参考資料２－１

歯と口腔の健康づくり事業について（県）

妊産婦期・乳幼児期

参考資料２－１

テーマ：乳歯むし歯の予防，口腔清掃の習慣づけ
○妊産婦期から乳幼児期にわたる定期的な歯科健康診査体制の推進
○母子保健や子育て支援に従事する者の資質の向上
○フッ化物応用等による効果的な歯科口腔保健対策の普及

事業名

妊娠期における歯科保健対策事
業

フッ化物洗口導入モデル事業

担当課

健康推進課

健康推進課

事業内容

生涯を通じた歯と口腔の健康づくりの出発点として，妊婦
等を対象に妊娠期からの歯科保健に関する正しい知識や情
報の習得を図るとともに，生まれてくる子どもの歯と口腔
の健康管理について普及・啓発を図るもの。
妊婦等を対象としたイベントや，市町村が実施するマタニ
ティ教室や集団での母子健康手帳交付の場などを活用し，
歯科医師及び歯科衛生士による講話，歯科健診，歯科保健
指導を実施。

市町村が実行可能なフッ化物を利用した幼児歯科保健対策
の事業モデルを提供。
・啓発物資の整備，市町村職員，施設職員の研修，保護者
説明会に係る技術的支援，経費の助成，その他必要な助言
指導を実施。
〔平成２５～２９年度までのモデル事業〕

○乳幼児の発育段階を踏まえた歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発の推進
○子育て支援に従事する関係機関の連携づくりの推進

平成２8年度事業実績
「じょさんしフェスタinみやぎ２０１６」における事業
日 時：平成２８年９月４日
場 所：仙台市広瀬市民センター
参加者：９１名
内 容：歯科相談及び口腔衛生指導
従事者：歯科医師２名，歯科衛生士４名
市町における事業
石巻市，富谷市において，マタニティ教室や集団での母子健
康手帳交付等の場所を活用し，歯科医師及び歯科衛生士によ
る妊婦等への歯科健診及び歯科保健指導等，講話等を実施
（各市で３回実施予定）
◇従事者：各歯科医師１名，歯科衛生士２名

（１）フッ化物洗口に関する市町村職員等への説明会
（２）フッ化物洗口の実施に向けた保護者説明会，施設職員
研修会等に係る技術的支援
（３）市町村に対するフッ化物導入等に対する経費負担
（４）マニュアル，チラシ，パネル等の作成等.
・白石市，岩沼市，大崎市，蔵王町において，モデル事業を
実施。

幼児歯科保健関係者研修会

健康推進課

母子保健及び子育て支援従事者（保育士，幼稚園教諭，市
町村担当者等）を対象とした，歯と口腔の健康づくりに関
する知識や技術向上を目的とした研修会を実施。

歯つらつファミリーコンクール

健康推進課

コンクールにおける表彰
【宮城県歯科医師会と共催】

保育士，幼稚園教諭，市町村担当者等を対象とした研修会を
実施１回（県庁）

・知事表彰
親と子の部２組，ファミリーの部４組

平成２9年度事業計画

実施
これまでは仙台市で開催される「じょさんしフェ
スタ」や一部自治体での健診の場を活用して事業
を実施してきたが，より多くの県民に対して普
及・啓発を行うため，啓発物資（冊子）を作成
し，市町村や産科医院，助産院等の関係機関に配
布する，

平成28年度中に市町村の意向確認を実施し，これ
まで未実施の市町村を優先してモデル事業を実施
する。
今年度までに9市町がモデル事業を利用し，独自に
導入した5市町と合わせ，14市町においてフッ化
物洗口が導入されている。
平成29年度に，14市町を対象としたアンケート
調査（６～７月）を実施し，フッ化物洗口に関す
る検証を行った上で事例集を作成し，フッ化物洗
口の普及拡大を目指す。
実施
平成27，28年度は仙台市での開催であったが，
口腔保健支援センタースタッフの活用などによ
り，県内７圏域で開催。

実施

妊産婦期・乳幼児期【県】

学童期・思春期
テーマ：永久歯むし歯と歯肉炎の予防
○生涯にわたり実践に生かせる歯科口腔保健教育，歯科口腔保健活動の推進

事業名

担当課

○歯科口腔保健活動のための学校及び地域の連携の推進

事業内容

平成２8年度事業実績

平成２9年度事業計画

・学校保健会の研修等の場で講習会を開催
仙台市（全県対象），石巻市，栗原市，気仙沼市，
亘理町で実施

教育教材活用講習会

健康推進課

歯科口腔保健教材の使用方法について，各学校への普及活動を行う。

【新規】
歯と口腔の健康づくり研修会

健康推進課

児童・生徒の歯と口の健康づくりを推進するため，教員等を対象に，児
童生徒の正しい歯科保健活動の定着を目的とした研修会を開催。

各教育事務所等が実施する研修会の場を活用し，
学校保健会，歯科医師会等と連携して歯科医師を
派遣し，児童・生徒の歯科口腔保健の向上に資す
る研修会を県内７圏域で実施。

