
妊娠期 乳幼児期 学齢期 成人期 高齢期 支援が必要な方

令和3年度沖縄県の歯科保健医療対策の実施状況概要

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

○妊娠期の歯とお口のケア
普及啓発：親子健康手帳交付時
配布リーフレットを作成、市町村
での活用促進

〇親子で歯っぴ～プロジェ
クト（5歳児版）(R3-R7)：
⑴就学時健診（5歳児）での歯科
保健指導内容の標準化の推進
⑵３モデル市（名護市、豊見城
市、糸満市）での取組。
⑶検討評価委員会、作業部会の
開催

○永久歯むし歯予防推進：
⑴フッ化物洗口に関する研修会の
開催
⑵フッ化物洗口啓発

○タブレット活用オンライ
ン口腔保健指導モデル事
業：(1)働き盛り世代を対象にタ

ブレットを活用したオンラインに
よる口腔保健指導事業を実施
(2)タブレット（Doチェック）歯
科健診の啓発

○心身障害児(者)歯科診療事
業：障害児者の歯科治療及び関連
事業費補助

○心身障害児(者)歯科診療拡
充事業：診療体制拡充のための事
業費補助

○障害者歯科医療体制整備
事業：身近な地域で安全で負担の
少ない歯科治療を受けられるため
の体制整備にかかる補助

【歯科口腔保健を支える人材の確保・育成】
○歯科医療従事者技術向上支援事業：歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士が高度な歯科技術や知識習得のための研修
○沖縄県北部及び離島地域の歯科衛生士確保事業：歯科衛生士不足地域での就業を条件に奨学金相当額を補助し、歯科衛生士を確保する事業

○かかりつけ歯科医推進事業：⑴歯科医療関係者向け研修会の
開催
⑵県民への歯科口腔保健普及啓発
⑶糖尿病と歯周病の関連の普及啓発
(4)既存ポスターリーフレットの活用促進

○出前・歯と口の健康講座
事業：⑴地域子育て支援セン
ター(親子対象)及び児童養護施設
での健康講座へ講師派遣
⑵デンタルフロス、歯間ブラシ使
用推進

○出前・歯と口の健康講座
事業：【再掲】

【普及啓発】○歯と口の健康週間（６月４日～10日）普及啓発：歯と口の健康週間（６月４日～10日）普及啓発：
○歯と口の健康週間(６月４日～10日)普及啓発：歯と口の健康に関する正しい知識の普及と歯科疾患の早期発見について周知
○歯科口腔保健推進月間（歯がんじゅう月間：11月）啓発事業：⑴県民へ歯科口腔保健の重要性についての普及啓発
⑵歯がんじゅう月間についての周知

【その他：歯科保健に関連する調査】
○市町村歯科保健対策実施状況調査：県内市町村の歯科保健対策の実施状況について把握し、沖縄県歯科口腔保健推進計画の進捗状況の把握や今後の歯科保健施策を検討する基礎資料とするための調査

○食育推進等口腔機能維持向上事業：食育推進等口腔機能維持
向上にかかる研修会の開催

○食育推進等口腔機能維持
向上事業：【再掲】

○障害者歯科医師等派遣事
業：口腔保健医療センターへ歯
科医師等の派遣歯科医師に係る報
償費等の支出。

【医科歯科連携の推進】
○かかりつけ歯科医推進事業：【再掲】【再掲】

○認知症地域医療支援事
業：歯科医師の認知症対応力向上
に関する研修会の開催



沖縄県歯科保健医療対策の実施状況詳細(事業実績等)

令和３年度実績 令和４年度計画 所管課
19の機関・団体から構成される協議会を令和３年９月にかけて書面
にて開催し、歯科口腔保健事業に関する意見聴取を行った。あわせ
て普及啓発への協力を得た。

令和４年７月から８月にかけて開催予定。歯科口
腔保健事業に関する意見聴取及び普及啓発への協
力依頼。

保健医療部
健康長寿課

＜ライフステージ別の歯科口腔保健＞
事業名 補助先・委託先 事業内容 令和３年度実績 令和４年度計画 所管課

妊娠期
妊娠期の歯とお口の
ケア普及啓発

－
親子健康手帳交付時配布リーフレッ
トを作成し、市町村での活用促進。

当該リーフレットの活用を希望する市町村、団体等へ11,730部配布
した。

当該リーフレットの活用を希望する市町村、団体
等へ配布。

保健医療部
健康長寿課

親子で歯っぴ～プロ
ジェクト（5歳児
版）(R3-R7)

(公社)沖縄県小児保
健協会（委託）

⑴就学時健診（５歳児）での歯科保
健指導内容の標準化の推進。
⑵３モデル市（名護市、豊見城市、
糸満市）での取組。
⑶検討評価委員会、作業部会の開
催。

⑴就学時健診で歯科保健指導内容を標準化するため、統一した保護
者説明用資料配布：3,000部
⑵モデル市へ歯っぴ～ケアグッズ配布：2,064セット
・就学時健診時での保護者と小１～小４の児童及び保護者へアン
ケート調査実施：回答16,776件
⑶検討評価委員会開催：２回
・作業部会開催６回

