイント

１歳６か月児の仕上げみがきの割合
（％）

出典　乳幼児健康診査報告書

図 1

❷　乳幼児期の歯科口腔保健❷　乳幼児期の歯科口腔保健

（１） 主な歯科的特徴

ア　乳歯の萌出、永久歯の形成がなされる時期であり、噛むこと、話すこと、味わうこと等、口腔機

能を獲得・習熟する時期です。萌出直後の乳歯はむし歯にかかりやすく、萌出状況によりむし

歯の好発部位が変化していきます。

イ　３歳前後は乳歯が生え揃う時期で、不適切な間食の摂り方や不十分な歯みがきにより、むし

歯が発生しやすくなります。

ウ　４～６歳頃は噛み合わせが安定する時期ですが、奥歯の歯と歯の間がむし歯になりやすくな

ります。

エ　５歳から６歳ごろ、６歳臼歯（第一大臼歯）が生え、また、下の前歯から生えかわりが始まり、

12歳ごろまでには乳歯が全て永久歯に生えかわります。

オ　６歳臼歯は乳歯の奥に生えるため、みがきにくく、永久歯の中で最も長く生えていることか

ら、最もむし歯になりやすい歯です。

カ　乳幼児期における食べる機能の発達と合わない食形態（食べ物の大きさや硬さ）や悪習癖、口

呼吸等は歯並びや口腔機能発達に悪影響を与えます。

（悪習癖；長時間の指しゃぶりや上下の歯の間に舌や唇を挟む癖、頬杖等）

キ　家庭環境や様々な事情（保護者がいない等）により、食生活や歯みがき等の生活習慣が乱れが

ちになることで口腔衛生状態が不良になることがあります。

ク　ネグレクトと関連したむし歯の多発や身体的暴力による歯の破折等の歯と口腔の外傷が見

受けられることがあります。

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標



9

（％）

（％）

出典「沖縄県における３歳児のむし歯有病者率とその要因 -沖縄県乳幼児健康診査システムの解析－」(2013年比嘉他）

　　（沖縄県・公益社団法人沖縄県小児保健協会）

図4

図3

図2 ３歳児のむし歯有病者率の推移

５歳児のむし歯有病者率の推移

集団寄与危険
リスクを取り除くことで軽減される割合

出　典　沖縄県：沖縄県の母子保健

　　　　全　国：厚生労働省母子保健課調査、地域保健健康増進事業報告　

出典　学校保健統計調査報告書（文部科学省）

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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（２） 現状と課題

ア　３歳児のむし歯予防のための対策として「１歳６か月児からの毎日の仕上げみがき」「３歳児

でおやつの時間を決めてあげる」等は効果が高いことがわかっており、平成 30 年度の「毎日の

仕上げみがき」の実施率は１歳６か月児で 79.7％と改善傾向を示していますが、更なる実施率

向上が必要です。（図１、３）　

イ　３歳児むし歯有病者率は改善傾向にありますが、平成 29 年度は 24.8％で、全国の 14.4％に

比べ高い状況にあり、全国ワースト１～２位で推移しています。（図２）

ウ　県内 41 市町村のうちフッ化物塗布を実施している市町村は、１歳６か月児健診で 36 市町村、

３歳児健診で 33 市町村となっており、むし歯を予防するためには継続実施が求められます。

エ　幼児の中には家庭環境等の様々な事情によりむし歯等の治療をせず、長期に放置したままと

なり重症化するケースも見受けられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

オ　５歳児のむし歯有病者率は年々減少傾向にありますが、平成30年度は 50.7% で、全国の 35.1

％に比べ約 15 ポイント高い状況です。（図４）

カ　６歳臼歯は、最もむし歯になりやすい歯であることから、保護者による仕上げみがきやかか

りつけ歯科医での定期的な歯科健診受診や予防処置が重要です。

キ　歯は生えて間もない時期が一番むし歯になりやすいことから、永久歯が生え始める５歳前後

から保育所や幼稚園において、効果や安全性が高く、容易に実施できるフッ化物洗口を推進し

ていくことが重要です。

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標
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☆コラム☆

　ミュータンス菌をはじめとする口腔内細菌は主に唾液を介して伝播すると考えられている

ため、「口移しで食べ物を与えること」や「同じ歯ブラシを使うこと」を避けるとともに、

周囲の人たちがむし歯の治療をきちんと行い、歯みがきをしっかり行うことで、唾液中の

ミュータンス菌の数を減らしておく必要があります。 

出典：歯科関係者のための食育支援ガイド 2019（日本歯科医師会）

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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・給食後に歯みがきをする。
・学校において健康教育を実施する。（正しい生活習慣や食事に関すること）

・フッ化物配合歯みがき剤及びデンタルフロス等を使用する。
・甘味の摂取をコントロールする。
・集団でのフッ化物洗口に参加する。
・かかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診を受ける。

学齢期の歯科口腔保健のポイント学齢期の歯科口腔保健のポイント

（本）

図5 12歳児における一人平均むし歯数の推移

出典　学校保健統計調査報告書（文部科学省）

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

❸　学齢期の歯科口腔保健❸　学齢期の歯科口腔保健

（１） 主な歯科的特徴

【小学生】

ア　乳歯と永久歯が混在する時期です。

イ　乳歯のむし歯は永久歯に影響を及ぼし、特に萌出直後の永久歯はむし歯になりやすい状態です。

ウ　小学校の中学年から高学年にかけては、乳歯の晩期残存や早期喪失の放置によって、歯列不

正や不正咬合を引き起こす時期でもあり、永久歯の萌出に伴う萌出性歯肉炎や、歯列不正等が

原因で起こる不潔性歯肉炎がみられます。　　　　

エ　家庭環境や様々な事情（保護者がいない等）により、食生活や歯みがき等の生活習慣が乱れが

ちになることで口腔衛生状態が不良になることがあります。

オ　ネグレクトと関連したむし歯の多発や身体的暴力による歯の破折等の歯と口腔の外傷が見

受けられることがあります。

【中学生】

カ　12歳臼歯（第二大臼歯）の萌出で永久歯列が完成し、高等学校までに永久歯咬合が完成します。

キ　学業や部活動等が多忙で、歯みがきが習慣化してなかったり、ホルモンの影響により永久歯

萌出完成期に歯肉炎が増加する傾向にあります。

ク　動きが速く、接触の多いスポーツでは、歯の破折、顎骨骨折等の口腔及び顎顔面領域への外傷

の発生もみられます。　　　　　　　　　　　　　　　　   　　

ケ　家庭環境や様々な事情（保護者がいない等）により、食生活や歯みがき等の生活習慣が乱れが

ちになることで口腔衛生状態が不良になることがあります。

コ　ネグレクトと関連したむし歯の多発や身体的暴力による歯の破折等の歯と口腔の外傷が見

受けられることがあります。

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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（本）

