
平成 30年度 

宮崎県の歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況 
 

ライフステージに応じた歯科保健対策の推進            
【乳幼児期・学齢期】 

 

１ むし歯予防対策事業 

フッ化物応用や健康教育を行うことにより、乳歯及び永久歯のむし歯を予防し、県

内の歯科保健対策の推進を図っています。 

 

（１）市町村むし歯予防事業補助金 

平成27年度より下記の2事業に取り組む市町村に対し、1施設1回限りの補 

助を行う。  

・歯科保健推進協議会設置事業  

・保育所、幼稚園等むし歯予防事業（フッ化物洗口）  

＜実績＞宮崎市、串間市、都城市、三股町、高原町、延岡市 

（２）フッ化物応用普及啓発事業  

ア）フッ化物応用に関する研修会の実施（宮崎県歯科医師会委託） 

＜実績＞開催日程：平成31年２月９日（土） 

場 所：宮崎県歯科医師会館 

内 容：むし歯予防対策研修会 

参加者：41名 

イ）フッ化物洗口実施マニュアル検討会の開催 

＜実績＞開催日程：平成31年３月22日（土） 

場 所：宮崎県庁 

ウ）フッ化物応用普及啓発 DVDの作成 

 

２ フッ化物洗口技術支援事業 

フッ化物洗口推進にかかる技術的専門的支援のため、市町村や学校等へ歯科医師・

歯科衛生士を派遣しています。 

＜実績＞１回（高原町） 

 

【成人期（妊娠期を含む）・高齢期】 

 

１ 事業所等への定期歯科健診推進事業 

定期歯科健診を実施する事業所を増加させ、県民が定期歯科健診を受診できる機 

会を増やすため研修会を開催しています。 

＜実績＞開催日程：平成 31年２月18日（月） 

場  所：宮崎県健康づくり協会大研修室 

内  容：「第18回健康セミナー」 



２ 妊産婦における歯科保健対策事業 

（１）妊婦歯科健診を行う市町村への補助 

 ＜実績＞宮崎市、延岡市、国富町、綾町、西米良村、木城町、日之影町、高千穂町、

五ヶ瀬町 

 

（２）産科医療機関等の従事者への歯科保健指導の研修 

 ＜実績＞実施回数：14回、参加者：140名 

 

支援が必要な方への歯科保健の推進              
 

１ 障がい児者歯科専門医育成事業 

障がい児者等が安心して歯科保健医療サービスを受けることができるよう、宮崎 

歯科福祉センターと連携して地域で障がい児者歯科診療を担う協力歯科医師等を養 

成し、歯科保健医療体制の整備を図っています。 

 

（１）障がい児者歯科保健医療専門医育成事業   

宮崎歯科福祉センターにおいて、障がい児者歯科診療を担う歯科麻酔医等の専 

門医を育成するための経費の一部を助成しています。 

 

（２）協力歯科医師、歯科衛生士養成事業（宮崎県歯科医師会委託） 

開催日 
受講者人数 

受講者所属 
歯科医師 歯科衛生士 

平成30年 

12月8日 
19名 4名 宮崎、都城、延岡、西都、小林、日南 

平成30年 

12月9日 
15名 4名 宮崎、都城、延岡、西都、小林、日南 

  県内の協力歯科医師数：67名（平成31年2月現在） 

 

２ 介護施設障がい児者施設等における口腔ケア等指導研修事業 

入所者等へ口腔ケアを行うとともに、施設職員への口腔ケア指導を行っています。 

＜実績＞実施回数：24回、参加人数313名  

 

３ 在宅歯科医療推進事業 

高齢期・寝たきり者・障がい児者等に対する在宅歯科医療に普及向上に資するた 

め、在宅歯科診療に取り組む歯科医療機関に対して、在宅歯科医療機器等の設備整 

備や人材育成の研修会を行う等、県内全域における在宅歯科医療提供体制の充実を 

図っています。 

（１）在宅歯科医療推進設備整備事業 

在宅歯科診療に必要な医療機器：（ポータブルユニット、給水吸引ブラシ、歯 

科用ポータブルX線装置、嚥下内視鏡等）への補助 

＜実績＞補助施設数：20施設 



（２）在宅歯科医療人材育成事業（宮崎県歯科医師会委託） 

     在宅歯科診療に携わる人材の育成、介護・医療従事者等の多職種向けに研修 

会を行っています。 

開催日 場所 
受講者人数 

歯科関係者 介護職関係者 

平成30年 

10月21日 
宮崎県歯科医師会館 60名 54名 

平成30年 

12月16日 
宮崎県歯科医師会館 104名 － 

（３）県民に対する周知啓発 

  いい歯の日キャンペーン（後述）等での普及啓発 

 

医科歯科連携を推進するために必要な体制の整備      
 

１ がん治療における医科歯科連携事業 

がん治療連携拠点病院等と歯科の連携を図り、手術後の口腔ケアやう蝕・歯周病 

などの歯科治療をおこなうことにより、がん患者の QOL向上や効果的ながん治療の 

体制整備を行っています。 

 

（１）研修会の実施 （宮崎県歯科医師会委託） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連携会議、ケース検討会 

がん拠点病院を中心に、県内各地域の医療機関の医師や看護師等、県歯科医師 

会理事等と連携会議を実施し、事例をあげて効果的なケアの実施について検討して

います。 

＜実績＞ 開催日：平成30年6月9日（土） 

場 所：宮崎県歯科医師会館 

参加者：13名  

 

（３）調整窓口の設置 

県内4地区（宮崎、日南、延岡、都城）に調整窓口を設置し、歯科衛生士を配 

置しています。 

 

