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大分県の歯科口腔保健の状況 
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 平成 28年県民歯科健康状況実態調査報告から   
 

 被調査者数は、600 人（男性 265 人、女性 335 人）であった。 

 

1 人平均現在歯数 
 

30 歳までは、28 本以上を保っているが、40 歳代を超えると徐々に少なくなっている。 

30 歳代以降、女性の方が現在歯数はやや多い傾向にある。 

過去調査と比較するとすべての年代で多くなっている。 

なお、60 歳（55-64 歳）の 1 人平均現在歯数は 24.86 本 

      80 歳（75-84 歳）の 1 人平均現在歯数は 17.51 本であった。 

 
    表Ⅰ-２ 1 人平均現在歯数              （参考）H23 データ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・60 歳で 24 本以上自分の歯を有する者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査    46.1% 

  平成 28 年県民歯科健康状況実態調査  77.1% 

   

・80 歳で 20 本以上自分の歯を有する者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査    34.3% 

  平成 28 年県民歯科健康状況実態調査  55.1% 

 

年 代 男 性 女 性 全 体

15-19歳 27.82 28.20 27.97

20-29歳 29.50 28.34 28.84

30-39歳 28.27 28.85 28.61

40-49歳 26.69 27.52 27.17

50-59歳 24.89 26.21 25.56

60-69歳 22.94 23.03 22.99

70-79歳 19.36 20.58 20.09

80歳- 14.75 14.89 14.84

合計 23.69 23.67 23.68

年齢 H23

15-19歳 26.42

20-29歳 26.60

30-39歳 26.14

40-49歳 24.56

50-59歳 22.95

60-69歳 19.65

70-79歳 16.21

80歳- 12.38
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歯周病の状況 
 

 歯周病の状況は歯周ポケットの深さで判断する。 

 歯周ポケットの測定は、プローブを用い、ＣＰＩ（地域歯周疾患歯数）を測定した。 

対象歯は口腔を 6 分画に分け、代表歯を測定、最高コード値を個人コードとした。 

 ０：健全、１：4～5mm に達するポケット、２：6mm を超えるポケット、Ｘ：対象歯なし 
4mm を超えるポケットを有する者が歯周病を有する可能性の高い者であり、表にまとめた。 
 
                          4mm 以上の歯周ポケットを 
 ＣＰＩ歯周ポケットコード別割合                有する者の割合 

      
   
    

 

 
 

 4mm 以上の歯周ポケットをもつ者の割合は、男性に多い傾向にある。男性では 20 歳代ですでに

50％の者が該当し、30 歳代から 60 歳代まで約 7 割を超えている。 

60 歳を超えると、該当歯がないことが多いため割合は減少する。 

 
 
 
 
 
 

年 代 0 1 2 ×

15-19歳 86.5% 13.5% 0.0% 0.0%

20-29歳 61.5% 34.6% 3.8% 0.0%

30-39歳 41.0% 49.2% 9.8% 0.0%

40-49歳 31.6% 50.0% 18.4% 0.0%

50-59歳 25.3% 48.0% 25.3% 1.3%

60-69歳 34.8% 42.6% 21.7% 0.9%

70-79歳 31.2% 36.7% 21.1% 11.0%

80歳- 25.3% 45.3% 13.3% 16.0%

合計 37.5% 41.7% 16.5% 4.3%

年 代 男 性 女 性

15-19歳 13.6% 13.3%

20-29歳 50.0% 30.0%

30-39歳 74.1% 47.1%

40-49歳 78.1% 61.4%

50-59歳 77.8% 71.1%

60-69歳 67.9% 61.3%

70-79歳 56.8% 58.5%

80歳- 60.7% 57.4%

合計 62.3% 54.9%
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 県民健康意識行動調査報告から  

 

 １ 調査の目的 

県民健康意識行動調査は、県民の生活習慣等の健康に関する意識・行動の現状を把握

し、市町村ごとの健康状態の地域差やその要因を明らかにする。 

 

 ２ 調査対象の範囲 

   （１）地域的範囲 県内全域 

   （２）属性的範囲 県内に居住している２０歳以上の男女 

         ただし、外国籍の者及び平成２８年度国民生活基礎調査対象者を除く。 

 

 ３ 調査数と選定方法 

   （１）数 

      約２万人（母数：約１００万人） 

   （２）選定の方法 

      生活習慣実態調査票：（無作為抽出） 

       市町村別に住民基本台帳を用いて、層化無作為抽出により選定（約１万５千人） 

       市町村別に調査地区となる５小学校区を無作為に選定したうえで、住民基本台帳 

       を用いて、層化無作為抽出により選定（約５千人） 

 

 ４ 調査項目及びその基準となる期日又は期間 

   （１）調査項目 

     生活習慣実態調査票 

      ・性別、年齢、身長、体重、現住所、疾病状況、健康状態 

      ・運動習慣、朝食摂取状況、がん検診受診状況、平均睡眠時間、喫煙の有無、 

       歯の保有数等 

     

   （２）基準となる期日又は期間 

   平成２８年６月上旬～７月中旬のうち１日 

 

 ５ 調査方法 

  生活習慣実態調査票（調査員調査及び郵送調査） 

対象者のうち、１万５千人については民間事業者の郵送による配布を行い、県が郵送

にて回収した。また、５千人については調査員により配布し、後日、自計された調査

票を調査員が回収した。 
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年 代 男 性 女 性 全 体

20-29歳 534 644 1,178

30-39歳 647 882 1,529

40-49歳 757 895 1,652

50-59歳 824 1,003 1,827

60-69歳 931 1,055 1,986

70-79歳 1,019 1,001 2,020

80歳- 871 759 1,630

合　計 5,583 6,239 11,822

県民健康意識行動調査結果（歯科関連項目）の概要 

 
 本調査結果は、市町村比較のための人数補正を行っていないため、県民健康意識行動調査集計結果

報告とは多少値が異なる。 

 

１ 回答者属性 

   表１ 回答者属性 

 
                      

 

 

 
 
 
 
 

２ たばこと歯周病（歯槽膿漏）との関連 

 

   問２９ たばこが、健康に影響を与えると思う病気すべての番号に○をつけてください。 

        

 たばこと歯周病との関係を理解している者の割合は、男女とも 20 歳代が一番多く、年齢

が高くなるにつれ、少なくなっている。 

 男女別では、女性の方が多くなっており、高齢者男性に理解を求めていく必要がある。 

 

      グラフ１ 歯周病（歯槽膿漏）に○をつけた者の割合 

 
 
３ よく噛んで食べることができる者の割合 

 

   問３２ あなたは、何でもよく噛んで食べることができますか。 

 

一般に女性の方が、各年代ともよく噛んで食べることが出来る割合が高い。 

年代別では、60 歳代が、よく噛んで食べることが出来る割合が一番低い。 
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70 歳代になって、食べることが出来る割合が回復するのは、義歯等補綴物を装着するため

と考えられる。 

グラフ２ 何でもよく噛んで食べることが出来る割合

 

 

 

４ フッ素がむし歯予防に効果があると答えた者の割合 

  問３３ あなたは、フッ素の使用がむし歯予防に効果があることを知っていますか。 

 
 
   グラフ３ フッ素の使用がむし歯予防に効果があると答えた人数と割合 

 
 
 
５ 歯間部清掃用具を使用している者の割合 

   問３４ あなたは、歯ブラシのほかに次の器具（歯間部清掃用具）を使用していますか。 

       あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 

          １．デンタルフロス（糸つきようじ） ２．歯間ブラシ   

          ３．水流式口腔洗浄器        ４．使用していない 
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 歯間部清掃用具を使用している者の割合は、すべての年代において、男性より女性の方が多かった。 

 特に 30 歳代から 60 歳代までについては女性の方が 20％以上多い年代があるなど、男性に対し

て、今後普及啓発を図る必要があると思われた。 

４０歳代～５０歳代における歯間部清掃用具を併用している者の割合は 47.0%であった。 

 

    グラフ４ 歯間部清掃用具を使用している者の割合 

 
 

６ 定期健診等を受けている者の割合 

   問３５ 定期的に歯科健診（歯垢・歯石除去も含む）を受けていますか。 

 

 定期健診を受ける者の割合は、女性の方が男性より多い傾向にあった。男性は 20 歳代では

低い傾向にあるが年齢が高くなるにつれ、徐々に健診率が高くなる傾向にあった。 

 

 

    グラフ５ 定期健診を受けている者の割合 
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大分県歯科口腔保健計画の目標値に対する実績値 
 

 

大分県歯科口腔保健計画－新・歯ッスル大分 8020－改定版では、各ライフステージごとに   

合計 28 の指標を定め、目標値を設定している。 

今回の調査では、主として成人・高齢期の 8 項目において評価できた。 

 

・60 歳代における咀嚼良好者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査   71.6％ 

  平成 28 年県民健康意識行動調査    72.5% 

   

 

・40 歳代で進行した歯周炎に罹患している者 
       （4mm 以上の歯周ポケットを有する者の割合） 

  平成 14 年歯周病罹患実態調査     58.5％ 

  平成 28 年県民歯科健康状況実態調査  68.4% 

   

 

・60 歳で 24 本以上自分の歯を有する者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査    46.1% 

  平成 28 年県民歯科健康状況実態調査  77.1% 

   

 

・80 歳で 20 本以上自分の歯を有する者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査    34.3% 

  平成 28 年県民歯科健康状況実態調査  55.1% 

   