（％）

（％）

歯肉に炎症がある者の割合の推移
（中学生男子）

歯肉に炎症がある者の割合の推移
（中学生女子）

出典　学校保健統計調査報告書（文部科学省）

出典　学校保健統計調査報告書（沖縄県教育委員会）

出典　学校保健統計調査報告書（沖縄県教育委員会）

図8

図7

図6 平成30年度12歳児における一人平均むし歯数
（都道府県別）

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

（２） 現状と課題

ア　本県の 12 歳児一人平均むし歯数は、平成 30 年度 1.8 本と改善傾向にありますが、全国の 0.7

本に対し 2.6 倍多くなっており、平成 18 年度以降全国ワースト 1 位が続いています。（図５、６）

イ　児童の中には家庭環境等の様々な事情によりむし歯等の治療をせず、長期に放置したままと

なり重症化するケースも見受けられます。

ウ　県内の中学生で歯肉に炎症がある者の割合は、平成 30 年度で男子 5.4％、女子約 3.2％となっ

ており、男子が女子より約２ポイント高くなっています。また、全国と比べると男子は全国の

4.9％を上回っていますが、女子は全国の 3.3％を下回っています。（図７、８）

エ　平成 28 年度においてフッ化物洗口を実施している４町村（久米島町、伊江村、北大東村、南大

東村）の 12 歳児一人平均むし歯数は 0.6 本で、他の 37 市町村の 1.9 本の約３分の１となって

おり、全国の 0.8 本より少ない状況です。（図９）

オ　永久歯のむし歯予防については、就学前から中学校卒業までの間継続して行うことが最も効

果的であるため、全ての児童・生徒に平等に行える集団でのフッ化物洗口を推進していくこと

が重要です。

（３） 県民の取り組み

ア　保護者は子どもが正しい歯みがき習慣や規則正しい食生活が定着するよう働きかけを行う

とともに、甘味の摂取コントロールやかかりつけ歯科医のもとで、定期的な口腔衛生管理を実

施していくよう努めます。

イ　フッ化物配合歯みがき剤及びデンタルフロス等を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病予

防に努めます。

ウ　保護者は小中学校で行うフッ化物洗口に関して理解に努め、参加について検討します。

エ　子どもたちは自ら、むし歯や歯周病、またスポーツによる歯の外傷などに関心を持ち予防に

努めます。

（４） 県の取組方針

ア　家庭のみならず、学校、地域と連携して、効果的なむし歯予防対策に取り組んでいきます。　

イ　子どもの頃から適切な食習慣や生活習慣を習得できるよう健康づくり副読本を作成し、学校

現場における次世代の健康教育への活用を推進します。

ウ　フッ化物配合歯みがき剤やデンタルフロス等の使用定着を促すためには、子どもの頃からか

かりつけ歯科医において、個人にあわせた具体的な指導を受けることを推進するなど、適切な

セルフケアの普及啓発に努めます。

エ　給食後の歯みがきの実施を推進するとともに、集団でのフッ化物洗口を活用したむし歯予防

対策が増えていくよう保護者や学校等に対して、学齢期のむし歯予防対策におけるフッ化物洗

口の有効性と安全性について正しい情報の提供に継続して取り組み、実施に当たっては、市町

村の実情に合わせて支援していきます。

オ　学校における集団でのフッ化物洗口の実施にあたっては、沖縄県歯科医師会や学校歯科医と

連携するとともに、洗口液の調製等についても沖縄県歯科医師会や学校歯科医に協力を求めて

いきます。

カ　養護教諭など学校歯科保健を担う者を対象に講習会等を開催し、好事例紹介等を行うなど、

学校における歯科保健対策を強化していきます。

キ　歯科健診等において､口腔清掃不良がみられ、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不

明の歯の破折等、家庭での養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。

ク　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

ケ　子どものころからかかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診を受けることの重要性につい

て普及啓発します。

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

（２） 現状と課題

ア　本県の 12 歳児一人平均むし歯数は、平成 30 年度 1.8 本と改善傾向にありますが、全国の 0.7

本に対し 2.6 倍多くなっており、平成 18 年度以降全国ワースト 1 位が続いています。（図５、６）

イ　児童の中には家庭環境等の様々な事情によりむし歯等の治療をせず、長期に放置したままと

なり重症化するケースも見受けられます。

ウ　県内の中学生で歯肉に炎症がある者の割合は、平成 30 年度で男子 5.4％、女子約 3.2％となっ

ており、男子が女子より約２ポイント高くなっています。また、全国と比べると男子は全国の

4.9％を上回っていますが、女子は全国の 3.3％を下回っています。（図７、８）

エ　平成 28 年度においてフッ化物洗口を実施している４町村（久米島町、伊江村、北大東村、南大

東村）の 12 歳児一人平均むし歯数は 0.6 本で、他の 37 市町村の 1.9 本の約３分の１となって

おり、全国の 0.8 本より少ない状況です。（図９）

オ　永久歯のむし歯予防については、就学前から中学校卒業までの間継続して行うことが最も効

果的であるため、全ての児童・生徒に平等に行える集団でのフッ化物洗口を推進していくこと

が重要です。

（３） 県民の取り組み

ア　保護者は子どもが正しい歯みがき習慣や規則正しい食生活が定着するよう働きかけを行う

とともに、甘味の摂取コントロールやかかりつけ歯科医のもとで、定期的な口腔衛生管理を実

施していくよう努めます。

イ　フッ化物配合歯みがき剤及びデンタルフロス等を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病予

防に努めます。

ウ　保護者は小中学校で行うフッ化物洗口に関して理解に努め、参加について検討します。

エ　子どもたちは自ら、むし歯や歯周病、またスポーツによる歯の外傷などに関心を持ち予防に

努めます。

（４） 県の取組方針

ア　家庭のみならず、学校、地域と連携して、効果的なむし歯予防対策に取り組んでいきます。　

イ　子どもの頃から適切な食習慣や生活習慣を習得できるよう健康づくり副読本を作成し、学校

現場における次世代の健康教育への活用を推進します。

ウ　フッ化物配合歯みがき剤やデンタルフロス等の使用定着を促すためには、子どもの頃からか

かりつけ歯科医において、個人にあわせた具体的な指導を受けることを推進するなど、適切な

セルフケアの普及啓発に努めます。

エ　給食後の歯みがきの実施を推進するとともに、集団でのフッ化物洗口を活用したむし歯予防

対策が増えていくよう保護者や学校等に対して、学齢期のむし歯予防対策におけるフッ化物洗

口の有効性と安全性について正しい情報の提供に継続して取り組み、実施に当たっては、市町

村の実情に合わせて支援していきます。

オ　学校における集団でのフッ化物洗口の実施にあたっては、沖縄県歯科医師会や学校歯科医と

連携するとともに、洗口液の調製等についても沖縄県歯科医師会や学校歯科医に協力を求めて

いきます。

カ　養護教諭など学校歯科保健を担う者を対象に講習会等を開催し、好事例紹介等を行うなど、

学校における歯科保健対策を強化していきます。

キ　歯科健診等において､口腔清掃不良がみられ、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不

明の歯の破折等、家庭での養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。

ク　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

ケ　子どものころからかかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診を受けることの重要性につい

て普及啓発します。

（５） 評価目標

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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・フッ化物配合歯みがき剤及びデンタルフロスや歯間ブラシ等を使用する。

