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①妊産婦 歯科健康診査 実施       
はい 22
いいえ 13

   場合  頃 行      答     
仙台市
大和町
富谷市
塩竈市
多賀城市
名取市
岩沼市
亘理町
山元町

大河原町

柴田町
川崎町
白石市
角田市
丸森町

石巻市

東松島市
女川町
加美町
栗原市
気仙沼市
南三陸町

②妊産婦期 歯科健康指導 実施       

はい 28
いいえ 7

   場合  頃 行      答     

仙台市

大和町
大郷町
富谷市
大衡村
塩竈市
多賀城市
松島町
七ヶ浜町
利府町
名取市
岩沼市
亘理町
山元町
村田町
柴田町
川崎町
白石市
角田市
丸森町
石巻市
女川町
加美町
美里町
登米市
栗原市
気仙沼市
南三陸町

母子健康手帳交付時 行     
妊婦歯科健康相談
健診時 医療機関 実施
パパママ教室Ｂにて実施している。
歯科医院  歯科健診 際 保健指導 同時 受  

母子手帳交付時 歯科健診受診時
母子手帳交付時 実施

1.妊産婦期

対象：市内 住所 有 健診 希望  妊婦   頃：通年
          時 実施（年４回歯科健診実施） 希望者  
今年度  県    事業   実施（10月 2月）

妊娠中（毎週6月 翌2月末  ）受診可能
年3回 妊産婦 対象   母親学級 中 行     
妊娠期間中 歯科医療機関 委託  実施
妊娠期間中 1回 指定 歯科医院  個別 歯科健康診査 実施

安定期（ケースによっては医師に相談の上受診）
妊娠中に1回実施している（個別健診）
通年
母子健康手帳交付日 受診券 交付 
交付 日  出産日前日   町内委託歯科医療機関 受診

年間 通  実施 個人受診方式 妊娠期間中 1回利用    
年 4回実施        教室Ｂ（妊婦歯科健康診査）  実施     
妊娠中 1回（母子手帳交付時 受診券交付）

平成29年度   妊婦歯科健康診査 通年 実施 安定期  受診         妊婦自身
 体調 良 時  指定医療機関 予約   受診       
妊娠期    歯科保健対策事業（妊婦歯科健診）
妊娠安定期（16 27週） 体調   時 受診 
妊娠中 1度歯科医院  健診 行     
母子手帳交付時 案内 妊婦 体調 良 時 

年3回 妊産婦 対象   母親学級 中 行     

受診券（母子健康手帳）交付時  出産日  1人1回受診可（歯科医師会委託業務）

妊婦歯科健康診査：妊娠期 通  年3回（歯   教室）
年4回 希望者 実施
     歯科健診 相談（年4回希望者 実施）

  頃：上記歯科健康診査     個々 状況 応  歯科保健指導 実施        母
子健康手帳交付時     歯科健康教育 実施     
①に同じ
母子健康手帳交付時 個別面談 実施
今年度  妊婦歯科健診時 実施 
母子健康手帳交付時
①に同じ

妊婦歯科健康診査時及 妊娠期    歯科保健対策事業実施時 行     

母子健康手帳交付時    妊婦歯科健診時 
母子手帳交付時
母子手帳交付時
妊婦歯科健診
母子手帳交付時 保健師        用  指導 配布

母子手帳交付時 妊婦歯科健診
母子手帳交付時 歯科健診 受診 勧    
母子手帳交付時
            （両親学級）年4回 健康相談月１回
母子手帳交付時      歯科健診 相談
①母子手帳交付時  ②妊婦歯科健康診査時

母子手帳交付時 個別指導
妊娠期間中 1回歯科健康診査時 実施 

はい

いいえ

はい

いいえ
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③妊産婦自身 歯 口 食生活 歯口清掃等 関  情報     胎児 乳児 歯 発育 母体 栄養等    
   指導 行       
はい 33
いいえ 2