開催日 場所 内容 受講者人数 

平成30年 

12月23日 
宮崎県歯科医師会館 周術期口腔ケア実習コース 26名 

平成31年 

1月19日 
宮崎県歯科医師会館 周術期口腔管理研修会 53名 

平成31年 

2月16日 
宮崎県歯科医師会館 

がん周術期口腔機能管理 

研修会 
39名 



総合的な歯科保健対策の推進               
 

１ 歯科口腔保健推進強化事業 

「宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」及び「第２期宮崎県歯科保健推進計画」 

に基づき、８０２０運動の積極的な普及啓発、および具体的な施策の普及を行っ 

ています。また、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進することに 

より、県民の皆様の保持増進に寄与することを目的とし歯・口腔の健康づくりの 

推進強化を図っています。 

（１） ８０２０運動推進強化事業  

ア）ライフステージに応じた歯科保健対策事業 

ライフステージごとの特性を踏まえた歯科保健対策の推進、定期歯科健診の普及

を図っています。 

 妊産婦における歯科保健対策事業 補助金（再掲） 

 妊産婦における歯科保健対策事業 研修会（再掲） 

 フッ化物洗口技術支援事業（再掲） 

 事業所への定期歯科健診推進事業（再掲） 

 介護施設、障がい児者施設等における口腔ケア等指導研修事業（再掲） 

イ）歯科保健対策推進体制強化事業 

 歯科保健推進協議会の開催 

県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的に協議して

います。＜実績＞平成31年２月15日 

 歯科専門職種の資質向上事業（宮崎県歯科医師会委託） 

歯科保健医療サービスを円滑に提供するため歯科医師、歯科衛生士等の歯科 

専門職種を対象に研修会を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指導者向け研修会 

本県の歯科保健活動の一層の向上を図るため、歯科保健指導者を対象とする

研修会を開催しています。 

開催日 内容 参加者数 

平成31年 

２月８日 

テーマ「子どもたちの歯を守るためにできることは～フッ

化物応用を通して～」 

講 演「すべての子どもに健康な歯を～健康格差の縮小を

目指して～」 

事例発表「フッ化物洗口の取組について」 

67名 

開催日 場所 内容 受講者数 

平成31年 

1月12日 
宮崎県歯科医師会館 摂食・嚥下内視鏡検査研修会 25名 

平成31年 

1月13日 
宮崎県歯科医師会館 摂食・嚥下内視鏡検査研修会 11名 

平成31年 

1月26日 
宮崎県歯科医師会館 口腔健康管理研修会 77名 



 地域歯科保健推進協議会の開催 

県保健所において地域の歯科保健の実態把握と課題解決を図るため、協議会

を開催しています。＜実績＞７保健所 

 地域の課題解決に向けた研修会の開催 

県保健所において地域の歯科保健の課題解決を図るため、研修会を開催して

います。 

保健所 開催日 内容 参加者 

中央 
平成 31年

２月６日 

講演「歯と口の健康～むし歯予防とフッ化物洗

口について～」 

講話「小児の歯と口の健康について」 

19名 

日南 
平成 30年

11月29日 

講演・実技指導「高齢者や障がい児者の口腔健

康管理について～訪問歯科診療の実践から

口腔ケアを学ぼう～」 

39名 

都城 
平成 31年

３月 13日 

講演「多職種連携による在宅緩和ケア」～がん

患者や高齢者の在宅療養を支えるための

口腔ケア～ 

169名 

小林 
平成 31年

３月 11日 

講演「フッ化物応用で子どもの歯を守る～宮崎

市の取組から～」 
29名 

高鍋 
平成 31年

１月 31日 

講演「口から全身の健康づくり～人生１００年

時代を生きる子どもたちへ～」 
25名 

日向 
平成 31年 

2月15日 
講演「オーラルフレイル予防と連携」 55名 

延岡 
平成 30年

11月14日 

講演「高齢者の口腔ケア・口腔機能の向上の重

要性～最後まで口から食べたい！を支援

するために～」 

56名 

高千穂 
平成 30年

11月20日 

講演・演習「歯周病予防を予防して血糖コント

ロール～定期健診の重要性・正しいブラッ

シングまで～」 

19名 

     

ウ）歯科疾患等調査研究事業 

 学校における歯科疾患等実態調査 

 市町村歯科保健事業実施状況調査 

 フッ化物洗口実施状況調査 

エ）県民への情報発信 

 県民向け公開講座 

 

開催日 場  所 内  容 参加者 

平成31年 

１月28日 

ＭＲＴmicc 

ダイヤモンドホール 
「お口で脳活・認知症予防」 308名 



 親と子のよい歯のコンクール 

＜実績>開催日：平成30年６月10日（日） 

場 所：宮崎県歯科医師会館 

 いい歯の日キャンペーン事業 

「いい歯の日（11月８日）」を含む期間に、県民に対して歯と口の健康づくり

の積極的な普及啓発を図っています。 

 定期歯科健診等普及啓発 

 県庁ＨＰ等による情報発信 

 

（２）口腔保健支援センター運営事業 

各事業の総合窓口として関係機関と連携調整を図るとともに、県民の健康の保 

持増進に寄与することを目的とし歯・口腔の健康づくりの推進強化を図っています。 

 

 歯・口腔の健康づくりに関する総合窓口 

 歯・口腔の健康づくりに関する知識の普及啓発等の企画・立案及び実施  

 市町村、庁内関係各課・保健所に対する専門的支援  

 定期歯科健診の推奨  

 障がい者等歯科健診等の取組の推進  

 歯科疾患予防の推進  

 調査・研究の推進   

 その他、歯・口腔の健康づくりの推進に関する業務  

 いい歯の日キャンペーン事業（再掲） 

ＱＲコード 

宮崎県口腔保健支援センターフェイスブックにおいて、活動状況等を発信しています。 
https://www.facebook.com/hinata.happy.smile 

 

 