・歯と口の健康と全身の健康に関する知識を習得する。（糖尿病、心疾患、脳梗塞等）

・かかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診を受ける。

成人期の歯科口腔保健のポイント成人期の歯科口腔保健のポイント

（%）

図10

出典　沖縄県：県民健康栄養調査（口腔内状況調査）
　　　全　国：歯科疾患実態調査

４mm 以上の歯周ポケットを有する者の割合

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

❹　成人期の歯科口腔保健❹　成人期の歯科口腔保健

（１） 主な歯科的特徴

ア　むし歯治療をした歯も詰め物や被せ物の境目から再びむし歯になる二次むし歯の増加がみ

られます。

イ　歯の喪失の主な原因となる歯周病が進行する時期です。

ウ　加齢とともにむし歯や歯周病による歯の喪失が多く見られるようになります。

エ　歯周病と全身疾患（糖尿病、心疾患、脳梗塞等）との関係が深いことがわかっており、特に糖尿

病患者は、糖尿病でない人と比べて歯周病に罹りやすく、進行しやすいとの報告があります。ま

た、歯周病が血糖コントロールを悪化させたり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める可能性が

示唆されています。

オ　喫煙は、タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素等の化学物質が歯周組織に悪影響を及ぼし

ます。

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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（%）

（%）

図11

出典　沖縄県：県民健康栄養調査（口腔内状況調査）
　　　全　国：歯科疾患実態調査

出典　県民健康栄養調査（生活習慣調査）

出典　県民健康栄養調査（生活習慣調査）

60歳で24歯以上の歯を有する者の割合

図12 歯間ブラシ・デンタルフロスの使用状況（15歳以上）

図13 平成28年度 過去１年間に歯科健診を受診した者の割合
（15歳以上）

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

（２） 現状と課題

ア　重度の歯周病（４ミリ以上の歯周ポケット）を有する者は平成28年度は50歳代で49.3％と最

も割合が高く、経年的にはすべての世代で増加傾向を示しています。（図 10）

イ　60歳で24歯以上（6024）自分の歯を有する者の割合は平成28年度は53.1％と平成23年度の

33.1％と比べて改善傾向にありますが、全国の74.4％に比べ低い状況となっています。（図 11）

ウ　歯間ブラシやデンタルフロス等の使用状況は、平成28年度は「毎日使用する」者が18.9％で、

「時々使用する」者が35.0％と経年的には増加傾向を示しているものの、ほぼ半数にとどまって

おり、使用の定着が必要です。（図 12）

エ　歯科医院で定期的に健診を受けたり、歯石除去や歯面清掃を年に１回から半年に１回以上受

けている者の割合は50.9％となっており、歯肉炎や歯周病を予防するためには、かかりつけ歯

科医での定期的な歯科健診受診を推進していくことが重要です。（図 13）

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤及び歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病の進

行防止に努めます。

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、歯石の除去や歯科保健指導を受

けるよう努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯周病予防については、市町村での歯周疾患健診を推進します。

イ　歯科疾患の早期発見・早期治療のため、定期的な歯科健診受診やかかりつけ歯科医を持つこ

との重要性について普及啓発します。

ウ　セルフケアの一環として歯間ブラシやデンタルフロスの使用定着を促すためには、若い頃か

らかかりつけ歯科医において、個人にあわせた具体的な指導を受けることを推進するなど、適

切なセルフケアについて普及啓発します。

エ　事業者や医療保険者が社員等の健康づくりのため歯科健診や歯科保健教育等を実施するよ

う、事業所等における歯科保健対策を推進していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。　　　 　　

カ　「歯と口の健康週間」や「いい歯の日」並びに「歯科口腔保健啓発月間（歯がんじゅう月間）」、そ

の他健康づくりイベント等を活用して歯周病のみにとどまらず、糖尿病等の全身疾患との関わ

りを含めて、今後とも普及啓発していきます。

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

（５） 評価目標

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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・フッ化物配合歯磨き剤及びデンタルフロスや歯間ブラシ等を使用する。

・歯と口の健康と全身の健康に関する知識を習得する。（糖尿病、心疾患、脳梗塞、認知症等）

・かかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診を受ける。

・オーラルフレイルを予防する。

高齢期の歯科口腔保健のポイント高齢期の歯科口腔保健のポイント

（%）

出典　沖縄県：県民健康栄養調査（口腔内状況調査）
　　　全　国：歯科疾患実態調査

図14 80歳で20歯以上の歯を有する者の割合

（３） 県民の取り組み

ア　乳幼児期からの適切な歯みがき習慣（保護者の仕上げみがきを含む）や規則正しい食習慣の

定着に努めます。

イ　食事やおやつは時間を決め、かつ甘味の摂取をコントロールすることにより、むし歯リスク

を減らすよう努めます。

ウ　保護者は子どものかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受けさせるなど、

適切な歯科口腔衛生の管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　市町村が実施する乳幼児健診等において、むし歯予防に必要な適切な歯みがき習慣（保護者

による仕上げみがきを含む）、規則正しい食生活の定着、フッ化物応用の歯科保健指導が推進さ

れるよう支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診や予防処置を受ける習慣を身につけ

ることが重要であることを啓発するとともに、保育所等の集団施設において、フッ化物応用が

推進されるよう有効性や安全性についての正しい情報の提供に継続して取り組みます。　　　

ウ　乳幼児の歯科医療に対し、積極的に対応する医院の情報等について保護者へ情報提供してい

きます。

エ　歯科健診等において、むし歯の本数が多く、未処置歯が多い、原因不明の歯の破折等、家庭で

の養育に問題があると懸念される場合の相談体制を検討していきます。　　　　　　　　　　

オ　歯科健診従事者等を対象に研修会等を実施し、児童虐待の早期発見、発生予防についての児

童虐待防止に関する意識の醸成を図ります。

カ　乳幼児歯科保健指導内容の標準化に向けたマニュアル作成及び研修会を開催していきます。

キ　保健師など関連する多職種に対し、むし歯予防や口腔機能発達に関する研修会を開催します。

ク　就学前までの幼児の歯科医院での窓口無料化（保険診療）について周知を図ります。

（５） 評価目標

❺　高齢期の歯科口腔保健❺　高齢期の歯科口腔保健

（１） 主な歯科的特徴
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ウ　口腔機能の低下や低栄養により、口腔内細菌を含む唾液等を誤嚥することによる肺炎のリス

クが高くなります。

エ　オーラルフレイル（咀嚼・嚥下機能など口腔機能の軽微な低下）が食事や会話にも影響し、生

活の質の低下を招くことがあります。

（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

（１） 主な歯科的特徴

ア　障がい児（者）の場合、障害の種類や程度によって、歯みがきが困難であったり、薬の副作用で

唾液の量が減ったりすることがあります。

イ　口腔機能の低下などにより食べ物が口の内に停滞しやすく、また、歯みがきに対する理解や

運動機能が十分でないことが多く、口の中に汚れが残りやすいことから、むし歯や歯周病のリ

スクが増加します。

ウ　障害の特性によっては、地域の歯科医療機関での治療が困難になる場合があります。

（２） 現状と課題

ア　障害の程度やライフステージに応じた歯科保健指導が必要であり、障害の部位や特性により、

日常自分で口腔管理ができていない場合があることから、保護者や介護者による口腔ケアやか

かりつけ歯科医での定期的・継続的な口腔衛生管理が必要です。

イ　むし歯予防のためのフッ化物応用や成人期の歯科健診への取り組みが必要です。

ウ　障がい児（者）の口腔衛生管理等を介助又は支援する療育者（共同療育者）が、口腔衛生管理に

関する技術を習得する必要があります。

エ　障害に応じた歯科保健指導、訓練のできる歯科専門職の育成を図る必要があります。

オ　障がい児（者）が、地域で障害のない者と同様な歯科保健医療サービスが受けられるように、対

応できる（かかりつけ歯科医機能を持った）歯科医療機関を増やす必要があります。

カ　各歯科診療所で診療が困難なケースに対する受け皿を２次保健医療圏ごとに整備していく

必要があります。

（３） 県民の取り組み

ア　家族等は日常の口腔ケアの介助を行うよう努めます。

イ　家族等はかかりつけ歯科医での定期的な歯科健診や予防処置などを受けさせるなど、障がい

児（者）の口腔衛生管理に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　障がい児（者）に対する歯科疾患予防、口腔機能の維持・向上のため本人、家族、関係者への理