   場合  頃    方法 行      答     
仙台市

大和町

大郷町
富谷市

大衡村

塩竈市

多賀城市
七ヶ浜町

利府町

名取市

岩沼市
亘理町
山元町
大河原町
村田町
柴田町
川崎町

白石市

蔵王町
七ヶ宿町
角田市
丸森町
石巻市
東松島市
女川町
大崎市
色麻町
加美町
涌谷町
美里町
栗原市
気仙沼市

南三陸町

母子健康手帳配布時        配布 栄養士   個別 栄養指導 実施
    教室Ｂ 中  歯科医師 栄養士 講話  伝     
母子手帳交付時 保健師 指導 行    （妊娠期 食生活     妊婦歯科健診     
についてなど

母子手帳交付時 妊婦歯科健診受診時 妊婦訪問時 資料 用    説明    
大崎市で実施している教室の中で栄養指導を実施している
母子健子手帳交付時        使用  指導
母子手帳交付時 実施
母子手帳交付時 保健師        使用  話 
母子健康手帳交付時 行     

母子健康手帳交付時 食生活等    話      
母子健康手帳交付時 口頭 
母子手帳交付時 個別指導
母子健康手帳交付時 個別相談 際            用  指導    
母子健康手帳交付時        配布 
母子手帳交付          配布  啓発

母子手帳交付時
母子健康手帳交付時 保健師 栄養士 実施
母子手帳交付時
母子健康手帳交付時
母子手帳交付時 保健師        用  指導 配布
母子手帳交付時        配布     6 月児育児相談  乳児 歯 手入 ,仕上 磨
きについて講話している。

母子手帳交付時
母子健康手帳 交付時（毎週金曜日）             （両親学級）年４回 健康相
談月1回
母子手帳交付時 保健師   集団指導       歯科健診 相談（歯科医師講話 健診 管
理栄養士 集団指導 DH       指導 保健師 栄養士 DH 個別相談  ）
母子手帳交付時        用  保健指導 行    
母子健康手帳交付時 集団（   個別）指導 実施    

母子健康手帳交付時 個別面談 実施
今年度  妊婦歯科健診時 実施
母子健康手帳交付時        使用 指導     乳児     歯 萌出 合  離乳
食教室等でも指導している。
妊婦歯科健康診査：妊娠期 通  年3回 歯科医師講話 歯科衛生士   歯科指導 栄養
士による栄養のお話
妊婦歯科健診時 歯科医師   講話 歯科衛生士 栄養士 集団指導

②の回答に同じ
母子手帳交付時       等使用          時 歯科医師講話 資料配布 歯科衛生
士による個別指導。保健推進員による布シアターの実施

はい

いいえ
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①1歳6 月児歯科健康診査 前 歯科健康診査及 歯科保健指導 実施       

0
24
8
4

仙台市※① 大和町 大郷町 多賀城市 七ヶ浜町 利府町
名取市 岩沼市 亘理町 大河原町 村田町 柴田町
川崎町 蔵王町 石巻市 東松島市 女川町 大崎市
色麻町 涌谷町 美里町 栗原市 気仙沼市 南三陸町

仙台市※② 富谷市 大衡村 松島町 七ヶ宿町 角田市
加美町 登米市

※② 幼児期   歯有病者率等各区 実情 勘案 ,1歳児歯科保健教室 12 月児歯科健診   区単独事業   実施    

塩竈市 山元町 白石市 丸森町

②1歳6 月児歯科健康診査  3歳児歯科健康診査    歯科健康診査及 歯科保健指導 実施      

0
4
33
0

実施    場合  頃      方法 行      答     

大和町
七ヶ浜町
大河原町

大崎市

仙台市
大郷町
富谷市

大衡村

塩竃市
多賀城市

松島町

利府町
名取市
岩沼市

亘理町

山元町
大河原町

村田町

柴田町
川崎町
白石市

蔵王町

七ヶ宿町
角田市

丸森町

石巻市

東松島市

女川町
大崎市
色麻町

2歳6 月児歯科検診
2歳6 月児歯科健診（歯科栄養集団指導 個別指導）
2歳6 月児歯科健康診査（保健        集団健診）
2歳6 月児 対象 歯科健康診査 実施  歯科診察 歯科保健指導   化物歯面塗布
（希望者のみ）を実施している。