⑴就学時健診で歯科保健指導内容を標準化するた
め、統一した保護者説明用資料配布。
⑵モデル市へ歯っぴ～ケアグッズ配布及び歯科保
健学習用資料（小１用）の作成、配布。
⑶検討評価委員会、作業部会の開催。

保健医療部
健康長寿課

出前・歯と口の健康
講座事業

沖縄県歯科衛生士会
（委託）

⑴地域子育て支援センター(親子対
象)及び児童養護施設等での健康講座
へ講師派遣。
⑵デンタルフロス、歯間ブラシ使用
推進。

⑴10カ所の地域子育て支援センター及び２カ所の児童養護施設での
健康講座へ講師を派遣
⑵デンタルフロスや歯間ブラシの具体的な使用方法に関するリーフ
レット配布：3,810部

⑴地域子育て支援センターと児童養護施設での健
康講座等に講師を派遣。
⑵デンタルフロスや歯間ブラシの具体的な使用方
法に関するリーフレット配布。

保健医療部
健康長寿課

食育推進等口腔機能
維持向上事業

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

食育推進等口腔機能維持向上にかか
る研修会の開催。

食育推進等口腔機能維持向上にかかる研修会の開催：１回（Web） （調整中）
保健医療部
健康長寿課

学齢期
永久歯むし歯予防推
進事業

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

⑴フッ化物洗口に関する研修会の開
催。
⑵フッ化物洗口の啓発。

⑴フッ化部洗口マニュアルに関する研修会の開催：１回（Web）
⑵フッ化物洗口啓発用動画「フッ化ぶつ ぶくぶく うがいの歌」
Yutube配信及びDVD作成：500枚

(１)フッ化物洗口に関する研修会の開催。
(２)フッ化物洗口啓発用動画の活用促進。

保健医療部
健康長寿課

タブレット活用オン
ライン口腔保健指導
モデル事業

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

(1)働き盛り世代を対象にタブレット
を活用したオンラインによる口腔保
健指導事業の実施
(2)タブレット（Doチェック）歯科健
診の啓発

(1)２ヵ所の事業所の職員27人に対し、モデル的にタブレットを活
用してオンラインにて口腔保健指導を行った。
(2)Doチェック歯科健診の周知・募集用のチラシ作成：1,000部

(1)事業所職員に対し、タブレットを活用してオ
ンラインにて口腔保健指導。
(2)Doチェック歯科健診の周知・募集用のチラシ
配布。

保健医療部
健康長寿課

沖縄県歯科口腔保健推進協議会

内容
沖縄県の歯科口腔保健施策を総合的かつ計画的に推進し、
県民の健康の保持増進に寄与することを目的として、施策
の策定、推進方策等を検討するため関係機関・団体で構成

乳幼児期



かかりつけ歯科医推
進事業

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

⑴歯科医療関係者向け研修会の開
催。
⑵県民への歯科口腔保健普及啓発。
⑶糖尿病と歯周病の関連の普及啓
発。
(4)既存ポスターリーフレットの活用
促進。

⑴歯科医療関係者向けに糖尿病と歯周病に関する研修会の開催：１
回（Web）
⑵コロナ禍における歯と口の健康づくりの一環として、マスク下で
できる健口体操に関する広報物を路線バスへ掲出：路線バス50台
(3)糖尿病と歯周病の関連キャッチコピー募集チラシ：8,000枚、応
募79作品 最優秀賞「え？糖尿病？じゃあ歯医者さんにも行かな
きゃね」
(4)既存ポスター及びリーフレットの追加配布を希望する歯科医院へ
配布：累計13医院

⑴歯科医療関係者向け研修会の開催。
⑵県民への歯科口腔保健普及啓発。
⑶糖尿病と歯周病の関連キャチコピーを活用した
啓発。
(4)既存ポスターリーフレットの活用促進。

保健医療部
健康長寿課

出前・歯と口の健康
講座事業(再掲)