 

・定期的に歯科健診を受けている者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査     42.5% 

  平成 28 年県民健康意識行動調査    26.5% 

   

 

・40～50 歳代における歯間部清掃器具を併用している者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査     45.1% 

  平成 28 年県民健康意識行動調査      47.5% 

   

 

・喫煙が歯周病の誘引であることを知っている者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査     49.1% 

  平成 28 年県民健康意識行動調査      36.2% 

   

 

・フッ化物がむし歯予防に効果があることを知っている者の割合 

  平成 23 年度県民生活習慣実態調査      77.0% 

  平成 28 年県民健康意識行動調査       78.7% 
 

60 歳：55 歳～64 歳 

80 歳：75 歳～84 歳 

咀嚼良好者：よく噛んで食べることが出来ると答えた者 
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大分県福祉保健部健康づくり支援課
　アンケート送付施設１２２施設中９３施設から回答

入所施設 ３７施設
通所施設 ４６施設
入所施設・通所施設 １０施設

（回収率76.2％）

Q２ 貴施設    歯科 定期健診 行      ？
　１　　は　い ３０施設 32.2%
　２　　いいえ ６３施設 67.8%

入所施設　３７施設
定期健診あり １５施設
定期健診なし ２２施設

通所施設　４６施設
定期健診あり １１施設
定期健診なし ３５施設

入所・通所施設　１０施設
定期健診あり ４施設
定期健診なし ６施設

Q3 定期健診   程度 頻度 行      ？
定期健診 行    ３０施設

 １  年１回程度 １３施設
 ２  年２回程度 ７施設
 ３  ２年 1回程度 ２施設
　４　　その他 ８施設 （年4回 月1回 必要時等）

Q4 貴施設    協力歯科医     ？
　１　　い　る ５８施設 62.4%
　２　　いない ３５施設 37.6%

Q5 入(通)所者 歯科治療 必要 時             ？（回答９３施設中）
１  近  歯科医院 連  行  ５５施設
２   歯科医院 訪問歯科治療 依頼 １０施設
３　　病院施設（大学病院・日赤・県病）※県内 ５施設
４  県内 専門施設（大分療育    ） 連  行 ２６施設
５　　家族に任せる。 ５３施設
６  県外 専門医 連  行  ４施設
７　　その他 　 １１施設

障  者施設    歯科保健事業 関連       結果報告
　　　　　　　　　　　　平成29年6月23日 7月7日実施     結果

定期健

診あり

32%

定期健

診なし

68%

協力歯科

医あり
62.4%

協力歯科

医なし
37.6%
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Q6 入(通)所者 歯科診療 受  際 支障      何   ？（回答９３施設中）
１   歯科医院 連  行 人手 不足 ３４施設
２   家族 理解 得    （得     ） ５施設
３   医療機関 理解 得    （得     ） １３施設
４   受 入     歯科医院   （少  ） ２８施設
５      連  行            ２施設
６ 　 その他　　 １６施設
７　　な　し ３０施設

歯科受診困難 理由
・ 治療協力 得    用者 対   麻酔 使用   治療受入病院 県内    
・ 治療           予約   次回 治療 1 月後     

初    子   慣       始    完治  時間     不快 時期 長  
・ 利用者本人 精神状況 悪化
・ 入所者の状態悪化により受診が困難
・ 事業所   通院介助       現状無理
・ 相談支援事業者に連絡　　障がい特性に合った医院が少ないのが支障
・ 通院 必要   本人 望    協力歯科  治療困難 利用者 多  
・ 通所者が拒否し、口を開けてもらえない
・ 障  者 特性    本人 歯科治療  理解不足 次頁に続く

59.1% 57.0%

28.0%

10.8%
5.4% 4.3%

11.8%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

36.6%

30.1%

14.0%

5.4%
2.2%

32.3%

17.2%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

-59-



歯科受診困難 理由（続 ）
・ 費用 診察台 待    長時間口 開     
・ 近隣 歯科医院 受 入            利用時 受診          
・ 診療台 動   治療            
・ 利用者 理解 得    診療 受     
・ 受診可能な医院が限られており、かかりつけの予約が取りにくい
・ 本人 協力 得      

  他自由意見
・ 障  者 対   在宅医療     推進  願     
・ 障  児 施設  保育所 同    年2回程度 歯科健診 受        
・ 家族 高齢等 理由 本人 通院           通院 引率 介助 可能 福祉          問題
・ 通所者 対   園 歯科衛生 指導等         
・ 口腔ケアの専門性が高められるよう研修会などの計画をこれからもしてもらいたい。
・ 身近 地域  特  発達障  児 歯科専門医 必要
・ 利用者 特性 合   歯科医院 選択     歯科医院 協力 理解 必要不可欠    

関係    協力           知的障  者  理解 深      
・      室 車   入      車  移動 困難
・ 早期予防 大切  普及啓発    受入可能 歯科医療機関 増        
・ 職員 歯科衛生士      昼 歯   指導      園 職員 指導 受  利用者 仕上 磨  徹底     

歯科受診    歯            言    他 園  広      思  
・ 家族が受診したいと思ってもなかなか予約がとれないので、こちらからも勧めにくい状況にある。

   障   特性 理解  治療 勧     病院        思  
・ 正しい口腔ケアの指導をしてくれると助かる。
・ 口腔   食後    十分   日中活動   取 入        職員 専門    研修 専門家 意見 

取 入     十分    高齢化     専門家 派遣  制度   確立      
当園 歯科医師 月1回       来        

・ 歯 磨 方等 教  来           
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大分県福祉保健部健康づくり支援課
　アンケート送付施設１４５施設中１２３施設から回答

介護老人保健施設 ６２施設
介護老人福祉施設 ６１施設

（回収率８４．８％）
Q１ 施設 入所者数（結果省略）

Q２ 貴施設    歯科 定期健診 行      ？
　１　　は　い 　 ２２施設
　２　　いいえ １０１施設

介護老人保健施設 ８施設（12.9％）
介護老人福祉施設 １４施設（23.0％）

Q3 定期健診   程度 頻度 行      ？
（健診 行    ２２施設中）
 １  年１回程度 ６施設
 ２  年２回程度 ３施設
 ３  ２年 １回程度 ０施設
　４　　その他 １３施設 （月1回 月２回 年３回 年4回等）

Q4 歯科保健 医療  対応              ？ （複数回答可）

１  非常勤歯科医師    
２-1   常勤歯科衛生士    
２-2   非常勤歯科衛生士    
３  協力歯科医療機関    
４  歯科専門職以外 職種 対応   
５　　特別な対応はない。

（回答いただいた１２３施設中）
その他の対応

 訪問歯科     依頼（同様3件）
・言語聴覚士も対応
 往診可能 歯科 積極的 連携
 大鶴歯科医師会 医科歯科連携 締結  登録医制       
・施設職員による口腔ケア、口腔観察により必要な診察を受ける
・言語聴覚士が口腔ケアを実施
      歯科 受診
 訴  都度 近医 受診

Q5 入所者 歯科診療 受  際 支障      何   ？ （複数回答可）

１   歯科医院 連  行 人手不足
２   家族 理解 得    
３   医療機関 理解 得    
４   受 入     歯科医院   
５      連  行            
６　　な　し

（回答いただいた１２３施設中）

（0.0％）

（46.3％）

介護老人施設    歯科保健事業 関連       結果報告
                         平成29年7月3日 14日実施     結果

１１施設
０施設

５７施設

４施設
１６施設
１０施設

１１８施設
１７施設

４施設

４３施設
９施設
５施設

（3.3％）

（35.0％）

（7.3％）

（4.1％）

（8.9％）

（13.0％）

（8.1％）

（95.9％）

（13.8％）

（3.3％）

定期健診

あり
17.9%

定期健診

なし
82.1%

定期健診の有無
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支障となること

その他の対応
 認知症重度    多  適切 治療 受入 困難（同様８件）
 車   行  歯科 少  （同様４件）
 車    受診            大    診療室 入   事    
 身体状況   歯科      移乗 困難
 訪問診療 対応（同様２件）
・往診の時期が限られる。
 往診   診療 行    心身的 利用者負担         対応      
    診療  頂         予約制（日程）       診       
 誤嚥性肺炎予防     口腔   重要性 理解      老人施設 積極的 関      方   紹介      
 訪問歯科   助      医院 何度 連  行 事 不可能 
 治療 受         介護度 高 方 多  在宅酸素仕様SpO2低下   
・家族に連絡が取れないときは受診が延びる。
 経済的 負担  歯科  願          場合   
 本人 理解力（治療 際） 診療 椅子  治療 難   
 入居者 歩行可能 場合 往診        歩行可能     病院内外            受診          
 訪問   歯科定期健診    可能 実施    費用負担 歯科医 調整 必要 
 介護度 高 利用者 多    移動 困難 