2歳6 月児 7 月児 対象 集団健診 保健指導 行    
2歳6 月歯科健診→計測 食事指導 歯   指導 歯科健診 保健相談等
2歳6 月児 歯科健診   実施

2歳児歯科相談→1.6健診事後指導場面        歯   指導 口腔内観察等実施  
いる

両方同時
2歳6 月児全員 個別通知  歯科健康診査 保健指導 行    

２歳６ 月児健診   実施 歯科医師   診察 歯科衛生士   集団 個別指導 実施 
2歳 2歳3 月児 2歳6 月 2歳9 月児 3歳 3歳3 月児 対象  歯科医師 
  診察  歯科衛生士         指導 実施   歯 要観察歯    児  
栄養士による個別指導を実施。
2歳6か月のお子さんに対して通知案内・集団健診

歯科保健指導  
未就学児（希望者）対象  月１回子育     相談（歯科相談）  歯科衛生士  個別指導
2歳6 月 8 月頃 健康相談事業 実施

両方同時

歯科健康診査  
歯科保健指導  
両方同時
実施していない

1歳10 月児歯科相談 歯科衛生士 栄養士 個別支援

2歳6か月児健康診査
年度内 3歳   児 対象   化物塗布事業  健診 指導 実施
2歳6か月児健診に、健診と指導の両方実施
1歳6 月児健診 2歳6 月児歯科健診 3歳児健診
①1歳10 月 2歳2 月頃 無料  素塗布券 配布  歯科医院 歯科健康診査
及び保健指導を実施
②2歳5 月 2歳7 月頃 2歳児歯科健康診査実施 集団 歯科健康診査
及び保健指導を実施
2歳児歯科健康診査 実施（対象：2歳6 7 月児）
2歳6 月児歯科健康診査   歯科診察   素塗布 歯科衛生士   集団指導 
合わせて希望者に個別指導実践。

2歳半 幼児歯科健診   実施
2歳児歯科健診 集団 
2歳6 月児歯科健康診査時 歯科医師   歯科健診 歯科衛生士   
歯科保健指導        
2歳児歯科健診
2歳6 月児歯科健診（歯科 栄養集団指導 個別相談）
2歳6 月児親子歯科健康診査  実施     

2歳6 月児歯科健診 実施
1歳6か月児、2歳児、2歳6か月児、3歳児6か月児の各健診時にパワーポイントを用いた
集団指導 個別  事後指導 行     

歯科健康診査  
歯科保健指導  
両方同時
実施していない

歯科保健指導  

※① 4 月児育児教室 離乳食教室等    歯科保健教育 指導 実施 8-9 月児乳児健診    
     ☆        等 配布  小児科医   歯 口 健康    啓発 保健指導 実施     

2.乳幼児期

実施していない

歯科保健指導のみ

両方同時

実施していない

歯科保健指導のみ

両方同時
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加美町
涌谷町

美里町

登米市

栗原市

気仙沼市
南三陸町

③1歳6 月児歯科健康診査後 3歳児歯科健康診査   歯科予防処置等 実施      

はい 24
いいえ 11

   場合  頃      方法 行      答     
塩竈市
多賀城市
松島町
利府町
名取市
亘理町
大河原町
村田町
柴田町
川崎町
白石市
蔵王町
角田市

丸森町

石巻市

東松島市

女川町
大崎市
加美町
美里町
登米市

栗原市

気仙沼市

南三陸町

④3歳児歯科健康診査 結果 貴市町村 一人平均  歯数     答 下   

市町村 平成28年度 市町村 平成28年度
仙台市 0.66本 白石市 1.2本
大和町 0.67本 蔵王町 0.27本
大郷町 1.11本 七ヶ宿町 0本
富谷市 0.35本 角田市 0.93本
大衡村 0.44本 丸森町 1.12本
塩竈市 0.68本 石巻市 1.05本
多賀城市 0.85本 東松島市 0.85本
松島町 1.18本 女川町 1.1本
七ヶ浜町 0.77本 大崎市 1.13本
利府町 0.25本 色麻町 2.13本
名取市 0.71本 加美町 0.82本
岩沼市 0.69本 涌谷町 0.64本
亘理町 1.08本 美里町 1.07本
山元町 1.96本 登米市 0.81本
大河原町 0.84本 栗原市 0.7本
村田町 1.20本 気仙沼市 1.04本
柴田町 0.86本 南三陸町 0.97本
川崎町 0.75本