解を深めるための取組を行います。

イ　沖縄県歯科医師会、沖縄県歯科衛生士会等の関係団体と連携して障がい児（者）の通所入所施

設での歯科健診や歯みがき指導が定期的に行われるよう働きかけます。

ウ　障害者歯科保健医療に関する適切な情報の提供に努めます。

エ　障害者歯科保健医療を沖縄県歯科医師会等と連携して推進していきます。

オ　障害者支援施設等における定期的な歯科健診の必要性を関係機関へ周知していきます。　

カ　障がい児（者）の特性を踏まえた歯科治療を行う歯科医師の養成に努めます。

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。

第４章　支援が必要な方々への歯科保健医療

❶　障がい児（者）の歯科保健医療❶　障がい児（者）の歯科保健医療
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

（５） 具体的な数値目標

（１） 主な歯科的特徴

ア　進行した歯周病やむし歯により歯の喪失が増加し、咀嚼力の低下をきたします。

イ　歯肉の退縮により露出した歯根面にむし歯が生じやすくなります。

ウ　咀嚼力の低下、薬剤の副作用等により唾液量が減少することで自浄作用が低下し、口腔内が

不潔になりやすい状態です。

（２） 現状と課題

ア　歯の喪失による咀嚼障害等により生活の質が低下する傾向にあることから、歯科医療機関を

受診するための支援体制が必要です。

イ　自分で歯みがきすることが困難になり、口腔内が不衛生になりやすいです。

ウ　口腔機能の低下により、誤嚥性肺炎や窒息などを併発し、生命の危機につながることがあり

ます。

エ　在宅歯科医療は誤嚥性肺炎の予防につながる等重要な医療ですが、まだ県民への普及が十分

でないことから、更なる周知が必要です。

オ　認知症の人が自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、歯科治療の実

施・継続のみならず、多職種と適切に連携することなど、認知症の人の生活を支えることが重

要になってきます。

カ　本県の平成29年の歯科訪問診療の届出歯科診療所数は289施設となっており、65歳以上の人

口10万人当たりでは、全国より低い水準となっています。

（３） 県民の取り組み

ア　介護者等は日常の口腔ケアの介助を行うよう努めます。

イ　介護者等はかかりつけ歯科医または在宅歯科医療を活用し、定期的な歯科健診や予防処置な

どを受けさせるなど、要介護者の口腔衛生管理に努めます。 

（４） 県の取組方針

ア　市町村や関係団体と連携し、歯の喪失防止や要介護度の重症化の防止を図るため、日頃の口

腔ケアや定期的な口腔衛生管理の重要性並びに口腔機能の向上についての正しい知識につい

て普及啓発を行います。

イ　誤嚥性肺炎の予防や、食べる・飲み込む機能の低下防止を図るため、口腔衛生管理や口・舌

の運動等について普及啓発を行い、生涯にわたり自分の口で食べることを支援していきます。

ウ　高齢者や介護者等への口腔衛生管理に関する助言や指導を行う歯科医療従事者の人材育成

に努めます。

エ　在宅医療・介護の関係者の多職種連携を積極的に支援します。

オ　高齢者施設入所者などを対象に歯科健診を実施し、必要に応じて早期受診の勧奨を行います。

カ　在宅医療・在宅歯科医療に関する地域の情報を把握し、県民へ周知を図ります。

キ　高齢期の口腔機能の維持・向上を図るため、介護施設関係者等への研修を行い、適切に口腔

衛生管理のできる人材の育成に努めます。

ク　在宅療養における口腔衛生管理の維持を図るためクリティカルパスの作成活用等医科歯科

連携の取組を推進します。　

ケ　歯科医師に対し、認知症の人と家族を支えるために必要な基本知識や、医療と介護の重要性

等を習得するための歯科医師認知症対応力向上研修を沖縄県歯科医師会と連携し、引き続き実

施していきます。

（５） 評価目標

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。

❷　要介護者等の歯科保健医療❷　要介護者等の歯科保健医療
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