  他自由意見

 歯科医 往診       助      （同様５件）
 歯科医療機関 定期的 来園         職員 対  口腔   認識 深   同時 

入所されている方の誤嚥予防も促進されている。
 定期健診 行       DH        実施  毎月4回以上 口腔   実施     以上 早期発見 努     
 歯科 限   主 在宅 行     介護予防 口腔体操 指導等     情報提供 研修 場 提供         
・高齢者や児童、障がいなどの分野を統合した取り組みをお願いしたい。
 歯科診療 必要    訪問歯科 利用 
 当施設  経口維持加算 今年度  算定     県内 他施設  歯科 連携状況 知    
 口腔   基礎知識 嚥下状態 基礎知識等 学     定期的 研修         活用    
・口腔ケアについて、相談、指導をお願いできるところを知りたい。
 当施設  協力歯科医師   診療 月１回歯科衛生士 来        
 当施設 協力歯科医院      急 受診依頼 対   快 受 入         
 歯科医 協力    現在 特別困    事    
 自分 動  間 治療 行    人 手 借        難   施設 入所  数十年   治療      方 多  
・定期健診や口腔ケア又はケアのアドバイスを受けられるよう、国、県で取り組んでもらいたい。
 歯科治療 際 認知症（高次脳機能障害  含）  理解不足 感     
 認知症   方 対  理解       
 利用者 状況 応  訪問診療受診 支援      
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大分県福祉保健部健康づくり支援課

１ 調査目的：県内 産科医療機関     歯科保健指導等 実施状況実態把握
２ 調査期間：平成２９年９月１２日 ９月２５日
３ 調査対象：県内 産科医療機関（助産所含 ）３２施設
４　回答施設：３２施設（電話聞き取り含む）

Q１ 歯科保健指導 実施状況

（１）歯科保健指導実施 有無

① 妊娠中 歯科保健指導 N=32 ② 産後入院期間中 歯科保健指導 N=32

③ 産後１か月健診時
実施あり 0 N=32
実施なし　　32

（２）実施の内容

① 妊娠中 歯科保健指導 N=30 ② 産後入院期間中 N=30
母親学級 指導 2 歯科医     歯   配布＋      配布 1
歯科保健指導＋歯科健診勧奨 2 歯科講話栄養指導 1
パンフレット配布 1 内容未記入 1
歯科健診 勧奨 6
      配布＋歯科健診勧奨 1
歯科医師講話＋歯科健診勧奨 1
歯科講話 1
内容未記入 4

（３）実施者

① 妊娠中 歯科保健指導 ② 産後入院期間中
助産師 9 助産師 2
医師＋助産師 2 記載なし 1
助産師＋看護師 2
医師 1
医師＋助産師＋看護師 1
助産師＋歯科医師 1
記載なし 2 （裏面    ）

産科医療機関等    歯科保健指導 関連       結果報告
                         平成29年９月12日 25日実施     結果

 妊娠期間中 歯科保健指導 実施  施設 18施設 
56.3％     産後入院期間中 歯科保健指導 実施 
 施設 3施設        妊娠中 指導 行    施
設      平成21年調査 51.4% 比較    微増 
ていた。

 指導内容  歯科健診 勧奨 多    今後   歯科
健診を受けられる体制を構築することが必要と思われた。

 歯科保健指導者 助産師 多    
歯科医師 関与    施設     

実施あり

3施設

9.4%

実施なし

29施設

90.6%

実施あり

18施設

56.3%

実施なし

14施設

43.7%
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Q2　今後、貴院で対応可能な取組

① 妊娠中 N=30

② 産後入院期間中 N=30

③ 産後１か月健診時 N=30

 今後 産科医療機関  歯科保健
指導 広  行    行政   産科
医療機関  協力  願  加  歯
科健診の受診勧奨に十分応じることが
   体制     産科医療機関 使
用できるパンフレット等の作成等につい
ての検討が必要。

 産科医療機関 対応可能 歯科保
健 対  取組  歯科健診 受診
勧奨、パンフレット等の配布と答えた施
設が多かった。
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パンフレット配布 歯科健診の受診勧奨 歯科保健指導の実施

86.7% 90.0%

26.7%
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パンフレット配布 乳児の歯科保健指導 歯科衛生士による指導

26.7%
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パンフレット配布 母親の歯科健診受診勧奨 乳児の歯科保健指導 母親の歯科保健指導

70.0% 50.0%

16.7% 16.7%
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大分県歯と口腔の健康づくり推進条例

平成２５年１２月１８日 大分県条例第５２号

（目的）

第一条 この条例は、歯と口腔の健康づくりが、県民の健康の保持増進等に果たす役割の
くう

重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成二十三年法律第九十五号）に

基づき、その生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、県の責務
くう

並びに歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者、医療保険者、市

町村及び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項等を定めるこ

とにより、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画
くう

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。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

一 歯と口腔の健康づくり 歯科疾患の予防等により歯と口腔の健康を保持し、若しく
くう くう

は増進し、又はそれらの機能を維持し、若しくは向上させることをいう。

二 歯科医師等 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をいう。

三 教育保育関係者 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する学校又は

専修学校において、幼児、児童、生徒又は学生の歯と口腔の健康づくりに関する指導

を行う者及び児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する保育所その他

の保育を目的とする施設において、乳幼児の歯と口腔の健康づくりに関する指導を行

う者をいう。

四 保健医療福祉関係者 保健、医療又は福祉に係るサービスを提供する業務に従事す

る者であって、歯と口腔の健康づくりに関する活動、指導、助言又は医療行為を行う
くう

もの（歯科医師等及び教育保育関係者を除く。）をいう。

五 事業者 他人を使用して事業を行う者をいう。

六 医療保険者 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第七項に規定する医

療保険者をいう。

七 歯科口腔保健サービス等 歯科健診、歯科保健指導及び歯科相談等の歯科口腔保健
くう

サービス並びに歯科医療

八 八〇二〇（はちまるにいまる）運動 県民の歯と口腔の健康づくりについての関心
くう

と理解を深めるため、八十歳になっても二十本以上の自分の歯を保つことを目指した

運動をいう。

（基本理念）

第三条 歯と口腔の健康づくりの推進は、子どもの健やかな成長及び様々な生活習慣病の
くう

予防につながることなど、全身の健康に重要な役割を果たすことに鑑み、県民一人一

人が主体的に健康づくりに取り組むとともに個人の健康づくりを社会全体で支援する
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ヘルスプロモーションの理念に基づき、県民自ら日常生活において歯と口腔の健康づ
くう

くりに取り組むことを促進するとともに、全ての県民が生涯にわたり必要な歯科口腔
くう

保健サービス等を円滑に受けられる環境を整備することを基本として行われなければ

ならない。

（県の責務）

第四条 県は、前条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する基本理念（以下「基本理念」
くう

という。）にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策
くう

を策定し、及び実施する責務を有する。

２ 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たって
くう

は、保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との連携が図られるよう

必要な配慮をするものとする。

３ 県は、市町村、事業者、医療保険者その他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する
くう

取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努

めるものとする。

（歯科医師等の役割）

第五条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づ
くう

くりの推進に関する施策に協力するとともに、教育保育関係者及び保健医療福祉関係

者との連携を図りながら、良質かつ適切な歯科口腔保健サービス等を提供するよう努
くう

めるものとする。

（教育保育関係者及び保健医療福祉関係者の役割）

第六条 教育保育関係者及び保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業

務において、県民が口腔保健に関する教育、歯科口腔保健サービス等を受ける機会を
くう くう

確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。
くう

（事業者及び医療保険者の役割）

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その県内の事業所で雇用する従業員について、

歯科口腔保健サービス等を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進す
くう くう

るよう努めるものとする。

２ 医療保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者について、歯科口腔保健サービ
くう

ス等を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものと
くう

する。

（市町村の役割）

第八条 市町村は、基本理念にのっとり、県及び歯科医師等と連携を図りながら、歯と口腔
くう

の健康づくりに関する施策の実施に努めるものとする。

（県民の役割）

第九条 県民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深
くう

めるとともに、県、市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に参加し、生
くう
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涯にわたって、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
くう

２ 父母その他の保護者は、家庭において、その監護する子どもの虫歯及び歯周疾患の予

防及び早期治療の勧奨、健康な食生活の実現その他歯と口腔の健康づくりに関する取組
くう

を行うよう努めるものとする。

（基本計画）

第十条 知事は、県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進す
くう

るため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を
くう

定めるものとする。

２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針
くう

二 歯と口腔の健康づくりに関する目標
くう

三 歯と口腔の健康づくりに関する基本施策
くう

四 前三号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画
くう

的に推進するために必要な事項

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ県民、市町村及び歯科医師等

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

５ 基本計画は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、おおむね五
くう

年ごとに見直しを行うものとする。

６ 第三項及び第四項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（基本施策の推進）

第十一条 県は、基本理念にのっとり、県民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本施
くう

策として、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

一 歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供
くう

二 市町村が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策の支援
くう

三 市町村、歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者及び医療保険

者との連携体制の構築

四 八〇二〇運動の普及啓発

五 歯科口腔保健の観点からの食育、喫煙による影響対策その他の生活習慣病予防対策
くう

六 幼児期及び学齢期におけるフッ化物洗口等科学的根拠に基づく虫歯予防対策

七 歯磨き等科学的根拠に基づく歯周疾患の予防及び進行の抑制のための対策

八 障がい者（児）における定期的な歯科健診の機会の確保及び適切な歯科医療を受け

ることができるための対策

九 介護を要する高齢者における訪問による歯科医療、適切な口腔ケア及び口腔機能の
くう くう

維持向上のための施策

十 歯と口腔の健康づくりに係る業務に携わる者の人材確保、育成及び資質の向上に関
くう

する施策

十一 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策
くう
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（歯と口腔の健康に関する実態調査）
くう