2歳6か月児健康診査時にフッ化物塗布を実施している。
希望者 対 1歳6 月児歯科健診 2歳児  素塗布事業 2歳半歯科健診   素塗布 実施
3歳児 対    素塗布受診券 交付 町内歯科医院   素塗布 実施（1回）

2歳6 月児歯科健診   化物歯面塗布 実施
1歳6 月児健診 対象児 希望  家庭 子     化物塗布 行      
1.6歳児 2歳児 3歳児（  化物塗布：低濃度）歯   法
1歳6 月児健診 2歳 2歳6 月児歯科健診 3歳児健診時  保護者 希望 確認    歯
科医師     化物歯面塗布 実施 

1歳6 月児健診 2歳6 月児歯科健診時 希望者   化物塗布 実施
①1歳10 月 2歳2 月頃 無料  素塗布券 配布  歯科医院   素塗布 実施
②2歳5 月 2歳7 月頃 2歳児歯科健康診査時 希望者   素塗布 実施
2歳歯科健康診査時 希望者   化物歯面塗布 実施 
2歳6 月児歯科健康診査   歯科診察   素塗布 歯科衛生士   集団指導 合   希
望者に個別指導実践。
2歳6 月児 7 月児 対象   集団健診時   化物塗布 行      
2歳6 月歯科健診時 希望者 対    化物塗布 実施    

2歳6 月児歯科健康診査時 希望者   素塗布 行      
2歳児歯科健診   化物塗布（希望者） 実施
1歳6 月児 2歳6 月児 3歳6 月児健診時 希望者   化物歯面塗布 実施
2歳6 月児親子歯科健康診査    化物塗布 行     
年度内 3歳   児 対    化物塗布 事業（3回/年）

2歳6 月児歯科検診 際 希望者 対  有料   素塗布 実施
2歳6 月児歯科健診（  化物塗布）希望者
②に同じ
2歳児歯科健診   化物 歯   法 塗布

2歳6か月健診で希望者に対しフッ化物塗布
2歳6 月児歯科健診 希望者   素塗布 実施
2歳6 月児歯科健診時   化物塗布 行    

2歳 2歳6 月時  市内 3     分         歯科健診及 歯科保健指導 実施 

2歳6 月児健診  歯科健康診査 保健指導   化物塗布 実施     
2歳半頃 集団歯科健診及 保健指導 実施

2歳6 月児 2歳6 月歯科健診   実施

2歳児健診（集団）     歯科健康診査前 歯科医院 歯科衛生士   
集団指導 行   後 個別指導 行     
①2歳児歯科健診（集団方法） ②2歳6 月児歯科健診 3歳児歯科健診（個別受診方
式）

両方同時（前ページの続き）

はい

いいえ
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⑤3歳児歯科健康診査受診後  就学時歯科健康診断前 幼児     歯科健康診査 実施      

はい 8
いいえ 27

   場合何歳  何回程度行      答 下  
多賀城市

松島町

利府町
名取市
大河原町
柴田町
川崎町

石巻市

⑥3歳児歯科健康診査受診後  就学時歯科健康診断前 幼児     歯科保健指導 実施      

はい 20
いいえ 15

   場合何歳  何回程度行      答     
大和町
多賀城市
松島町
七ヶ浜町
利府町
名取市

亘理町

大河原町

村田町

川崎町
蔵王町
七ヶ宿町
角田市

石巻市

女川町
加美町

涌谷町

美里町
栗原市

気仙沼市
 年 5 6回程度 希望  保育所  歯科講話 保健指導 実施     対象児 3歳 6
歳。

町立幼稚園 保育所   依頼 受    歯予防 話 行     （4 所）
市内 子育 支援    利用者 中 4 5歳児  市内10 所 各年1回 

   園 保育所 子育 支援    等 年1回  出前講座   実施（0 5歳児）
町内保育施設    歯磨 指導 １回/年程度実施
  化物洗口事業実施施設 歯磨 指導 １回/月程度実施