（１） 主な歯科的特徴

ア　進行した歯周病やむし歯により歯の喪失が増加し、咀嚼力の低下をきたします。

イ　歯肉の退縮により露出した歯根面にむし歯が生じやすくなります。

ウ　咀嚼力の低下、薬剤の副作用等により唾液量が減少することで自浄作用が低下し、口腔内が

不潔になりやすい状態です。

（２） 現状と課題

ア　歯の喪失による咀嚼障害等により生活の質が低下する傾向にあることから、歯科医療機関を

受診するための支援体制が必要です。

イ　自分で歯みがきすることが困難になり、口腔内が不衛生になりやすいです。

ウ　口腔機能の低下により、誤嚥性肺炎や窒息などを併発し、生命の危機につながることがあり

ます。

エ　在宅歯科医療は誤嚥性肺炎の予防につながる等重要な医療ですが、まだ県民への普及が十分

でないことから、更なる周知が必要です。

オ　認知症の人が自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、歯科治療の実

施・継続のみならず、多職種と適切に連携することなど、認知症の人の生活を支えることが重

要になってきます。

カ　本県の平成29年の歯科訪問診療の届出歯科診療所数は289施設となっており、65歳以上の人

口10万人当たりでは、全国より低い水準となっています。

（３） 県民の取り組み

ア　介護者等は日常の口腔ケアの介助を行うよう努めます。

イ　介護者等はかかりつけ歯科医または在宅歯科医療を活用し、定期的な歯科健診や予防処置な

どを受けさせるなど、要介護者の口腔衛生管理に努めます。 

（４） 県の取組方針

ア　市町村や関係団体と連携し、歯の喪失防止や要介護度の重症化の防止を図るため、日頃の口

腔ケアや定期的な口腔衛生管理の重要性並びに口腔機能の向上についての正しい知識につい

て普及啓発を行います。

イ　誤嚥性肺炎の予防や、食べる・飲み込む機能の低下防止を図るため、口腔衛生管理や口・舌

の運動等について普及啓発を行い、生涯にわたり自分の口で食べることを支援していきます。

ウ　高齢者や介護者等への口腔衛生管理に関する助言や指導を行う歯科医療従事者の人材育成

に努めます。

エ　在宅医療・介護の関係者の多職種連携を積極的に支援します。

オ　高齢者施設入所者などを対象に歯科健診を実施し、必要に応じて早期受診の勧奨を行います。

カ　在宅医療・在宅歯科医療に関する地域の情報を把握し、県民へ周知を図ります。

キ　高齢期の口腔機能の維持・向上を図るため、介護施設関係者等への研修を行い、適切に口腔

衛生管理のできる人材の育成に努めます。

ク　在宅療養における口腔衛生管理の維持を図るためクリティカルパスの作成活用等医科歯科

連携の取組を推進します。　

ケ　歯科医師に対し、認知症の人と家族を支えるために必要な基本知識や、医療と介護の重要性

等を習得するための歯科医師認知症対応力向上研修を沖縄県歯科医師会と連携し、引き続き実

施していきます。

（５） 評価目標

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

（１）　市町村（教育委員会含む）

ア　妊婦健診・乳幼児健診にて歯科疾患予防に関する保健指導を実施します。

イ　妊婦歯科健診の実施に努めます。　

ウ　乳幼児健診等を活用して、適切な歯みがき習慣（保護者による仕上げみがきを含む）、規則正

しい食生活の定着、フッ化物応用を推進するとともに、かかりつけ歯科医の推奨に努めます。

エ　「歯と口の健康週間」、「歯科口腔保健啓発月間（歯がんじゅう月間）」等のイベントにおいて、

ライフステージに応じた歯科口腔保健に関する啓発事業の実施に努めます。　　　　　　

オ　学校現場でのフッ化物洗口の実施にあたっては、沖縄県歯科医師会や学校歯科医との連携の

もと、学校関係者の理解を得るための説明会や勉強会を実施するとともに、洗口液の調製につ

いては、学校歯科医の協力を得るなど、学校関係者の負担軽減を図りながら、段階的に取り組み

ます。　

カ　歯科保健医療に関する適切な情報の提供に努めます。

キ　健康増進事業のなかで、歯周病予防に焦点をあてた集団健康教育・重点健康相談事業の充実

を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）　歯科医療等業務関係者

ア　妊娠期の口腔衛生管理の推進に努めます。

イ　個々の成長に合わせた離乳食への取り組みについて歯科からの助言を行います。

ウ　乳幼児及び障がい児(者)の歯科に対応する歯科医療機関の充実を図り、情報発信に努めます。

エ　市町村が行う学校、保育所等におけるフッ化物応用などのむし歯予防の取り組みについて県

と連携し推進します。

オ　歯科健診（学校歯科健診や乳幼児健康診査等）を通じた児童虐待発見に努めます。

カ　「歯と口の健康週間」や「歯科口腔保健啓発月間（歯がんじゅう月間）」等のイベントにおいて、

歯科口腔保健に関する啓発事業の実施に努めます。

キ　歯科疾患予防のための保健指導の実施に努めます。

ク　ホームページでの歯科口腔保健の情報発信に努めます。

ケ　働き盛り世代の歯科健診の充実を図り、全身疾患の予防に努めるよう各事業者や保健担当者

等とともに、啓発活動を継続します。

コ　日常の高齢者との関わりを通じて認知症を早期に発見し、かかりつけ医と連携して対応する

とともに、継続的に認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理及び本人や家族への支援等を実

施します。

サ　沖縄県歯科医師会は､高齢社会に対応した在宅歯科診療体制を整備することによる高齢者の

QOL 向上や歯科口腔保健対策を積極的に推進するため、連携強化に努めます。

（３）　保健等業務関係者

ア　歯科医療等業務関係者と連携を図りつつ、県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に

協力するように努めます。

（４）　事業者

ア　歯科口腔保健に対して関心をもち適切な知識等の情報収集に努めます。

イ　収集した情報をもとに、定期的な歯科健診や健康教育を実施し、労働者が適切な歯科保健行

動がとれるように支援に努めます。

（５）　医療保険者

ア　事業者及び加入者に対し、歯科健診受診の奨励や歯科口腔保健の重要性について啓発を行い

ます。

（６）　学校・教育関係者

ア　児童・生徒が生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、学校歯科保健活動等を通

じ、むし歯や歯周病等の予防に係る歯みがき指導等に取り組みます。

イ　沖縄県歯科医師会と協力し、「歯と口の健康週間」に関する図画・ポスターコンクール等の啓

発事業の実施に努めます。

ウ　むし歯の治療が必要な児童・生徒への受診勧奨と受診等の確認に努めます。　

エ　子どもの頃から適切な食習慣や生活習慣を習得できるよう健康づくり副読本を活用した次

世代の健康教育に努めます。

オ　フッ化物洗口の実施にあたっては、県や市町村と協力し、フッ化物の安全性とその効果につ

いて保護者の理解が得られるよう学校説明会を開催します。チラシ等を配布するなど丁寧な周

知活動に努めるとともに、生徒個人及び保護者の同意のもと実施します。

カ　フッ化物洗口は学校歯科医の助言のもと、学校長が策定する学校保健計画に位置づけた上で、

厚生労働省の「フッ化物洗口ガイドライン」に基づき実施します。

　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、11 月を歯科口腔保健

啓発月間と位置づけ、啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとします。

　また、国が定めた「歯と口の健康週間」（６月４日から10日）においても歯科口腔保健に関する

啓発を行います。

（参考）県民により親しんでもらうため歯科口腔保健啓発月間の名称を公募した結果

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。

第５章　歯科口腔保健推進のための基盤整備

❶　主体ごとに期待される活動❶　主体ごとに期待される活動
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