第十二条 県は、おおむね五年ごとに、歯と口腔の健康に関する実態調査を行い、その結
くう

果を速やかに公表するものとする。

２ 県は、前項の調査の結果を検証し、歯と口腔の健康づくりに関する施策の推進並びに
くう

基本計画の策定及び見直しに反映させるものとする。

（いい歯の日及び大分いい歯の八〇二〇推進月間）

第十三条 八〇二〇運動を推進するため、毎年十一月八日をいい歯の日とし、十一月を大

分いい歯の八〇二〇推進月間とする。

（財政上の措置等）

第十四条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施
くう

するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行の際現に策定されている大分県歯科口腔保健計画（新・歯ッスル大分
くう

八〇二〇改訂版）は、第十条の規定に基づき定められた基本計画とみなす。
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歯科口腔保健の推進に関する法律 

   

平成２３年８月１０日公布 法律第９５号 

 

（目 的） 
第一条 この法律は、口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重

要な役割を果たしているとともに、国民の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極めて有効であることに鑑み、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、並びに国及び地方公共団体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等により、歯科口腔

保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与するこ

とを目的とする。 
 

（基本理念） 
第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなけ

ればならない。 
一 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとと

もに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 
二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯

科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。 
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつ

つ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。 
 

（国及び地方公共団体の責務） 
第三条 国は、前条の基本理念（次項において「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 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、

国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 
 

（歯科医師等の責務） 
第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務

（以下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。）に従事

する者は、歯科口腔保健（歯の機能の回復によるものを含む。）に資するよう、

医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図り

つつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推

進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 
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（国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務） 
第五条 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地

方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるも

のとする。 
 

（国民の責務） 
第六条 国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活に

おいて自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検

診（健康診査及び健康診断を含む。第八条において同じ。）を受け、及び必要に

応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。 
 

（歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等） 
第七条 国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとと

もに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うこと

を促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に

関する普及啓発、歯科口腔保健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 
 

（定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等） 
第八条 国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要

に応じて歯科保健指導を受けること（以下この条及び次条において「定期的に歯

科検診を受けること等」という。）を促進するため、定期的に歯科検診を受ける

こと等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 

（障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等） 
第九条 国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって

定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定

期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにする

ため、必要な施策を講ずるものとする。 
 

（歯科疾患の予防のための措置等） 
第十条 前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生

の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健の

ための措置に関する施策を講ずるものとする。 
 

（口腔の健康に関する調査及び研究の推進等） 
第十一条 国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状

態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及

び医療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにそ

の成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。 
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（歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等） 
第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、

それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるも

のとする。 
２ 前項の基本的事項は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第七条第一項に規定

する基本方針、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第四条第一項に規定す

る基本指針その他の法律の規定による方針又は指針であって保健、医療又は福祉

に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 
４ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するものとする。 
 
第十三条 都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じ

て、当該都道府県において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策

につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を

定めるよう努めなければならない。 
２ 前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画そ

の他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定める

ものと調和が保たれたものでなければならない。 
 

（財政上の措置等） 
第十四条 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

（口腔保健支援センター） 
第十五条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設け

ることができる。 
２ 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、

歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を

行う機関とする。 
 

附 則 
この法律は、公布の日から施行する。 
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厚生労働省告示第４３８号

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12条第１項の規定に基づき、

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を次のように定めることとしたので、同条第

４項の規定に基づき公表する。

平成２４年７月２３日 厚生労働大臣 小宮山 洋子

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項

この基本的事項は、高齢化が進む中で将来を見据え、乳幼児期からの生涯を通じた

歯科疾患の予防、口腔機能の獲得・保持等により、すべての国民が心身ともに健やかで

心豊かな生活ができる社会を実現することを目的に、保健、医療、社会福祉、労働衛生、

教育その他の関連施策及びその関係者との相互連携を図り、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。）に関する国及び地方公共団体の施策

等を総合的に推進するための基本的な事項を示すものである。

第一 歯科口腔保健の推進のための基本的な方針

一 口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小

口腔の健康の保持・増進が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役

割を果たしていることから、歯科口腔保健に関する施策の推進を通じて国民保健

の向上を図る。

口腔の健康の保持・増進は、国民が主体的に取り組む課題であるが、国民一人

一人が行う取組に加え、家庭、学校、職場、地域（保健所、市町村保健センター

等）、医療機関（病院歯科・歯科診療所を含む。）、障害者支援施設、障害者入所

施設、介護保険施設等を含めた社会全体としてもその取組を支援し、さらに、歯

科医師、歯科衛生士等が行う指導・助言・管理等により口腔の健康の保持・増進

に関する健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をい

う。以下同じ。）の縮小を実現する。そのための取組を適切かつ効果的に行うた

めに、ライフステージごとの特性等を踏まえつつ、生涯を通じた切れ目のない歯

科口腔保健に関する施策を展開することが重要である。また、平成元年(1989年)

より80歳で20本以上の歯を残すことをスローガンとして取り組んできた「8020(ハ

チマルニイマル)運動」は、すべての国民の生涯を通じた口腔の健康及び口腔機能

の維持・向上の観点から更に推進していくこととする。

二 歯科疾患の予防

う蝕、歯周病等の歯科疾患がない社会を目指して、広く国民に歯科疾患の成り

立ちや予防方法について普及啓発を行うとともに、健康を増進する一次予防に重

点を置いた対策を総合的に推進する。

また、歯科疾患の発症のリスクが高い集団に対する取組や環境の整備等により

生活習慣の改善等ができるようにする取組を組み合わせることにより、歯科疾患

の予防を実現する。
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三 生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上

食べる喜び、話す楽しみ等のＱＯＬ（生活の質）の向上を図るためには、口腔

機能の維持・向上が重要である。高齢期においては、摂食・嚥下等の口腔機能が

低下しやすいため、これを防ぐためには、特に、乳幼児期から学齢期 (満六歳に

達した日の翌日以降における最初の学年の始めから満二十歳に達するまでの機関

をいう。以下同じ。）にかけては良好な口腔・顎・顔面の成長発育及び適切な口

腔機能の獲得が、成人期から高齢期にかけては口腔機能の維持・向上を図ってい

くことが重要である。具体的には、口腔機能の健全な育成、口腔機能に影響を与

える習癖等の改善、口腔機能訓練等に関する歯科保健指導等が効果的である。

四 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健

障害者・障害児、要介護高齢者等で、定期的に歯科検診（健康診査及び健康診

断を含む。以下同じ。）又は歯科医療を受けることが困難な者に対しては、その

状況に応じた支援をした上で歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を

図っていく必要がある。

五 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

歯科口腔保健に関する施策を総合的に推進していくために、国及び地方公共団

体に歯科専門職である歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士を配置すること、ま

た、地方公共団体に歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者等に対する情

報の提供、研修の実施その他の支援を行う口腔保健支援センターを設置すること

が望ましい。

また、歯科に関する疾患の早期発見及び早期治療を行うため、定期的に歯科に係

る検診を受けることの勧奨を行うための支援体制の整備が必要である。

第二 歯科口腔保健を推進するための目標、計画に関する事項

口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小を目指して、国は、第一の二から五ま

でについて、それぞれアウトカムとしての目標、プロセスとしての計画を設定する。

一 目標、計画設定と評価の考え方

国は、歯科口腔保健にかかわる多くの関係者が共通の認識として持つ科学的根

拠に基づいた、実態把握が可能であり、かつ、具体的な目標を設定することを原

則とする。

具体的な目標・計画については、おおむね10年後を達成時期として設定するこ

ととし「歯科疾患の予防」及び「生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上」

のための目標、計画は、ライフステージごとの特性を踏まえたものとする。

また、設定した目標については、継続的に数値の推移等の調査及び分析を行い、

計画及び諸活動の成果を適切に評価することで、設定した目標の達成に向け必要

な施策を行うよう努める。

さらに、歯科口腔保健の推進にかかる施策の成果については、基本的事項の策定

後５年を目途に中間評価を行うとともに、10年後を目途に最終評価を行うことに

より、目標を達成するための計画及び諸活動の成果を適切に評価し、その後の歯

科口腔保健の推進にかかる施策に反映させる。
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二 歯科口腔保健を推進するための目標、計画

国が国民の歯科口腔保健について設定する具体的な目標、計画は、別表第一か

ら別表第四までに掲げるものとし、国はこれらの目標、計画に基づき、歯科口腔

保健の推進に取り組むとともに進行管理を行っていくものとする。

１ 口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小に関する目標･計画

口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小は、生活習慣の改善や社

会環境の整備によって我が国全体として実現されるべき最終的な目標である。

本基本的事項において、口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小

に関する具体的な目標は特に設定しないが、次の２から５に掲げる目標、計

画を達成すること等により実現を目指すこととする。

２ 歯科疾患の予防における目標・計画

う蝕、歯周病等の歯科疾患はライフステージごとの特性を踏まえ、乳幼児

期学齢期、妊産婦である期間を含む成人期、高齢期に分けて目標、計画を設

定する。

（１） 乳幼児期

健全な歯・口腔の育成を目標に設定し、その実現を図るため、歯科疾患

等に関する知識の普及啓発、食生活及び発達の程度に応じた歯口清掃に係

る歯科保健指導及びう蝕予防のための取組等に関する計画の具体的項目を

設定する。

（２） 学齢期

口腔状態の向上を目標に設定し、その実現を図るため、歯科疾患及び口

腔の外傷等に関する知識の普及啓発、食生活及び歯口清掃に係る歯科保健

指導並びにう蝕及び歯周病を予防するための取組等に関する計画の具体的

項目を設定する。

（３） 成人期（妊産婦である期間を含む）

健全な口腔状態の維持を目標に設定し、その実現を図るため、歯周病と

糖尿病・喫煙・早産等との関係性に関する知識の普及啓発、食生活及び歯

口清掃に係る歯科保健指導、う蝕及び歯周病の予防並びに生活習慣の改善

(禁煙等)のための取組等に関する計画の具体的項目を設定する。

（４） 高齢期

歯の喪失防止を目標に設定し、その実現を図るため、根面う蝕、口腔が

ん等に関する知識の普及啓発、食生活及び歯口清掃に係る歯科保健指導並

びにう蝕及び歯周病を予防するための取組等に関する計画の具体的項目を

設定する。

３ 生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上における目標・計画

生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上はライフステージごとの特

性を踏まえ、乳幼児期から学齢期、また、成人期から高齢期に分けて目標・

計画の具体的指標及び項目を設定する。

（１） 乳幼児期及び学齢期

口腔機能の獲得を目標に設定し、その実現を図るため、口腔・顎・顔面の

成長発育等に関する知識の普及啓発、口腔機能の獲得に影響を及ぼす習癖等

の除去、食育等に係る歯科保健指導等に関する計画の具体的項目を設定する。
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（２）成人期及び高齢期