保育所入所児 対象 年1回集団指導 行    

市内公立施設（児童     保健所 幼稚園） 4 5歳児 親子 対象 年1回実施
 市内保育所（0 5歳児対象）  歯   教室 実施     保育所側   希望    
保護者 対象      年 一保育所 1 2回実施 
 市内子育 支援     子育 支援事業   0歳児 就学前 児   保護者 対象   
歯予防等 関  歯科保健指導 実施 年 一施設 1 4回実施 

保育所 在籍  4歳児 5歳児 対 歯   教室 実施（年6回×2施設）
4 6歳児 年1回

幼稚園 保育所通所児 対象 歯科指導 行     
3 4 5歳児 対象 1 2回実施     
認定   園（3.4.5歳児）年3回実施 幼稚園：（3.4.5歳児 保護者）年 3回実施

町内 保育所（園） 幼稚園 4 5歳児 対象   化物洗口    歯科衛生士   歯科保
健指導を実施している。
歯 口 健康   事業   保育施設 出向  2 3歳児 年1回 4歳児 年2回 5歳児 年3
回実施

認可保育所（園） 認定   園 私立幼稚園 園医   歯科保健指導 実施
市立保育所年1回（3 4 5歳児）  私立保育園年1回（3 4 5歳児）

公立保育所 3.4.5歳児 年1回実施
町立幼稚園 保育所 年中児（4 5歳児） 対 年5回  実施
認可保育所  指導（年2回）

２．②に同じ

市立保育所及 認定保育所（園）    年2回 市立幼稚園    年1回実施 （0 5歳
児）

町立保育所（4歳児 5歳児 年2回） 町立幼稚園（4歳児 5歳児 年1回）
認定   園：（年2回） 幼稚園：（年 1回）

市立保育所年2回（0 5歳児）
保育所 主体 歯科健診 年2回行      

公立保育所 3.4.5歳児 年2回実施
町立幼稚園（3 所 年1回） 町立保育所（4 所 年2回） 年中（4 5歳児） 対 実
施。
認可保育所（園） 認定   園 私立幼稚園 施設主体 実施

はい

いいえ

はい

いいえ
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⑦3歳児歯科健康診査後 歯科予防処置等 指導 実施      

はい 8
いいえ 27

   場合  頃      方法 行      答     
松島町

名取市

亘理町

大河原町

川崎町

角田市

石巻市

美里町

⑧  歯予防 減少    化物歯面塗布   化物洗口 有効         認識       

はい 35
いいえ 0

⑨歯科保健事業 一環     化物応用（歯面塗布 洗口等） 行      

歯面塗布 15
洗口 2
両方 10
いいえ 8

仙台市

大和町

塩竈市

多賀城市

松島町

利府町

名取市

岩沼市

亘理町
大河原町

村田町

柴田町 2歳児歯科健診時 歯科医     化物塗布 実施（希望者）
実施人数：223人（28年度）

 2歳6 月児歯科健診時  化物歯面塗布（725人/年）
 市立保育所4 所（4 5歳児）   化物洗口（163人）
  化物洗口 希望  幼稚園 保育所（園）※年長児  
平成29年度：13施設 328人実施
②．⑥に同じ。フッ化物洗口は7施設、244人に実施。
2歳児歯科健診 希望者 歯   法 塗布144人（受診者 90.2％）
歯面塗布：1歳6 月児健診 2歳6 月児健診時 希望者 村田町保健     実施
1歳6か月：71人実施（H28実績） 2歳6か月66人実施（H28実績）
洗口：保育所 通所    年長児 年中児 対象 実施 町内保育所1 所41名