（１）　市町村（教育委員会含む）

ア　妊婦健診・乳幼児健診にて歯科疾患予防に関する保健指導を実施します。

イ　妊婦歯科健診の実施に努めます。　

ウ　乳幼児健診等を活用して、適切な歯みがき習慣（保護者による仕上げみがきを含む）、規則正

しい食生活の定着、フッ化物応用を推進するとともに、かかりつけ歯科医の推奨に努めます。

エ　「歯と口の健康週間」、「歯科口腔保健啓発月間（歯がんじゅう月間）」等のイベントにおいて、

ライフステージに応じた歯科口腔保健に関する啓発事業の実施に努めます。　　　　　　

オ　学校現場でのフッ化物洗口の実施にあたっては、沖縄県歯科医師会や学校歯科医との連携の

もと、学校関係者の理解を得るための説明会や勉強会を実施するとともに、洗口液の調製につ

いては、学校歯科医の協力を得るなど、学校関係者の負担軽減を図りながら、段階的に取り組み

ます。　

カ　歯科保健医療に関する適切な情報の提供に努めます。

キ　健康増進事業のなかで、歯周病予防に焦点をあてた集団健康教育・重点健康相談事業の充実

を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）　歯科医療等業務関係者

ア　妊娠期の口腔衛生管理の推進に努めます。

イ　個々の成長に合わせた離乳食への取り組みについて歯科からの助言を行います。

ウ　乳幼児及び障がい児(者)の歯科に対応する歯科医療機関の充実を図り、情報発信に努めます。

エ　市町村が行う学校、保育所等におけるフッ化物応用などのむし歯予防の取り組みについて県

と連携し推進します。

オ　歯科健診（学校歯科健診や乳幼児健康診査等）を通じた児童虐待発見に努めます。

カ　「歯と口の健康週間」や「歯科口腔保健啓発月間（歯がんじゅう月間）」等のイベントにおいて、

歯科口腔保健に関する啓発事業の実施に努めます。

キ　歯科疾患予防のための保健指導の実施に努めます。

ク　ホームページでの歯科口腔保健の情報発信に努めます。

ケ　働き盛り世代の歯科健診の充実を図り、全身疾患の予防に努めるよう各事業者や保健担当者

等とともに、啓発活動を継続します。

コ　日常の高齢者との関わりを通じて認知症を早期に発見し、かかりつけ医と連携して対応する

とともに、継続的に認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理及び本人や家族への支援等を実

施します。

サ　沖縄県歯科医師会は､高齢社会に対応した在宅歯科診療体制を整備することによる高齢者の

QOL 向上や歯科口腔保健対策を積極的に推進するため、連携強化に努めます。

（３）　保健等業務関係者

ア　歯科医療等業務関係者と連携を図りつつ、県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に

協力するように努めます。

（４）　事業者

ア　歯科口腔保健に対して関心をもち適切な知識等の情報収集に努めます。

イ　収集した情報をもとに、定期的な歯科健診や健康教育を実施し、労働者が適切な歯科保健行

動がとれるように支援に努めます。

（５）　医療保険者

ア　事業者及び加入者に対し、歯科健診受診の奨励や歯科口腔保健の重要性について啓発を行い

ます。

（６）　学校・教育関係者

ア　児童・生徒が生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、学校歯科保健活動等を通

じ、むし歯や歯周病等の予防に係る歯みがき指導等に取り組みます。

イ　沖縄県歯科医師会と協力し、「歯と口の健康週間」に関する図画・ポスターコンクール等の啓

発事業の実施に努めます。

ウ　むし歯の治療が必要な児童・生徒への受診勧奨と受診等の確認に努めます。　

エ　子どもの頃から適切な食習慣や生活習慣を習得できるよう健康づくり副読本を活用した次

世代の健康教育に努めます。

オ　フッ化物洗口の実施にあたっては、県や市町村と協力し、フッ化物の安全性とその効果につ

いて保護者の理解が得られるよう学校説明会を開催します。チラシ等を配布するなど丁寧な周

知活動に努めるとともに、生徒個人及び保護者の同意のもと実施します。

カ　フッ化物洗口は学校歯科医の助言のもと、学校長が策定する学校保健計画に位置づけた上で、

厚生労働省の「フッ化物洗口ガイドライン」に基づき実施します。

　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、11 月を歯科口腔保健

啓発月間と位置づけ、啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとします。

　また、国が定めた「歯と口の健康週間」（６月４日から10日）においても歯科口腔保健に関する

啓発を行います。

（参考）県民により親しんでもらうため歯科口腔保健啓発月間の名称を公募した結果

は～

に決定

令和元年11月17日のイベントにて

「歯がんじゅう月間」

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。

❷　歯科口腔保健の普及啓発❷　歯科口腔保健の普及啓発
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

（１）　歯科医師

　平成28年の歯科医師数は858人で、人口10万人当たりでは59.6人となり、全国値82.4人を下

回っていることから、県民のニーズに対応するため、医療機関及び各種施設における歯科医療

従事者の実態把握に努めるとともに、関係団体と連携を図りながら、人材の確保及び資質の向

上に取り組みます。

　そのうち、次の施策については、個別の取り組みとして推進します。

　【在宅歯科医療】

　高齢者の在宅歯科治療においては、誤嚥性肺炎を防ぐために口腔機能の維持、改善に係る総

合的かつ専門的な知識の習得が必要であることから、沖縄県歯科医師会及び関係機関の協力の

もと、かかりつけ歯科医を対象とした研修会の実施など、在宅歯科医療に対応する人材育成の

取り組みを支援します。

　【がん医療との連携】

　がん患者の口腔ケアを充実させ、口腔合併症を予防・軽減するため、口腔機能管理体制及び

地域で継続した口腔ケアを受けられる体制整備のため、専門的な人材育成の取り組みを支援し

ます。

　【離島・へき地医療との連携促進】

　離島・へき地診療所については、歯科診療所の開設者の取り組み状況やニーズを踏まえ、歯

科医師の確保に向けた取り組みを支援します。

　【その他の連携】

　最新の歯科技術及び知識を習得するため、沖縄県歯科医師会と連携しながら、実習を含めた

研修の実施を支援し、歯科医療従事者の技術向上を図ります。

　また、脳卒中、糖尿病、精神疾患、災害救急、へき地、周産期及び小児医療における歯科医療に

ついては、沖縄県歯科医師会等の関係団体及び医療機関と連携しながら、専門的な資格取得の

取り組みを支援します。

（２）　歯科衛生士及び歯科技工士

　平成28年の就業歯科衛生士数は1,118人で人口10万人当たりでは77.7人となり、全国値97.6

人を下回っており、全県的に慢性的な歯科衛生士不足となっています。

　また、平成28年の就業歯科技工士数は250人で、人口10万人当たりでは17.4人となり、全国値

27.3人を下回っていることから、県民のニーズに対応するため、医療機関及び各種施設におけ

る歯科医療従事者の実態を把握し、関係団体と連携を図りながら、人材の確保及び資質の向上

に努めます。

　そのうち、次の施策については、個別の取り組みとして推進します。

　【北部及び離島地域における歯科衛生士の確保】

　沖縄県歯科医師会と連携･協力しながら、北部及び離島地域における歯科衛生士の確保に取

り組みます。

　【在宅歯科医療提供体制の整備】

　高齢者の在宅歯科治療においては、誤嚥性肺炎を防ぐために口腔機能の維持、改善に係る総

合的かつ専門的な知識の習得が必要であることから、関係機関の協力のもと、歯科衛生士等を

対象とした研修会の実施など、在宅歯科医療に対応する人材育成の取り組みを支援します。

（１）　がん医療、その他周術期（手術前後）における医科歯科連携の推進

　がん患者等が必要とする口腔管理及び医療機関の連携体制がとられるよう環境を整備しま

す。

（２）　その他、全身麻酔を伴う歯科治療における医科歯科連携の推進

　小児や障がい児（者）、局所麻酔のアレルギーなど様々な理由により通常の歯科治療が困難な

場合に、全身麻酔で安全に歯科治療ができるように、医科歯科の連携体制を整備します。

（３）　糖尿病における医科歯科連携の推進

　かかりつけ歯科医とかかりつけ医との医療連携により、糖尿病の早期発見や重症化予防など

の取り組みが円滑に行われるよう医科歯科の連携体制を支援します。

（４）　脳卒中における院内又は院外歯科医師等との連携による口腔管理の実施

　口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く指摘さ

れていることから、入院患者や在宅等で療養を行う患者に対する院内又は院外の歯科医師等と

の連携による口腔管理の実施を促進します。

（１）　災害時の歯科保健医療提供体制の整備

　災害時において迅速に歯科保健指導や歯科医療サービスが提供できる体制の整備を推進す

るとともに、対応できる人材の確保に努めます。

（２） 災害時の歯科医療救護活動の円滑な実施

　平成31年２月４日に県と沖縄県歯科医師会が締結した「災害時の歯科医療救護活動に関する

協定」に基づき、歯科医療救護活動の要請があった場合には、歯科医療救護班を編成し、歯科医

療救護活動が円滑に実施できるよう努めます。

　また、大規模な災害が発生した場合には、災害医療関係機関と連携して沖縄県災害医療コー

ディネーターを軸に医療救護活動を迅速に実施できるよう努めます。

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。

❸　歯科口腔保健を支える人材の確保・育成❸　歯科口腔保健を支える人材の確保・育成
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