口腔機能の維持・向上を目標に設定し、その実現を図るため、口腔の状態

と全身の健康との関係等に関する知識の普及啓発、義歯の手入れを含む歯口

清掃及び食育等の歯科保健指導並びに口腔機能の維持・向上に関する取組の

推進に関する計画の具体的項目を設定する。

４ 定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔

保健における目標・計画

定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な障害者・障害児、要

介護高齢者等については、定期的な歯科検診・歯科医療に関する目標を設定

し、その実現を図るため、定期的な歯科検診・歯科医療に関する実態把握、

歯科疾患及び医療・介護サービス等に関する知識の普及啓発等に関する計画

の具体的項目を設定する。

５ 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備における目標・計画

歯科口腔保健の推進体制の整備に向けた目標を設定し、その実現を図るた

め、歯科に係る検診の勧奨及び実施体制の整備、口腔保健支援センターの設

置並びに研修の充実等に関する計画の具体的項目を設定する。

第三 都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事項の策定に関する事項

一 歯科口腔保健推進に関する目標、計画の設定と評価

都道府県は歯科口腔保健の推進に関する法律等に基づき講ぜられる歯科口腔保

健の推進に関する施策につき、市町村等の関係機関・関係者との円滑な連携の下

に、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定め

るよう努めなければならない。

また、都道府県及び市町村は、歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たり、第

二に掲げた国が国民の歯科口腔保健について設定する目標、計画、ライフステー

ジの区分、設定期間等を勘案しつつ、地域の状況に応じて、独自に到達すべき目

標、計画等を設定する。また、設定した目標については継続的に数値の推移等の

調査及び分析を行い、計画及び諸活動の成果を適切に評価することで、設定した

目標の達成に向け必要な施策を行うよう努める。さらに、中間評価及び最終評価

を行うこと等により、定期的に、目標を達成するための計画及び諸活動の成果を

適切に評価するとともに必要な改定を行い、その後の歯科口腔保健の推進に係る

施策に反映させるよう努めるものとする。

二 目標、計画策定の留意事項

都道府県及び市町村における歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たっては、次

の事項に留意する必要がある。

１ 都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等の一体

的な取組を推進する観点から、これらの関係者の連携の強化について中心的な

役割を果たすとともに、地域の実情に基づいた歯科口腔保健の基本的事項を策

定するよう努めること。また、地域における歯科口腔保健に関する情報等を広

-75-



域的に収集・精査するための体制を整備し、その情報を市町村等へ提供するよ

う努めること。

２ 保健所は、所管区域に係る歯科口腔保健に関する情報を収集、管理及び分析し、

提供するとともに、地域の実情に応じ、市町村における基本的事項策定の支援

を行うよう努めること。

３ 市町村は、歯科口腔保健の基本的事項を策定するに当たっては、都道府県と連

携しつつ策定するよう努めること。

４ 都道府県及び市町村は、目標、計画の設定、評価において、調査分析等により

実態把握が可能であって科学的根拠に基づいた具体的目標を設定し、また、障

害者・障害児、要介護高齢者等で、定期的に歯科検診又は歯科医療を受けるこ

とが困難なものやその家族を含めた地域の住民が主体的に参加し、その意見を

積極的に反映できるよう留意するとともに、地域の実情に応じて、保健、医療

又は福祉に関する団体、研究機関、大学等との連携を図るよう努めること。

５ 都道府県及び市町村は、基本的事項の策定に当たっては、健康増進法(平成14

年法律第103号)に規定する都道府県健康増進計画、地域保健法(昭和22年法律

第101号)に規定する地域保健対策の推進に関する基本指針、都道府県が策定す

る医療法（昭和23年法律第205号）に規定する医療計画、高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和57年法律第80号）に規定する都道府県医療費適正化計画、

介護保険法（平成９年法律第123号）に規定する都道府県介護保険事業支援計

画及びがん対策基本法（平成18年法律第98号）に規定する都道府県がん対策推

進計画等との調和に配慮すること。

第四 調査及び研究に関する基本的な事項

一 調査の実施及び活用

国は、歯科口腔保健を推進するための目標・計画を適切に評価するため、その

設定期間や、評価の時期を勘案して、原則として５年毎に、歯科疾患実態調査等

の企画を行い、実施する。

また、国、地方公共団体等は、歯科疾患実態調査、国民健康・栄養調査、学校

保健統計調査、健康診査及び保健指導の結果、診療報酬明細書その他の各種統計

等を基に、個人情報の保護に留意しつつ、現状分析を行うとともに、これらを歯

科口腔保健の推進に関する施策の評価に十分活用する。

さらに、地方公共団体等は、得られた情報を歯科口腔保健の推進に活用できる

形で地域住民に提供するよう努めるものとし、国は、各地域で行われている施策

等を把握し、国民等に対し、情報提供するとともに、評価を行うものとする。

二 研究の推進

国及び地方公共団体は、効果的な国民の歯科口腔保健の状況の改善に資するよ

う、口腔の状態と全身の健康との関係、歯科疾患と生活習慣との関係、歯科口腔

保健と医療費との関係及び歯科疾患に係るより効果的な予防・治療法等について

の研究を推進し、その研究結果の施策への反映を図るとともに、的確かつ十分に

情報提供するものとする。
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この際、個人情報について適正な取扱いの厳格な実施を確保することが必要で

あることを認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、統計法（平成1

9年法律第53号）、地方公共団体において個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏

まえて制定される条例等を遵守する。

さらに、国及び地方公共団体は、保健、医療又は福祉に関する団体、研究機関、

大学、企業等との連携のもと、ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用して、全国規模

で健康情報を収集・分析し、効果的な歯科口腔保健の推進に関する施策を実施で

きる仕組みを構築するよう努める。

第五 その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項

一 歯科口腔保健に関する正しい知識の普及に関する事項

歯科口腔保健の推進は、基本的に国民一人ひとりの意識と行動の変容にかかっ

ており、国民の主体的な取組を支援していくためには、国民に対する十分かつ的

確な情報提供が必要である。このため、国及び地方公共団体が行う情報提供につ

いては、マスメディア、ボランティア、産業界、学校教育等多様な経路を活用し

ていくことが重要であり、その内容が科学的知見に基づいたものであり、分かり

やすく、取組に結びつきやすい魅力的、効果的かつ効率的なものとなるよう工夫

する。

また、生活習慣に関する正しい知識の普及に当たっては、家庭、学校、職場、

地域等の社会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性についても認識を高めること

ができるよう工夫する。

なお、情報提供に当たっては、特定の内容が強調され、誤った情報として伝わ

ることがないよう留意する。

さらに、歯科口腔保健の一層の推進を図るため、６月４日から10日まで実施さ

れる歯の衛生週間等を活用していく。

二 歯科口腔保健を担う人材

国及び地方公共団体においては、歯科専門職である歯科医師、歯科衛生士及び

歯科技工士並びに歯科口腔保健を担当する医師、保健師、助産師、看護師、薬剤

師、管理栄養士、栄養士その他の職員の確保及び資質の向上に努める必要がある。

さらに、歯科口腔保健がより円滑かつ適切に実施できるように、関係団体、関係

機関等との調整、歯科口腔保健の計画・施策への参画及び当該事業の企画・調整

を行う歯科口腔保健を担当する人材として歯科専門職である歯科医師、歯科衛生

士及び歯科技工士の確保等に努めることが望ましい。

また、これらの人材の資質向上を図るため、国において総合的な企画及び調整

の能力の養成に重点を置いた研修の充実を図るとともに、都道府県において、市

町村、医療保険者、地域の歯科医師会・医師会等の関係団体と連携し、最新の科

学的知見に基づく研修の充実を図ることが必要である。

さらに、歯科口腔保健の推進には、地域のボランティアの役割も重要であるた

め、主体的に歯科口腔保健に取り組むボランティアを養成する体制を推進するこ

とも重要である。
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三 歯科口腔保健を担う者の連携および協力に関する事項