保健医療部
健康長寿課

食育推進等口腔機能
維持向上事業

保健医療部
健康長寿課

かかりつけ歯科医推
進事業

保健医療部
健康長寿課

＜支援が必要な方々への歯科保健医療＞
事業名 補助先・委託先 事業内容 令和３年度実績 令和４年度計画 所管課

心身障害児(者)歯科
診療事業

（一社）沖縄県歯科
医師会（補助）

障害児者の歯科治療及び関連事業費
補助

沖縄県口腔保健医療センターにおいて、延べ5,906人の心身障害児
（者）に歯科治療が行われた。

障害児者に対する歯科治療、検診、保健指導等の
実施。

子ども生活
福祉部障害
福祉課

心身障害児(者)歯科
診療拡充事業

（一社）沖縄県歯科
医師会（補助）

診療体制拡充のための事業費補助
令和3年度は264日の診療が行われ、歯科医師や歯科衛生士等が延べ
2,649人従事した。

障害児者に対する歯科治療、検診、保健指導等の
実施し、北部、離島などの地域にも診療体制の拡
充を図る。

子ども生活
福祉部障害
福祉課

障害者歯科医療体制
整備事業

（一社）沖縄県歯科
医師会（補助）

身近な地域で安全で負担の少ない歯
科治療を受けられるための体制整備
にかかる補助

地域協力医の育成等を目的として、歯科医師や歯科衛生士等を対象
に６回の研修を実施、合計249人が受講した。

歯科医師や歯科衛生士等に対する地域協力医の育
成等を目的とした研修を実施。

子ども生活
福祉部障害
福祉課

障害者歯科医師等派
遣事業

（一社）沖縄県歯科
医師会

口腔保健医療センターへ歯科医師等
の派遣歯科医師に係る報償費等の支
出。

令和3年度は患者数21名、延べ23件の治療が実施された。
地域の医療体制では治療が難しい障害児者に対
し、県外から専門医を派遣し、専門的な治療を実
施。

子ども生活
福祉部障害
福祉課

認知症地域医療支援
事業

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

【歯科医師認知症対応向上研修】
高齢者が受診する医師に対し、認知
症本人とその家族を支えるために必
要な基本知識や、医療と介護の連携
の重要性等を修得するための研修を
開催

研修開催日：令和4年1月23日(日）
県内で勤務する歯科医師及び歯科医療従事者を対象にオンライン
（ZOOM)で研修を開催。
令和３年度の参加者は23名（うち8名は再受講者）であった。

（調整中）

子ども生活
福祉部高齢
者福祉介護
課

成人期

再掲

再掲

再掲
高齢期

障がい児(者)



要介護高齢者・障害
児者口腔ケア推進事
業

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

(1)施設等に入所し歯科保健医療サー
ビスを受けることが困難なものに対
し、歯科健診、スクリーニング等の
実施。
(2)施設職員等に普及啓発及び指導。

実施なし （調整中）
保健医療部
健康長寿課

＜普及啓発週間・月間＞
補助先・委託先 事業内容 令和３年度実績 令和４年度計画 所管課

－
歯と口の健康に関する正しい知識の
普及と歯科疾患の早期発見について
周知。

県広報誌への掲載、パネル展実施やHPでの周知、横断幕の掲揚にて
周知を行った。（健康長寿課及び各保健所）

県広報誌への掲載、パネル展実施やHPでの周
知、横断幕の掲揚にて周知。

保健医療部
健康長寿課

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

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

(1)(2)しっかり噛むことをテーマに噛むことの重要性について、歯
がんじゅう月間についての動画作成：Yutube配信及びDVD作成400
枚
(2)歯がんじゅう月間ポスター作成、配布：2,000枚
・歯がんじゅう月間周知POP作成、配布：2,000枚
・ロッテキシリトール入りガム購入者対象のキャンペーン
・琉球放送番組内にて歯がんじゅう月間のPR：120秒

（調整中）
保健医療部
健康長寿課

＜歯科口腔保健を支える人材の確保・育成＞
補助先・委託先 事業内容 令和３年度実績 令和４年度計画 所管課

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
が高度な歯科技術や知識習得のため
の研修

・歯科医師向け研修会１回開催（参加者71名）
・歯科衛生士向け研修会２回開催（参加者208名）
・歯科技工士向け研修会１回開催（参加者96名）
・在宅歯科人材育成支援事業研修会１回開催（参加者156名）
・歯科衛生士復職支援事業研修会３回開催（参加者13名）

・歯科医師向け研修会１回
・歯科衛生士向け研修会２回
・歯科技工士向け研修会１回
・在宅歯科人材育成支援事業研修会２回
・歯科衛生士復職支援事業研修会１回

保健医療部
医療政策課

(一社)沖縄県歯科医
師会（委託）

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

歯科衛生士不足地域において歯科衛生士13名を確保した（北部地区
４名、宮古地区７名、八重山地区２名）

歯科衛生士不足地域において歯科衛生士12名を確
保する（北部地区５名、宮古地区７名）

保健医療部
医療政策課

＜医科歯科連携の推進＞
補助先・委託先 事業内容 令和３年度実績 令和４年度計画 所管課

保健医療部
健康長寿課

＜その他：歯科保健に関連する調査＞
補助先・委託先 事業内容 令和３年度実績 令和４年度計画 所管課

かかりつけ歯科医推進事業

沖縄県北部及び離島地域の歯科衛生
士確保事業

調査名

週間・月間啓発事業

歯と口の健康週間普及啓発

歯科口腔保健推進月間（歯がんじゅ
う月間）啓発事業

事業名

歯科医療従事者技術向上支援事業

事業名

再掲



－

県内市町村の歯科保健対策の実施状
況について把握し、沖縄県歯科口腔
保健推進計画の進捗状況の把握や今
後の歯科保健施策を検討する基礎資
料とするための調査。

令和３年10月に調査実施。全41市町村から回答。 令和４年10月頃に調査実施予定。
保健医療部
健康長寿課

市町村歯科保健対策実施状況調査