（１）　歯科医師

　平成28年の歯科医師数は858人で、人口10万人当たりでは59.6人となり、全国値82.4人を下

回っていることから、県民のニーズに対応するため、医療機関及び各種施設における歯科医療

従事者の実態把握に努めるとともに、関係団体と連携を図りながら、人材の確保及び資質の向

上に取り組みます。

　そのうち、次の施策については、個別の取り組みとして推進します。

　【在宅歯科医療】

　高齢者の在宅歯科治療においては、誤嚥性肺炎を防ぐために口腔機能の維持、改善に係る総

合的かつ専門的な知識の習得が必要であることから、沖縄県歯科医師会及び関係機関の協力の

もと、かかりつけ歯科医を対象とした研修会の実施など、在宅歯科医療に対応する人材育成の

取り組みを支援します。

　【がん医療との連携】

　がん患者の口腔ケアを充実させ、口腔合併症を予防・軽減するため、口腔機能管理体制及び

地域で継続した口腔ケアを受けられる体制整備のため、専門的な人材育成の取り組みを支援し

ます。

　【離島・へき地医療との連携促進】

　離島・へき地診療所については、歯科診療所の開設者の取り組み状況やニーズを踏まえ、歯

科医師の確保に向けた取り組みを支援します。

　【その他の連携】

　最新の歯科技術及び知識を習得するため、沖縄県歯科医師会と連携しながら、実習を含めた

研修の実施を支援し、歯科医療従事者の技術向上を図ります。

　また、脳卒中、糖尿病、精神疾患、災害救急、へき地、周産期及び小児医療における歯科医療に

ついては、沖縄県歯科医師会等の関係団体及び医療機関と連携しながら、専門的な資格取得の

取り組みを支援します。

（２）　歯科衛生士及び歯科技工士

　平成28年の就業歯科衛生士数は1,118人で人口10万人当たりでは77.7人となり、全国値97.6

人を下回っており、全県的に慢性的な歯科衛生士不足となっています。

　また、平成28年の就業歯科技工士数は250人で、人口10万人当たりでは17.4人となり、全国値

27.3人を下回っていることから、県民のニーズに対応するため、医療機関及び各種施設におけ

る歯科医療従事者の実態を把握し、関係団体と連携を図りながら、人材の確保及び資質の向上

に努めます。

　そのうち、次の施策については、個別の取り組みとして推進します。

　【北部及び離島地域における歯科衛生士の確保】

　沖縄県歯科医師会と連携･協力しながら、北部及び離島地域における歯科衛生士の確保に取

り組みます。

　【在宅歯科医療提供体制の整備】

　高齢者の在宅歯科治療においては、誤嚥性肺炎を防ぐために口腔機能の維持、改善に係る総

合的かつ専門的な知識の習得が必要であることから、関係機関の協力のもと、歯科衛生士等を

対象とした研修会の実施など、在宅歯科医療に対応する人材育成の取り組みを支援します。

（１）　がん医療、その他周術期（手術前後）における医科歯科連携の推進

　がん患者等が必要とする口腔管理及び医療機関の連携体制がとられるよう環境を整備しま

す。

（２）　その他、全身麻酔を伴う歯科治療における医科歯科連携の推進

　小児や障がい児（者）、局所麻酔のアレルギーなど様々な理由により通常の歯科治療が困難な

場合に、全身麻酔で安全に歯科治療ができるように、医科歯科の連携体制を整備します。

（３）　糖尿病における医科歯科連携の推進

　かかりつけ歯科医とかかりつけ医との医療連携により、糖尿病の早期発見や重症化予防など

の取り組みが円滑に行われるよう医科歯科の連携体制を支援します。

（４）　脳卒中における院内又は院外歯科医師等との連携による口腔管理の実施

　口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く指摘さ

れていることから、入院患者や在宅等で療養を行う患者に対する院内又は院外の歯科医師等と

の連携による口腔管理の実施を促進します。

（１）　災害時の歯科保健医療提供体制の整備

　災害時において迅速に歯科保健指導や歯科医療サービスが提供できる体制の整備を推進す

るとともに、対応できる人材の確保に努めます。

（２） 災害時の歯科医療救護活動の円滑な実施

　平成31年２月４日に県と沖縄県歯科医師会が締結した「災害時の歯科医療救護活動に関する

協定」に基づき、歯科医療救護活動の要請があった場合には、歯科医療救護班を編成し、歯科医

療救護活動が円滑に実施できるよう努めます。

　また、大規模な災害が発生した場合には、災害医療関係機関と連携して沖縄県災害医療コー

ディネーターを軸に医療救護活動を迅速に実施できるよう努めます。

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。

❹　医科歯科連携の推進❹　医科歯科連携の推進

❺　災害時の歯科保健医療活動❺　災害時の歯科保健医療活動
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。
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（２） 現状と課題

ア　80 歳で自分の歯を 20 歯以上保有する者の割合は、平成 28 年度は 39.7％と平成 23 年度の

19.1％より改善傾向にありますが、全国の 51．2％と比べると 11.5 ポイント少ない状況です。

（図 14）

イ　適切な口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く

指摘されています。

ウ　歯の喪失の放置により、咀嚼力が低下するだけでなく、噛み合わせにも影響するため、義歯な

どで機能回復を図るとともに、更なる歯の喪失リスクを減らすことが必要となります。

エ　義歯の調整や口腔機能の維持のためにも、定期的にかかりつけ歯科医で口腔衛生管理等を受

けることが必要です。                                             　　　　　　

（３） 県民の取り組み

ア　フッ化物配合歯みがき剤の使用や歯間部清掃器具を用いた口腔清掃を行い、むし歯や歯周病

の進行防止に努めます。 

イ　歯と口の健康が全身の健康につながっていることについて理解を深めます。

ウ　かかりつけ歯科医で少なくとも年に１回は歯科健診を受け、義歯の調整及び歯石の除去や歯

根面むし歯の予防にフッ化物を応用するなど予防処置を受けるよう努めます。

エ　65 歳以上の高齢者においては、市町村が実施する一般介護予防事業等に積極的に参加し、口

腔機能の低下によるオーラルフレイルの予防に努めます。

（４） 県の取組方針

ア　歯を失う２大疾患は「むし歯」と「歯周病」であるため、今後も引き続き、ライフステージに応

じたむし歯予防対策及び歯周病予防対策を推進していきます。セルフケアのみならず、かかり

つけ歯科医におけるプロフェッショナルケアをあわせて推進します。

イ　ホームページやリーフレットを活用して歯根面むし歯の予防のためのフッ化物の適切な利

用について周知します。

ウ　口腔と全身との関係に関する講演会を開催するなど、口腔内を清潔に保つことが、歯と口の

健康だけでなく全身の健康に寄与することを啓発していきます。

エ　口腔機能の向上や口腔衛生管理に必要な専門的知識の向上を目指して、多職種間での勉強会

や情報交換をする等、連携を強化する基盤づくりを進められるよう支援していきます。

オ　歯を喪失した場合でも放置することなく、咀嚼等口腔機能の維持・改善を図ることが重要で

あることを周知し、口腔衛生管理を推進していきます。

カ　口腔機能の低下によるオーラルフレイルや誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、口腔ケアの