地方公共団体においては、歯科口腔保健を担当する地方公共団体の職員だけで

なく、歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士、医師、保健師、助産師、看護師、

薬剤師、言語聴覚士、管理栄養士、栄養士、地域保健担当者、学校保健担当者、

介護職員等の歯科口腔保健を担う全ての者が情報を共有して連携・協力する体制

の確保・整備に努める必要がある。

医療保険者、医療機関（病院歯科、歯科診療所を含む）、障害者支援施設、障

害者入所施設、介護保険施設、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティ

ア団体等は、国及び地方公共団体が講ずる歯科口腔保健の推進に関する施策に協

力するとともに、地方公共団体は保健所、市町村保健センター、児童相談所等を

含めた歯科口腔保健を担う関係団体・関係機関等から構成される中核的な推進組

織を設置する等、互いに連携・協力して、歯科口腔保健を推進することが望まし

い。 特に、口腔・顎・顔面の発育不全を有する者、糖尿病を有する者、禁煙を

希望する者、妊産婦、周術期管理が必要な者等に対する医科・歯科連携を積極的

に図っていくことにより、歯科口腔保健の推進が期待される。障害者・障害児、

要介護高齢者等に対する歯科口腔保健対策の推進に当たっては、地域の病院や主

治医を含む障害者福祉・介護関係機関等の関係者との緊密な連携体制を構築する

ことが望ましい。

また、併せて、産業保健と地域保健が協力して行う取組の中で、全身の健康の

ために歯の健康が重要であるという認識を深めていくことが望ましい。

なお、災害発生時には、避難生活等における口腔内の不衛生等により生じる誤

嚥性肺炎の発症等の二次的な健康被害を予防することが重要である。平時から、

国民や歯科口腔保健を担う者に対して、災害時における歯科口腔保健の保持の重

要性について普及啓発等を行う等により、災害発生時に、速やかに被災者への対

応が行える体制を整備することが望ましい。

（別表第一から別表第四まで省略）
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医政発第 0114002 号 

健 発 第 0114006 号 

平成 15 年１月 14 日 

各都道府県知事 殿 

厚生労働省医政局長   

厚生労働省健康局長   

 

フッ化物洗口ガイドラインについて 

 

 健康日本 21における歯科保健目標を達成するために有効な手段として、フッ化物の応用は重

要である。   

 我が国における有効かつ安全なフッ化物応用法を確立するために、 平成 12年から厚生労働

科学研究事業として、フッ化物の効果的な応用法と安全性の確保についての検討が行われたと

ころであるが、この度、本研究事業において「フッ化物洗口実施要領」を取りまとめたところ

である。   

 ついては、この研究事業の結果に基づき、8020 運動の推進や国民に対する歯科保健情報の提

供の観点から、従来のフッ化物歯面塗布法に加え、より効果的なフッ化物洗口法の普及を図る

ため、「フッ化物洗口ガイドライン」を別紙の通り定めたので、貴職におかれては、本ガイド

ラインの趣旨を踏まえ、貴管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対して周知方お願いいた

したい。 

 

別 紙 

フッ化物洗口ガイドライン 

 

１．はじめに 

 

 フッ化物応用によるう蝕予防の有効性と安全性は、すでに国内外の多くの研究により示され

ており、口腔保健向上のためフッ化物の応用は、重要な役割を果たしている。   

 わが国においては、世界保健機関（WHO） 等の勧告に従って、歯科診療施設等で行うフッ化

物歯面塗布法、学校等での公衆衛生的応用法や家庭で行う自己応用法であるフッ化物洗口法と

いうフッ化物応用によるう蝕予防が行われてきた。特に、1970 年代からフッ化物洗口を実施し

ている学校施設での児童生徒のう蝕予防に顕著な効果の実績を示し、各自治体の歯科保健施策

の一環として、その普及がなされてきた。   

 そのメカニズムに関しても、近年、臨床的う蝕の前駆状態である歯の表面の脱灰に対して、

フッ化物イオンが再石灰化を促進する有用な手段であることが明らかになっており、う蝕予防

におけるフッ化物の役割が改めて注目されている。   

 こうした中、平成 11年に日本歯科医学会が 「フッ化物応用についての総合的な見解」  を

まとめたことを受け、平成 12年度から開始した厚生労働科学研究において、わが国におけるフ

ッ化物の効果的な応用法と安全性の確保についての研究 （「歯科疾患の予防技術・治療評価に

関するフッ化物応用の総合的研究」）が行われている。   

 さらに、第３次国民健康づくり運動である「21世紀における国民健康づくり運動」（健康日

本 21）においても歯科保健の「8020 運動」がとりあげられ、2010 年までの目標値が掲げられ

ている。これらの目標値達成のための具体的方策として、フッ化物の利用が欠かせないことか

ら、EBM （Evidence Based Medicine）の手法に基づいたフッ化物利用について、広く周知する

ことは喫緊の課題となっている。   
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 このような現状に照らし、従来のフッ化物歯面塗布法に加え、より効果的なフッ化物洗口法

の普及を図ることは、「8020」の達成の可能性を飛躍的に高め、国民の口腔保健の向上に大き

く寄与できると考えられ、上記の厚生労働科学研究の結果を踏まえ、最新の研究成果を盛り込

んだフッ化物洗口について、その具体的な方法を指針の形として定め、歯科臨床や公衆衛生、

地域における歯科保健医療関係者に広く周知することとした。 

 

２．対 象 者 

 

 フッ化物洗口法は、とくに、４歳児から 14歳までの期間に実施することがう蝕予防対策とし

て最も大きな効果をもたらすことが示されている。また、成人の歯頸部う蝕や根面う蝕の予防

にも効果があることが示されている。  

  

１）対象年齢 

 ４歳から成人、老人まで広く適用される。特に、４歳 （幼稚園児）から開始し、14 歳（中

学生）まで継続することが望ましい。その後の年齢においてもフッ化物は生涯にわたって歯

に作用させることが効果的である。   

２）う蝕の発生リスクの高い児（者）への対応 

 修復処置した歯のう蝕再発防止や歯列矯正装置装着児の口腔衛生管理など、う蝕の発生リ

スクの高まった人への利用も効果的である。 

   

３．フッ化物洗口の実施方法 

 

 フッ化物洗口法は、自らでケアするという点では自己応用法（セルフ・ケア）であるが、そ

の高いう蝕予防効果や安全性、さらに高い費用便益率（Cost-Benefit Ratio）等、  優れた公

衆衛生的特性を示している。特に、地域単位で保育所・幼稚園や小・中学校で集団応用された

場合は、公衆衛生特性の高い方法である。なお、集団応用の利点として、保健活動支援プログ

ラムの一環として行うことで長期実施が確保される。   

 

１）器材の準備、洗口剤の調製 

 施設での集団応用では、学校歯科医等の指導のもと、効果と安全性を確保して実施されな

ければならない。  

 家庭において実施する場合は、かかりつけ歯科医の指導・処方を受けた後、薬局にて洗口

剤の交付を受け、用法・用量に従い洗口を行う。   

２）洗口練習 

 フッ化物洗口法の実施に際しては、事前に水で練習させ、飲み込まずに吐き出せさせるこ

とが可能になってから開始する。   

３）洗口の手順 

 洗口を実施する場合は、施設職員等の監督の下で行い、5～10ml の洗口液で約 30秒間洗

口（ブクブクうがい）する。洗口中は、座って下を向いた姿勢で行い、口腔内のすべての歯

にまんべんなく洗口液がゆきわたるように行う。吐き出した洗口液は、そのまま排水口に流

してよい。   

４）洗口後の注意 

 洗口後 30 分間は、うがいや飲食物をとらないようにする。また、集団応用では、調整し

た洗口液 （ポリタンクや分注ポンプ）の残りは、実施のたびに廃棄する。家庭用専用瓶で

は、一人あたり約１か月間の洗口ができる分量であり、冷暗所に保存する。 
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４．  関連事項 

 

１）フッ化物洗口法と他のフッ化物応用との組み合わせ 

 フッ化物洗口法と他の局所応用法を組み合わせて実施しても、フッ化物の過剰摂取になる

ことはない。すなわちフッ化物洗口とフッ化物配合歯磨剤及びフッ化物歯面塗布を併用して

も、特に問題はない。   

２）薬剤管理上の注意 

 集団応用の場合の薬剤管理は、歯科医師の指導のもと、歯科医師あるいは薬剤師が、  薬

剤の処方、調剤、計量を行い、施設において厳重に管理する。   

 家庭で実施する場合は、歯科医師の指示のもと、保護者が薬剤を管理する。   

３）インフォームド・コンセント 

 フッ化物洗口を実施する場合には、本人あるいは保護者に対して、具体的方法、期待され

る効果、安全性について十分に説明した後、同意を得て行う。       

４）フッ化物洗口の安全性 

（１）フッ化物洗口液の誤飲あるいは口腔内残留量と安全性 

 本法は、飲用してう蝕予防効果を期待する全身応用ではないが、たとえ誤って全量飲み

込んだ場合でもただちに健康被害が発生することはないと考えられている方法であり、急

性中毒と慢性中毒試験成績の両面からも理論上の安全性が確保されている。   

① 急性中毒 

    通常の方法であれば、急性中毒の心配はない。   

② 慢性中毒 

 過量摂取によるフッ化物の慢性中毒には、歯と骨のフッ素症がある。歯のフッ素

症は、顎骨の中で歯が形成される時期に、長期間継続して過量のフッ化物が摂取さ

れたときに発現する。ッ化物洗口を開始する時期が４歳であっても、永久歯の歯冠

部は、ほぼできあがっており、口腔内の残留量が微量であるため、歯のフッ素症は

発現しない。骨のフッ素症は、８ppm 以上の飲料水を 20 年以上飲み続けた場合に

生じる症状であるので、フッ化物洗口のような微量な口腔内残留量の局所応用では

発現することはない。   

 （２）有病者に対するフッ化物洗口 

 フッ化物洗口は、うがいが適切に行われる限り、身体が弱い人や障害をもっている人が

特にフッ化物の影響を受けやすいということはない。腎疾患の人にも、う蝕予防として奨

められる方法である。また、アレルギーの原因となることもない。骨折、ガン、神経系お

よび遺伝系の疾患との関連などは、水道水フッ化物添加 （Fluoridation）地域のデータ

を基にした疫学調査等によって否定されている。  

 