児童生徒定期健康診断事業

スポーツ健康課

県立学校において，法令に基づく定期健康診断を実施し，学校生活が円 ・定期健康診断の実施
滑に行われるよう適切な保健管理，保健指導を図る。
・適切な保健管理，保健指導

・定期健康診断の実施
・適切な保健管理，保健指導

学校保健研修事業

スポーツ健康課

学校における歯科保健指導の推進や教職員の資質向上を図ることを目的
・２回
とした研修

養護教諭経験者研修会で実施予定

学校・地域保健連携推進事業

○学校保健課題解決
○学校保健課題解決
県内７教育事務所と県の８ブロックで各地域の健康課題について協議
県協議会２回，県研修会１回
スポーツ健康課 し，課題解決のための研修会等を実施する。
各ブロック連絡協議会２回，各ブロック研修会１回 左記事業内容を継続
○専門家派遣
○専門家派遣
各学校の希望に応じ専門家を派遣し，学校保健の推進を図る。
派遣件数５５件

生きる力をはぐくむ歯・口の健康
づくり推進事業

スポーツ健康課 る力をはぐくむ歯・口の健康づくりに取り組む。【平成３０年度までの ・推進指定校１校

宮城県児童生徒の健康実態調査
（３年毎実施）

スポーツ健康課

児童生徒の健康に関するアンケート調査の中で，歯み
児童生徒の健全な育成と学校保健教育の推進を図るため，児童生徒の歯
・県学校保健会の協力による健康実態調査の経年
がきの個別指導やフッ化物配合歯みがき剤の使用割合
と口腔の現状把握を行い，.調査結果について分析評価するもの。
分析
について調査するもの。

宮城県児童生徒の健康課題統計調
査
（「宮城県児童生徒の健康実態調
査」実施年度以外の年度に実施）

スポーツ健康課

児童生徒の健康課題に関する実態・取組状況を把握し，健康課題の解決 児童生徒の健康課題（肥満，歯科・口腔）について調
継続実施
と健康教育の推進を目的として調査を実施するもの。
査を実施。

１７３名

推進指定校において，学校・家庭・地域社会が連携して，子どもの生き
・推進指定校（地域）１校（１地区）

２ヶ年事業】

学童期・思春期【県】

青年期・壮年期
テーマ：歯周疾患の予防と口腔清掃の徹底（青年期），歯周疾患対策と歯の喪失予防の推進（壮年期）
○成人を対象とした歯科健康診査の機会の確保とその推進
○地域保健と職域保健との連携による支援体制づくり
○かかりつけ歯科医をもつことの推進

事業名

職域に対する歯科保健対策事業

担当課

健康推進課

○歯周疾患予防に効果的な方法の普及啓発の推進
○成人の歯と口腔の実態把握及び歯と口腔の健康が維持できる体制の構築

事業内容

平成２8年度事業実績

職域での歯科保健の重要性を普及・啓発するため，労働安全衛
生管理者等を対象とした研修等を実施。協会けんぽ宮城支部の協
力の下，同支部，年金機構，社会保険委員会連合会主催の「健康
保険委員・年金委員合同研修会」の場を活用して，研修会を開
催。
昨年度は仙台市のみでの開催であったが，今年度は大崎市と大
河原町で開催。
第１回 日 時：平成29年2月24日
場 所：グランド平成（大崎市）
関係機関と協力し，研修等の機会を捉えて，歯科保健対策の必要性等の
参加者：90名
普及啓発を行い，職場における歯科保健健診の実施率向上を図る。
第２回 日 時：平成29年3月14日
場 所：仙南芸術文化センター（えずこ
ホール）（大河原町）
参加者：94名
内

平成２9年度事業計画

実施
労働安全衛生管理者等を対象とした研修会等の場
を活用して，県内７圏域で研修会を開催。
スマートみやぎ健民運動事業として実施する，商
業施設等での健康づくりイベントにおいて，歯科
保健指導等の啓発活動を実施

容：特別講演
「歯の健康が全身に影響する！？最新の
知見から」
講 師：宮城県保健福祉部 相田参与

健康手帳の交付

健康推進課

市町村が作成する健康手帳に要する費用の一部に対し補助する。
（仙台市除く）

・１2市町

歯周疾患検診等の実施

健康推進課

市町村が実施する歯周疾患検診の費用の一部に対し補助する。
（仙台市除く）

・２８市町

実施（健康増進事業）

健康相談，健康教育の実施

健康推進課

市町村が実施する健康相談・健康教育の費用の一部に対し補助する。
（仙台市除く）

・３３市町村

実施（健康増進事業）

健康推進課

震災後の生活環境等の変化による健康状態の悪化を早期発見・予防する
ことを目的とし，沿岸15市町村の特定健診・保健指導の対象となって
いない18歳以上39歳以下の住民に対し，基本健診・詳細健診・歯周疾 ・４市町で実施
患検診・保健指導を実施する市町村に対し必要な経費を補助する。
歯周疾患検診は平成27年度から補助対象とする。