知識や義歯の正しい手入れ方法の普及啓発、定期的な歯科健診の必要性について周知するとと

もに、後期高齢者を対象に市町村が実施する歯科健診事業を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５） 評価目標

　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例

平 成 31 年 ３ 月 29 日
沖 縄 県 条 例 第 12 号

くう

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。
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　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。
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　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。
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　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。

　（目的）

第１条　県は、沖縄県における歯科口腔保健の推進に関する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、

沖縄県歯科口腔保健推進協議会（以下「協議会」という。）を設置　する。

　（意見聴取等事項）

第２条　県は、第３条の協議会の構成員となる者から次に掲げる事項に関する意見を聴取する。

(１) 県民の生涯にわたる歯科口腔保健の推進に関すること

(２) 沖縄県歯科口腔保健推進計画の推進に関すること

(３) 8020 運動推進に関すること

(４) その他歯科口腔保健の推進に必要な事項に関すること

　（構成員）

第３条　協議会の構成員は、別紙の歯科口腔保健の推進に関係する団体等の代表者で構成し、25

人以内とする。

　（会長）

第４条　協議会には会長を置き、保健医療部保健衛生統括監がこれにあたる。　

　（協議会の招集）

第５条　協議会は、必要に応じて会長が招集する。 

　（議事進行）

第６条　協議会の議事進行は、会長が行う。

２　前項の規定にかかわらず、会長は、協議会の議事進行を担当する者を指名し、当該者に議事

進行を行わせることができる。

　（関係者の出席）

第７条　会長は、必要に応じて構成員以外の者の協議会への出席を求め、意見を聞くことができる。

　（庶務）

第８条　協議会の運営に係る庶務は、保健医療部健康長寿課において処理する。　

　（補則）

第９条　この要綱に定めるほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、保健衛生統括監が別に定

める。

附則

　この要綱は令和元年８月 28 日から施行する。

沖縄県歯科口腔保健推進協議会設置要綱
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　（目的）

第１条　この条例は、歯科口腔保健（歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。以下同じ。）

の推進に関し､基本理念を定め､県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し､もって県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。

　（基本理念）

第２条　歯科口腔保健の推進は、日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の

保持に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民がその重要性について関心と理解を深め、

生涯にわたって主体的に歯科疾患の予防に取り組むとともに、適切かつ効果的な歯科に係る検

診、保健指導及び歯科医療を受けることができる環境の整備を図ることを旨として、行わなけ

ればならない。

　（県の責務）

第３条　県は、前条に定める基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し､及び実施する責務を有する。

２　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村並びに歯科医療等業務

関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に

従事する者（第 6 条第 4 号において｢歯科医療等業務従事者｣という。）及びこれらの者で構成さ

れる団体をいう。以下同じ。）並びに保健等業務関係者（保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、

労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者（同号において｢保健等業務従事者｣と

いう。）及びこれらの者で構成される団体をいう。次条において同じ。）との連携及び協力を行

うものとする。

３　県は、市町村、事業者（労働安全衛生法、（昭和 47 年法律第 57 号）第 2 条第 3 号に規定す

る事業者をいう。次条第3項において同じ。）及び医療保険者（介護保険法（平成9年法律第123号）

第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。次条第 4 項において同じ。）が行う歯科口腔保健に

関する取組を効果的に推進するため､情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

　（歯科医療等業務関係者等の責務）

第４条　歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に資するよう、保

健等業務関係者との緊密な連携を図りつつ、歯科医療及び歯科保健指導を提供するとともに、

県が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　保健等業務関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等業務関係者との連携を図りつつ､県が

実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３　事業者は、基本理念にのっとり、その使用する労働者の歯科検診等（歯科に係る検診及び歯

科保健指導をいう。次項及び第 6 条第 3 号において同じ。）を受ける機会の確保その他の歯科口

腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

４　医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科検診等を受ける機会

の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、歯科疾患の予防及び口腔の機能を生涯にわたって維持することの重要性につい

て関心と理解を深めるとともに、自ら歯科口腔保健に努めるものとする。

２　保護者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条に規定する保護者をいう。）は、その

監護する児童の歯科口腔保健に努めるものとする。

　（基本的施策）

第６条　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）第 7 条から第 9 条ま

でに定めるもののほか、次に掲げる基本的な施策を講ずるものとする。

(1)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患の予防推進

に必要な施策

(2)　乳児期から高齢期までの各段階に応じた口腔の機能の発達、維持及び向上を図るために必

要な施策

(3)　離島及びへき地における地域の実情に応じた歯科検診等及び歯科医療の確保に必要な施策

(4)　歯科医療等業務従事者及び歯科口腔保健を担う保健等業務従業者の資質の向上のために必

要な施策

　（歯科口腔保健推進計画の策定等）

第７条　知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推

進に関する計画（以下この条において｢歯科口腔保健推進計画｣という。）を定めるものとする。

２　歯科口腔保健推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律 13 条第 1 項に規定する基本的事

項として、次に掲げる次項について定めるものとする。

(1)　歯科口腔保健の推進に関する総合的な方針及び目標

(2)　前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な歯科口腔保健の推進に関する施策

(3)　前 2 号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に実施するために

必要な事項

３　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、広く県民、歯科医療等業務関係者、

有識者等の意見を聴取するものとする。

４　知事は、歯科口腔保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前 2 項の規定は、歯科口腔保健推進計画の変更について準用する。

６　知事は、毎年度、歯科口腔保健推進計画に基づき実施した施策の実施状況その他歯科口腔保

健に関する事項を公表するものとする。

　（実態調査）

第８条　県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定に必要な調査を行うものとする。

　（歯科口腔保健啓発月間）

第９条　県民の間に広く歯科口腔保健の推進についての関心と理解を深めるため、歯科口腔保健

啓発月間を設ける。

２　歯科口腔保健啓発月間は、11 月とする。

３　県は、歯科口腔保健啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

　（財政上の措置）

第 10 条　県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、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、公布の日から施行する。

令和元年度 沖縄県歯科口腔保健推進協議会構成団体等

所　　　　　　属
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（一社）沖縄県歯科医師会

（一社）沖縄県医師会

琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座

沖縄県歯科衛生士会

（公社）沖縄県看護協会

（公社）沖縄県栄養士会

（一社）沖縄県婦人連合会

沖縄県食生活改善推進員連絡協議会

沖縄県身体障害者福祉協会

（一社）沖縄県介護支援専門員協会

（一社）沖縄県 PTA 連合会

沖縄県保育協議会

沖縄県市長会

沖縄県町村会

沖縄県商工会議所連合会

（一社）沖縄県経営者協会

全国健康保険協会沖縄支部

沖縄県教職員組合

沖縄県教育庁保健体育課

沖縄県子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課

沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課

沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課

沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課

沖縄県保健医療部地域保健課

沖縄県保健医療部健康長寿課  