５．「う蝕予防のためのフッ化物洗口実施マニュアル」   

 フッ化物応用に関する、より詳細な情報については、厚生労働科学研究 「フッ化物応用に関

する総合的研究」班が作成した「う蝕予防のためのフッ化物洗口実施マニュアル」を参照され

たい。   
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都道府県及び市町村における歯科保健業務指針について
健政発第１３８号

平成９年３月３日

各 都道府県知事

各 保健所を設置する市の市長

各 特別区区長 あて 厚生省健康政策局長通知

「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」は、平成６年７月１日法律第

８４号をもって公布され、その一部はすでに施行されているところであるが、平成９年４月

１日からの同法の全面施行に伴い、住民に身近で頻度の高い保健サービスについては、原則

として市町村において一元的かつきめ細かな対応を図ることとなった。

このため、平成９年度の新たな体制による地域における歯科保健業務の推進が必要となっ

たのに伴い、今般別添のとおり業務指針を定め、平成９年４月１日より適用することとした

ので通知する。

今後はこの指針に基づき、都道府県及び市町村における歯科保健業務の積極的な推進に努め

られるよう格段の御配慮をお願いする。

なお、「保健所における歯科保健業務指針」(平成２年６月２８日健政計第２３号、歯第

１８号)は平成９年４月１日をもって、廃止するものとする。

(別 添)

都道府県及び市町村における歯科保健業務指針

少子・高齢社会を迎え、地域における歯科保健業務については、これまでの妊産婦・乳幼児を

中心とした母子歯科保健の向上だけでなく、成人・高齢者に対する８０２０運動の推進、要介護

者の歯科対策等についても視野に入れる必要がある。

そこで新たな地域保健法の体系の下での歯科保健業務のあり方について、都道府県、保健所及び

市町村の役割を明らかにするため、以下のような指針を示すものである。

第一 都道府県等における歯科保健業務について

1 地域歯科保健体制の整備について

(1) 企画・調整・計画の策定

都道府県は、住民の生涯を通じた歯科保健対策推進のため、健康づくり推進協議会等

を活用し、市町村、関係団体、医療・福祉関係機関等と連携して地域歯科保健に関する

計画の策定、施策の具体化を行うこと。また医療法に基づく地域保健医療計画の作成に

際しては、二次医療圏毎に歯科保健対策が計画的に推進されるよう配慮し、管轄の保健

所は当該計画に沿った歯科保健事業の推進に当たって、必要な調整を行うこと。

また、企画した事業を円滑かつ適切に推進するためには、事業の成果について評価を行

うとともに市町村に対する助言指導に努め、また歯科衛生士の積極的な配置を市町村に

働きかける等、円滑かつ効率的な業務実施体制による事業の展開に努めること。

(2) 歯科専門職の確保

都道府県は、歯科保健事業が円滑かつ適切に実施できるように、市町村、関係団体、

医療・福祉関係機関等との調整、地域歯科保健の計画・施策への参画、当該事業の企画

・調整を行う歯科専門職種の確保等に努めること。

(3) 調査・研究

都道府県は、歯科疾患実態調査等を実施するとともに、管下の地域の歯科保健に関す

る課題に照らし合わせながら、歯科保健等の調査・研究並びに歯科保健対策の技法に関

する研究を関係団体、研究機関、大学等との連携を図りながら実施すること。
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(4) 情報の収集・提供

都道府県は、歯科保健関連情報及び歯科関連施設情報等を広域的に収集・精査するた

めの体制を整備し、その情報を市町村等に提供するとともに、保健所で行う歯科保健業

務の推進に活用し、さらに、地域性や住民ニーズに即した歯の健康づくり情報誌等の作

成・提供に努め、歯科保健の普及・啓発を図ること。

(5) 事業所、学校との連携

事業所、学校等で行われる歯科保健事業が円滑に実施されるよう、担当部局間の連携

を密にし、事業の実施状況の把握等を行うこと。

２ 人材の育成・活用について

(1) 歯科専門職等に対する教育研修

都道府県は、3の(6)の3)の教育研修のほか、歯科専門職員及び歯科保健事業に従事す

る他職種の教育研修を行うことにより、それらの者の最新の歯科保健等に関する知識の

習得及び歯科保健対策技術の向上を図るとともに、健康づくりに関連する分野の研修等

についても充実するよう努めること。

(2) 食生活改善推進員等ボランティアの育成、支援

都道府県は、歯科保健関連の事業のより一層の効果的な実施を図るため、住民参加型

の地域ボランティアの活動が積極的に展開されるよう、関連機関と連携して食生活改善

推進員等のボランティア育成等を図ることのできる体制整備に努めること。

(3) 歯科衛生士養成への協力

都道府県は、保健所等において歯科衛生士養成施設の学生実習に対する協力を行い、

良質な地域歯科保健を担うことのできる資質の高い歯科衛生士の養成に努めること。

３ 保健所における歯科保健業務について

(1) 専門的かつ技術的な業務の推進

1) 保健所は、難病、障害者等に対する訪問を含めた歯科検診・保健指導等専門的な歯

科保健対策の実施等に努めるとともに、市町村が実施主体となる母子歯科保健事業、

老人歯科保健事業、乳幼児を中心とするう歯の予防処置事業、８０２０(ハチマル・

ニイマル)運動等の積極的な歯の健康づくりの普及啓発事業に対して、市町村の求め

に応じて、専門的な立場から技術的助言等の援助に努めること。

2) 保健所は、事業所、学校等で行われる歯科保健事業が円滑に実施されるよう、事業

の実施状況を踏まえ、求めに応じて助言、指導等に努めること。

(2) 連携、調整

保健所は、地域において歯科保健事業が総合的・効果的に推進されるよう、管下市町

村とともに、関係団体、医療機関、福祉施設、ボランティア組織等との連携を密にし調

整を図るとともに市町村相互間の連絡調整等の促進に努めること。

(3) 調査・研究等の推進

保健所は管下の地域の歯科保健に関する実状に照らし合わせながら、歯科保健の現状

・課題等の調査・研究、歯科保健対策の技法に関する研究等を関係団体、研究機関、大

学等との連携を図りながら実施すること。また必要に応じて歯科保健対策と密接に関連

のある食生活状況をも視野に入れた調査研究等も実施すること。

(4) 情報の収集・提供

1) 保健所は、所管区域に係る保健、医療、福祉に関する歯科情報の幅広い収集、管理

及び分析を行うとともに、関係機関及び地域住民に対して、これらの適切な情報提供

に努めること。

2) 市町村保健センター(口腔保健室)や地域の関係団体等と協力しつつ、住民からの相

談等に総合的に対応できる情報ネットワークの構築に努めること。

-83-



(5) 企画・調整機能の強化

地域保健医療計画、母子保健計画や老人保健福祉計画等の策定に参加し、各種の地域

歯科保健サービスについての目標の設定や専門的立場からの評価・検討を行うとともに、

地域における在宅歯科サービスの保健・医療・福祉のシステム構築、病院歯科や口腔保

健センターと歯科診療所との連携等を推進する方策を図ること。また、そのための役割

を担うことのできる人材の確保等の方策に努めること。

(6) 市町村に対する技術的な指導・支援

次のような事項についての市町村に対する支援を行うこと。

1) 保健所は、管内市町村の地域特性を生かした事業を市町村と連携して推進するよう

努めること。

2) 保健所は、市町村の求めに応じて、市町村保健センター(口腔保健室)の運営に関す

る必要な協力を行うよう努めること。

3) 保健所は、市町村における地域歯科保健活動が円滑かつ適切に実施できるよう、歯

科専門職員及び潜在歯科専門職等を対象に教育研修を実施し、その研修の内容につい

ては、歯科保健対策だけでなく健康づくりに関する関連分野をも含む幅広いものとな

るよう配慮すること。

4) 保健所は、新たな歯科保健対策技術の提供、市町村の求めに応じ歯科衛生士未配置

市町村への指導及び技術的支援を行うこと。この場合の技術的支援に当たっては、そ

の対象者に応じ各都道府県担当部局との間で必要な連携を密にするよう配慮するこ

と。

(7) 保健所を設置する市(特別区)の保健所における歯科保健業務について

保健所を設置する市(特別区)の保健所は、市町村保健センター等の歯科保健活動の拠点

及び福祉部局をはじめとした関係部局との有機的な連携の下に、前記の(1)に掲げる専門

的かつ技術的業務の推進、(2)に掲げる連携、調整、(3)に掲げる調査・研究等の推進、(4)