被災者特別健診事業

介護予防に関する事業評価・市 長寿社会政策課
口腔ケアの普及啓発として歯科診療所等にパンフレットを配布する。
町村支援事業

パンフレット12,500枚作成・配布(11月）

実施

実施（継続）

青年期・壮年期【県】

高齢期
テーマ：口腔機能の維持・回復，口腔衛生の維持
○全市町村での歯周疾患検診の実施，受診率の向上
○施設入所者や通所事業所利用者等の歯と口腔の健康管理の充実

事業名

要介護者の口腔ケア支援者研修
事業
【委託事業】

在宅歯科医療連携室整備事業
【委託事業】

担当課

健康推進課

健康推進課

事業内容

ヘルパーや施設職員等を対象に，要介護者の口腔ケア
の必要性と方法等に関する研修会を実施する。

住民や在宅歯科医療を受ける者・家族等のニーズに応
え，在宅歯科における医科や介護等の他の分野とも連
携を図るための相談窓口を設置し，病気や障がい等に
より在宅で療養している通院が困難な方や介護を受け
ている方の歯と口腔に関する相談に対処し，地域にお
ける在宅歯科医療の推進及び連携体制の構築を図る。

○介護や介護予防に従事する者への支援体制の構築
○成人の歯と口腔の実態把握

平成２8年度事業実績
（第１回）
日 時：平成28年8月27日
場 所：宮城県歯科医師会館
参加者：31人
内 容：「地域で安全に行うために知っておくべき摂食
嚥下障害のＶＥ（嚥下内視鏡検査）による
診断方法と多職種連携による対処方法につ
いて」
講 師：きらり健康生活協同組合松川診療所
歯科口腔外科摂食嚥下外来
・歯科医師
原
純 一 先生
・歯科衛生士 吉 野 ひろみ 先生
・言語聴覚士 鈴 木 里 美 先生
（第２回）
日 時：平成29年3月12日
場 所：丸森町ロイヤルケアセンター
参加者：24人
内 容：施設の口腔ケアリーダーを育成しよう
講 師：宮城県歯科衛生士会
・片 桐 美由紀 先生
・葉 坂 里 美 先生

県歯科医師会館内に在宅歯科医療連携室（みやぎ訪問歯科相談室）
を設置運営
相談対応，在宅歯科医療機関の紹介・情報提供，機器の貸出・管
理，普及啓発（研修会１回，リーフレットの配付等）を実施
相談件数：81件
在宅歯科医療機関紹介数：37件
在宅歯科医療機器貸出件数：12件
登録歯科医師数：178名
みやぎ訪問歯科相談室研修会
日時：平成29年3月18日（土）19時
会場：宮城県歯科医師会館1階視聴覚室
講師：宮城県歯科医師会常務理事 山﨑 猛男 先生
演題：「患者さんが教えてくれたこと～歯科訪問
診療の現場から～」
参加者数：60名

平成２9年度事業計画

実施
要介護者の介護等従事者等を対象とした，口腔ケ
アに関する研修会を開催。
全県を対象とした研修会を仙台で開催するととも
に，仙台市以外の圏域で１回開催。

実施
平成27年度に実施した老人福祉施設及び障害福祉
サービス施設事業所を対象とした調査では，在宅
歯科医療連携室の認知度は３０．１％に留まって
いることから，連携室のＰＲを積極的に進めてい
く。研修会は，主に歯科医師，歯科衛生士を対象
としているが，施設職員等も対象に加えるなど，
多職種による連携の推進について検討を行う。

高齢期【県】

事業名

歯科口腔保健支援事業

院内口腔管理体制整備事業

在宅歯科医療推進設備整備事業

介護予防に関する事業評価・市
町村支援事業（再掲）

担当課

事業内容

平成２8年度事業実績

平成２9年度事業計画

健康推進課

被災生活が長期化している仮設住宅等の入居者（主に
高齢者）に対して，口腔の健康状態の改善及び誤嚥性
肺炎の予防を目的として，歯科医師，歯科衛生士によ
る歯科口腔保健指導，歯科口腔健康相談を実施する。