施設数1 1歳6 月児健診（259人/336人） 2歳6 月児歯科健診（213人/331人） 3
歳児健診（309人/345人）の集団健診で希望者に実施
1歳6 月児健診 2歳6 月児歯科健診 今年度  3歳児健診  希望者   素塗布 実施
平成28年度 1施設 875人
 2歳児歯科健診時 家庭用  素    希望者 対 塗布    
 2歳6 月児歯科健診       素 歯面塗布 行      実施施設 2歳 2歳6 月  
らも保健福祉センター1ヵ所。実施人数は2歳児60人、2歳6か月児70人
 幼稚園 保育所 年中児（4 5歳児） 週1回   素洗口
2歳6 月児歯科検診 際 希望者 対  有料   素塗布 実施 
※平成28年度243人 実施

健診結果 踏  個別指導 行     

*1仙台市フッ化物洗口導入支援事業：フッ化物洗口の実施を希望する保育所・幼稚園に対して、
初年度 必要 物品 提供 説明会    支援   行   
*2仙台市フッ化物洗口継続実施補助事業：フッ化物洗口実施に係る必要経費を保育所・幼稚
園に補助するもの フッ化物洗口実施施設数：159施設 実施人数：6,546人
１歳６ 月児健診時 希望者 歯科医師   素塗布 実施 
H28年度 309人 施設数1

   場合  頃      方法 行      答      
また、その時の施設数及び実施人数をお答えください

市立保育所年1回（4歳児   化物  話   化物洗口実施）
（5歳児にフッ化物洗口の確認）
⑥に同じ
町内5保育施設を経由し5歳児保護者へフッ化物塗布や予防 塞 勧  内容        送
付
認定こども園（4.5歳児）、幼稚園（3.4.5歳児）に保護者の同意がある児を対象にフッ化物洗
口を実施
4 5歳児  歯科保健事業時   化物 啓発 行     
保育所 幼稚園 子育 支援     子育 支援事業    歯科保健指導 際  保護者 
フッ化物等についての指導を取り入れている。

町立幼稚園 保育所 週1回   素洗口 年5回 歯磨 巡回指導
はい

いいえ

歯面塗布のみ

洗口のみ

両方

いいえ
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川崎町

白石市

蔵王町

角田市

丸森町

石巻市

女川町

大崎市

加美町

涌谷町

美里町

登米市

栗原市

気仙沼市

南三陸町

⑩歯科保健事業 一環     化物歯面塗布   化物洗口     行     場合 実施 難  理由 
  お答え下さい

市町村
大郷町

富谷市

大衡村

七ヶ浜町

山元町
東松島市

色麻町

・フッ化物洗口は他機関との連携が難しい、予算確保も難しい
   化物歯面塗布    財政的 理解 得   難  
実施           不足

集団健診等 場面    化物塗布 洗口     有効性     歯科健康 担当         歯科医師 
協議      確実性   意味 実施 見送     

人員不足

2歳6か月児健康診査時に、フッ化物塗布を実施している
洗口 町内幼児施設6 所4.5歳児 実施 実施人数134人 歯面塗布 総合      南三
陸 1歳6 月 2歳 2歳6 月児 対象 実施 実施人数延157人（平成30年1月現在） 町
内歯科医院3施設 3歳児 対象 実施 実施人数37人（平成29年12月現在）

理由
     不足 実施施設  協力体制構築  至       

  化物歯面塗布  定期的 塗 直    考   歯科保健事業 一環   市 集団事業   取 組    
受診人数的に難しさがある。また、できるだけ早期から、かかりつけ医を持ち定期的にメンテナンスする必要性を伝えて
行 方 有効  考     

以前 歯科健診時   化物洗口 勧奨      使用率           平成21年度  初回 
歯科健診（1歳 1歳3 月児対象）   素入 歯磨 剤 配布  歯科医師  使用方法 説明  
歯科衛生士       指導     内容 変更   歯磨 剤使用 有無 幼児健診 確認  現在 約8割 
使用している。