に掲げる情報の収集・提供及び(5)に掲げる企画及び調整の機能の強化に努めること。

第二 市町村等における歯科保健業務について

１ 企画・実施体制の調整

(1) 歯科保健に関する計画の策定

市町村は、歯科保健対策を合理的かつ効果的に推進するため、母子保健計画等の地域

保健計画の中に歯科の健康教育・健康相談、保健指導及び健康診査等の事項についても

積極的に取り入れて立案するよう努めること。

なお、立案に当たっては、地域特性、社会資源及び専門技術者等の実態把握のもと、

必要に応じて保健所の支援を受けるなど関係機関との連携を密にし、事業の調査、分析

及び評価を行い、新しい事業計画の方向を検討すること。

(2) 情報収集・提供

市町村は、歯科保健関連情報等を積極的に収集し、自らが行う歯科保健業務の推進に

活用するとともに、保健所に対する情報の提供にも努めること。

(3) 歯科衛生士の確保

市町村は、歯科保健に関する事業が円滑かつ適切に実施できるように、保健所、関係

団体等と連携を図りながら、必要に応じて歯科衛生士等の確保に努めること。

(4) 医療・福祉関係機関等との連携・協力体制の整備

市町村は、歯科保健に関する事業を円滑かつ効果的に実施するため、市町村健康づく

り推進協議会等を活用するとともに、かかりつけ歯科医をはじめとする地域の歯科医療

機関、関係団体、福祉関係機関等と連携を図り、事業の実施体制などに関し十分な連絡

調整を行いつつ事業を実施すること。
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(5) 事業所、学校との連携

市町村は、事業所、学校等で行われる歯科保健事業との連携等が図れるよう、事業の

実施状況の把握等を行い、必要に応じて連携を図ること。

(6) 市町村保健センターの口腔保健室の整備

身近で利用頻度の高い歯科保健サービスが市町村において一元的に提供されることを踏

まえ、各市町村は歯科保健活動の拠点として口腔保健室の設置等の体制整備に努めるこ

と。

２ 歯科保健事業について

市町村は、身近で頻度の高い歯科保健サービスを可能な範囲で実施することとされているので、

対応する保健事業範囲を明確化し、必要に応じて保健所と協力の下に市町村保健センター(口

腔保健室)等を拠点として歯科保健事業を実施すること。なお、市町村が行うことが適当と考

えられる歯科保健事業は概ね次のとおりであるが、その具体的内容については、市町村がそれ

ぞれの地域特性等を勘案して判断すること。

(1) 母子に関すること

(2) 成人に関すること(８０２０運動等)

(3) 老人に関すること(在宅寝たきり老人も含む)

(4) 地域の特性に応じた歯科保健事業等

母子保健に関する歯科保健サービスの具体例を示すと、市町村は、母子保健について、

妊娠、出産から育児まで及び乳幼児保健についての一貫したサービスの提供主体となる

ため、母子保健にかかる歯科保健事業については、妊婦健診時の口腔清掃法の指導や、

一歳六か月児健康診査、三歳児健康診査時等のう歯予防の指導など、身近で頻度の高い

歯科保健サービスが行われることとなる。

これらのサービスを提供するためには、市町村保健センター(口腔保健室)等を拠点に

保健所等関係機関との協力体制の確保及び役割分担の調整を行い歯科保健サービスを展

開していくことが望まれる。成人・老人等の歯科保健事業についても同様である。

また、これらの歯科保健事業を行うに当たっては、市町村保健センター等の施設にお

いて実施するほか、市町村保健センター等施設外においても、訪問歯科指導、地域団体

等の依頼による講演会の開催等を行い、住民にとって利用し易い形での事業の実施に努

めること。

３ 地域組織育成について

市町村は、歯科保健事業を円滑に推進するとともに、住民の自主努力、相互協力による歯科

保健の向上に資するため、関連機関と連携して食生活改善推進員等の地域ボランティアの養成

や地域ボランティア組織の育成に努めるとともに、その自主性を尊重した活用を図ること。

４ 啓発普及について

歯科保健事業を進めるに当たっては、住民に対する動機づけが極めて重要であることから、

歯科保健関連情報の提供や歯及び口腔の健康づくりにつながる行事の積極的な開催等に努める

こと。

５ 人材育成・活用について

市町村は、住民の歯科保健対策を円滑かつ適切に進めるため、歯科保健事業に従事する職員

の研修等に努め、また、潜在歯科衛生士の教育研修及び活用を図ること。なお、この場合歯科

専門分野に限らず、健康づくりに関連する分野についての資質の向上にも努めること。
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豊の国８０２０運動推進協議会設置要綱

（目 的）

第１条 歯の健康は活力ある人生８０年を送るための基本であることから、大分県地域保健

協議会と協議連携のうえ、歯を失う原因である「う蝕」、「歯周疾患」等の予防対策や咀

嚼、咬合、構音、嚥下等に係わる歯、口腔の重要性の普及啓発を各ライフステージに合

わせて展開することを目的に豊の国８０２０運動推進協議会を設置する。

（所掌事項）

第２条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議を行う。

① ８０２０運動推進計画の策定

② ８０２０運動推進にあたっての指導、助言

③ ８０２０運動推進特別事業の評価・検討

④ その他、必要な事項

（組 織）

第３条 協議会は委員１５名以内で組織する。

２ 協議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により選出する。

３ 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

（任 期）

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

（会 議）

第５条 協議会は会長が召集し、協議会の議長は会長をもって充てる。

（代 理）

第６条 委員である者が協議会に出席できない場合は、その協議会当日のみ代理の者を委嘱

された委員に代わり委員と認めるものとする。

（意見聴取）

第７条 協議会は必要に応じて、学識経験者及び関係者から意見を聴取することができる。

（部 会）

第８条 協議会は専門的な事項の検討を行うため部会をおくことができる。

（庶 務）

第９条 協議会の庶務は、大分県福祉保健部健康づくり支援課に置く。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が委員会に

諮って定める。

附 則

この要項は平成１９年 ２月１５日から施行する。

この要項は平成２３年 ３月１７日から施行する。

この要項は平成２８年 ４月 １日から施行する。
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所属　職名 氏　名

大分県栄養士会　会長 安部　澄子

大分県歯科衛生士会　会長 有松 ひとみ

大分合同新聞社　文化科学部長 安東　公綱

大分県看護協会　副会長 甲斐 久美子

大分県ＰＴＡ連合会 理事 甲斐 みどり

大分大学医学部　教授 河野　憲司

市町村保健活動研究協議会　副会長 川内 ちえみ

大分県歯科医師会　地域福祉担当理事 河野　俊貴

健保連大分産業保健師連絡協議会会長 杉﨑　愛希

大分県歯科医師会　地域保健担当理事 谷口　之規

大分県歯科医師会　会長 長尾　博通

大分県食生活改善推進協議会　副会長 荷宮 みち惠

大分県医師会　常任理事 藤本　保

（参考）助言者

所属　職名 氏　名

大分県保健所長会　会長 内田　勝彦

大分市保健所健康課　課長 竹野 美和子

大分県教育委員会体育保健課　課長 井上　倫明

大分県福祉保健部医療政策課　課長 廣瀬　高博

豊の国８０２０運動推進協議会委員名簿

委　員（任期　H29.7.1～H31.6.30）
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大分県歯科口腔保健計画策定専門部会設置要綱

（目 的）

第１条 大分県における歯科保健医療に係る計画の策定を専門的に行い、もって大分県

における歯科保健の推進に資するため、豊の国８０２０運動推進協議会の専門部会と

して、大分県歯科口腔保健計画策定専門部会（以下「部会」という。）を設置する。

（事 業）

第２条 部会は以下に掲げる事業を行う。

（１）大分県歯科口腔保健計画の策定作業に関すること

（２）その他大分県歯科口腔保健計画に関すること

（組 織）

第３条 部会は、委員１１人以内で構成する。

２ 委員の任期は平成３０年３月３１日までとする。

３ 部会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

（職 務）

第４条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会 議）

第５条 部会長は必要に応じ、部会に委員以外の者の参加を求めることができる。

（庶 務）

第６条 部会の庶務は、福祉保健部健康づくり支援課において行う。

（その他）

第７条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２１年 ９月２５日から適用する。

この要綱は、平成２４年 ５月１５日から適用する。

この要綱は、平成２９年 ４月２０日から適用する。
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大分県歯科口腔保健計画策定専門部会委員

（任期 平成２９年 ７月１２日～平成３０年３月３１日）

委 員

所 属 職 名 氏 名 備 考

大分県歯科医師会 地域福祉担当理事 陶山 直昭

大分県歯科衛生士会 専 務 理 事 甲斐 智子

大分県歯科医師会 地域保健担当理事 谷口 之規

大分市保健所 健康課長 竹野 美和子

市町村保健活動研究協議会 広報部長(津久見市) 濱田 圭加

大分県教育庁体育保健課 指導主事兼主幹(総括） 吉野 賢一郎

大分県福祉保健部高齢者福祉課 主幹（総括） 渡邉 康弘

大分県福祉保健部障害福祉課 課長補佐(総括） 小池 達郎

大分県地域保健課長会 地域保健課長 甲斐 優子

事務局

所 属 職 名 氏 名 備 考

大分県福祉保健部健康づくり支援課 部参事監兼課長 藤内 修二

大分県福祉保健部健康づくり支援課 課長補佐(総括) 大津 孝彦

大分県福祉保健部健康づくり支援課 課 長 補 佐 軸丸 三枝子

大分県福祉保健部健康づくり支援課 主 幹 清水 久美恵

大分県福祉保健部健康づくり支援課 主 査 首藤 成彦
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