２市1町（名取市・気仙沼市・女川町）計１２施設に歯科医師等を
派遣し，歯科講話，ＲＤテスト，個別相談及びブラッシング指導を
実施した。

医療政策課

各医療圏で中核的な役割を担う地域医療支援病院，が
ん診療拠点病院において口腔管理を行う歯科衛生士の
配置を支援し，術後における全身の早期回復の促進，
がん治療の副作用・合併症の予防や軽減，在院日数の
短縮を図る。

・対象医療機関

5

実施

医療政策課

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年において,持
続可能な社会制度実現のためにも,高齢者が可能な限り
住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう,在宅
歯科医療体制の充実を図るため，訪問歯科診療等に必
要な医療機器の整備にかかる費用を補助する。

・対象医療機関

１６

実施

長寿社会政策課 【再掲のため記載省略】

【再掲のため記載省略】

実施

高齢期【県】

障がい児・者
○障がい児・者の歯と口腔の健康づくりのための地域支援機能の充実・連携の促進
○施設入所者の歯科医療機関による歯と口腔の健康管理の充実

事業名

障がい児・者の口腔ケア支援者
研修事業
【委託事業】

障がい児・者施設歯科健診・口
腔ケア指導モデル事業
【委託事業】

担当課

健康推進課

健康推進課

○障がい児・者が利用できる歯科医療サービスの情報提供の促進

事業内容

ヘルパーや施設職員等を対象に，障がい児・者の口腔ケアの必要
性と方法等に関する研修会を実施する。

障がい児・者における歯と口腔の健康状態の改善及び日常の口腔
ケアの定着を図るため，障がい児・者の歯科健診等を通じた実態
把握や施設職員への指導・助言を行うとともに，主な障がいの特
徴や必要とされる対応を踏まえた歯科口腔保健指導や口腔ケアの
実践方法に関するマニュアルを作成する。
※平成２６～２８年度までのモデル事業

平成２8年度事業実績
日 時：平成29年1月22日
場 所：宮城県歯科医師会館
参加者：82人
内 容：障がい児･者のよりよい口腔ケア支援者となるために
講 師：東北大学病院障害者歯科治療部
副部長 猪 狩 和 子 先生
内
講

容：心地の良い口腔ケアを目指して
師：宮城県歯科衛生士会
片 桐 美由紀 先生
針 生 純 代 先生

施 設 名
大崎太陽の村
共生の森
美里町地域活動
支援センター
大崎広域ほなみ園
すずかけの里

実 施 日
健診者数
平成28年11月 9日
25名
平成28年11月10日
30名
平成28年11月16日
8名
平成28年11月18日
26名
平成28年11月24日
23名
合計112名

障がい児親子歯みがき教室

健康推進課

障がい児や保護者、施設職員等を対象に、歯科医師及び歯科衛
生士を施設に派遣し，口腔ケア相談や指導を実施。
第１回 日 時：平成29年1月26日
場 所：こどもの広場（東松島市）
参加者：親子15組、子ども6人
内 容：ＲＤテスト、歯科講話、歯みがき
指導、歯科相談
障がい児の歯と口腔の健康状態の改善や，保護者や介助者等に対
従事者：宮城県歯科衛生士会
して日常の口腔ケアや歯科保健指導の推進・定着を図る。
歯科医師１名，歯科衛生士７名
第２回 日 時：平成29年2月2日
場 所：あかいしの森（富谷市）
参加者：親子28組
内 容：ＲＤテスト、歯科講話、歯みがき
指導、歯科相談
従事者：宮城県歯科衛生士会
歯科医師１名，歯科衛生士１３名

在宅歯科医療連携室整備事業
（再掲）

健康推進課

【再掲のため記載省略】

【再掲のため記載省略】

平成２9年度事業計画

実施
障がい児・者の介護等従事者等を対象とした，口
腔ケアに関する研修会を開催。
全県を対象とした研修会を仙台で開催するととも
に，県内７圏域で開催。
「障がい児・者施設歯科健診・口腔ケア指導モデ
ル事業」で作成するマニュアルを活用。

平成29年度以降は，「障がい児・者の口腔ケア支
援者研修事業」の中で，マニュアルを活用した研
修会を実施する。

実施
自分で口腔ケアを行うことが困難な障がい児（特
に未就学児）とその保護者，施設職員等を対象と
した歯みがき教室を実施し，障がい児の歯と口腔
の健康状態の改善や，日常の口腔ケアや歯科保健
指導の推進・定着を図っていく。
平成２８年度中に意向確認調査を実施した上で，
２施設で実施する。

実施

障がい児・者【県】

食

育

○食育の視点を採り入れた歯と口腔の健康づくりの推進

事業名

担当課

事業内容

教育教材活用講習会

健康推進課

【再掲のため記載省略】

【新規】
歯と口腔の健康づくり研修会

健康推進課

【再掲のため記載省略】

平成２8年度事業実績

平成２9年度事業計画

【再掲のため記載省略】

【再掲のため記載省略】

食育【県】

食育【県】