月1回ずつ開催している1.6歳児健診、2.6歳児健診、3歳児健診において保護者の希望を確認の
     化物歯面塗布 実施 Ｈ28年度 1.6歳138人 2.6歳116人 3歳165人
歯面塗布：1･6健診時 歯科医師   塗布 対象者＋     者 Ｈ28実績84+26＝110
名
洗口：3歳児健診 対象者 Ｈ28年実績 104名
   幼児保育施設 4.5歳児 H28年実績 3施設 実人数84名 週5回法
1歳6 月児健診 対象者    化物塗布 希望  家庭 子供 対象 歯科医師 指示   
歯科衛生士 塗布    （年12回 実施人数160名）
希望  保護者    化物塗布 1.6歳児 2歳児 2.6歳児 3歳児 3.6歳児 歯科健診 実
施 29年度  4歳児5歳児 通園  幼児施設5 所   化物洗口導入   事業開始
1歳6 月児健診 2歳 2歳6 月児歯科健診 3歳児健診時  保護者 希望 確認      
化物歯面塗布 実施 施設数 2 所 実施人数 平成28年度 1,611人 

平成28年度 1歳6 月児健診142名 2歳6 月児歯科健診171名
歯科診察時  歯科医師   化物塗布     
①1歳10 月 2歳2 月頃 地区歯科医師会 委託  個別 実施
②2歳5 月 2歳7 月頃 2歳児歯科健康診査 集団 年5回実施 1回   15 20名

 2歳児歯科健康診査時 希望者   化物歯面塗布 行        歯科診察後 歯科医師
又 歯科衛生士 滅菌済 綿棒 用  塗布    平成28年度実績：実施施設数 4（2歳児
歯科健康診査会場数） 実施人数851名（88.0％）

1歳6 月児健診 2歳児歯科健診 3歳児健診時 歯面塗布 実施（平成28年度1歳6 月児
健診37人 2歳児歯科健診31人 3歳児健診35人）
保育所年長児 対象   化物洗口 実施（2 所31人（平成28年度））
1.6健診→年44回 911人   2.6歯科健診→年28回 745人

⑨歯科保健事業 一環     化物応用（歯面塗布 洗口等） 行      （前    続 ）

 1歳6 月児健診（54名） 2歳6 月児健診（33名） 3歳6 月児健診（50名）時 歯
科医師     化物塗布 実施 実施人数137名（H28年度）  認定   園（4.5歳児）
101名・幼稚園（3.4.5歳児）19名でのフッ化物洗口実施。実施人数120名
  化物洗口：幼稚園 保育園244人（H29）    化物塗布：2歳6 月児親子歯科健康診
査160人（H28年度）
 該当年度内 満3歳 迎  児 内   化物塗布 希望  児 対象 年3回集団形式 塗布
をしている。 施設数1 実施人数延129人
 保育所1 所   化物洗口（毎日法） 実施   （平成29年度 2施設）実施人数実39
名
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仙台市

大和町

大郷町

富谷市

大衡村

塩竈市

多賀城市

松島町

七ヶ浜町

利府町

名取市

岩沼市
亘理町

山元町

大河原町

村田町

柴田町

川崎町

白石市

蔵王町

七ヶ宿町

角田市

丸森町

3 5 月児健診：保護者 RD    歯科保健指導実施        相談（1歳児）：児 RD   実施 歯
科衛生士 栄養士 保健指導  1歳6 月児健診 2歳6 月児歯科健診：希望者 無料   化物塗布 歯科
衛生士 栄養士 保健指導  3歳児健診：  歯  広報 名前掲載 歯科衛生士 栄養士 保健指導

 乳幼児健診 歯科衛生士  口腔       集団保健指導 実施    歯科健康診査 結果   歯    
 高 人   個別      指導 実施    歯科健康診査 結果   歯   人  紹介状 渡  健診後 
  歯科医院 受診        

3歳6 月児健康診査       歯0本（処置歯 含 ）  子     賞状 授与        希望者  
広報 写真 掲載           歯   子 対   受診勧奨    
 乳幼児健診等  歯    仕方 食生活   化物    等 集団 個別指導 実施    1歳 誕生相談 
RDテスト（保護者）の実施。 ・フッ化物塗布事業
 4 5 月児健診  歯科口腔衛生指導   1歳 誕生日訪問時   歯予防    日中保護者 対  栄養
士 個別指導    3歳6 月児健診    歯    子   対  町広報誌 顔写真 掲載
 平成29年度  公立 幼稚園 保育園   化物洗口事業 行         3歳6 月児健診  食事内容 
    内容 量 頻度 詳細 確認  必要時 栄養士  個別指導 行     
 1歳 誕生日相談 実施  歯 萌出時期 母子 対    歯予防 対  意識付  実施（母：RD   
児：染 出  ）    1歳半 2歳半 3歳半健診 歯科衛生士 2人  配置 個別 染 出       指導
保健所ではみがき指導

・幼児健診時の集団指導（パネルシアター）・フッ化物について個別相談（他食事おやつについて） ・2歳6か月児
歯科健診時  化物洗口液   実施（集団指導時）   3歳6 月児健診   歯   児 紹介状渡 受診
勧奨   健康相談時 歯科指導   育児    等  集団 個別指導実施
早期対策 必要    各種乳幼児教室 相談 健康診査    歯科保健指導 行    
  歯本数 多 子   対   電話等 歯科受診状況 確認   歯科保健指導 実施     
 2歳半幼児歯科健診   3歳児健診    歯     広報 写真 掲載     伝    
 3歳児健診    歯    子    表彰   広報  顔写真掲載
 １歳児 誕生相談時 同伴者  ＲＤ    児  歯石染 出  Br.支援    ２歳児歯科健診   化物塗
布  方 対  ５ 月後再塗布勧奨 通知   ３歳児健診  歯  児 広報掲載

3歳児健診 歯科衛生士         指導 他     飲 物 摂 方    歯科衛生士 栄養士 個別
 指導        3歳児健診   歯     児（処置歯   除 ） 写真 広報誌 掲載  年度末 表
彰状を贈っている。
 3歳児  実施       2歳  誕生日月   歯予防    送付 3歳児健診以降必要 応  歯科受
診 治療経過 状況確認TEL 実施  歯科保健研修会 地域（保育所 幼稚園）  出前講座
 妊娠期  歯科保健指導 3 4 月児健診 離乳食講習会 1歳児育児体験事業 歯科保健指導 1歳6 月児
健診 2歳6 月児歯科健診 希望者   素塗布 今年度  3歳児健診  希望者   素塗布
   歯予防    歯           作成  各歯科健診 受  後     貼     子  自身   歯
   達成感 味          保護者  意識 向上 図       3歳6 月児健診       歯   
子     賞 授与  広報誌 氏名 掲載        宮城県歯科医師会主催 歯       応募  受
賞  親子 写真 経験談 広報 掲載      2歳6 月児健診  3歳6 月児健診   1年間 生活習慣
 乱    歯 増     問題      昨年度  3歳 誕生時期          送付  意識向上 図 
ている。
認可保育所や地区組織事業等での情報提供等を実施
 3歳児健康診査時       指導 食事指導 歯科医療機関  受診勧奨 実施 
 健康相談 歯科保健指導 実施 

⑪３歳児   歯対策     聞     歯科健康診査以外 取 組        貴市町村 対策  知     
い（どの様なことでもいいので必ず記入願います）

平成27年度   3歳児       85        開始  仙台歯科医師会 仙台小児科医会 東北大歯学研
究科  関係主体  連携 協働    乳歯萌出期     歯予防対策        
 ２．②⑥ 同     ３歳児健診   歯   子 町 広報 掲載（希望者）
 健康   ２１推進大会    食育    健康   体験      開催（H29.11.12）
子供  大人  全  世代 歯 口腔 健康       考      機会     
子   関         仕上    体験 歯   圧        危険度      体験    
             歯科相談
 10 12 月児 対象 歯   教室 実施    １歳６ 月児健診 RD   実施     ２歳児健診 染 
出        指導実施    ３歳児健診   歯     児 写真 広報誌 掲載
３歳児健診   歯    子   （希望者  ） 写真 広報 掲載     （   目標 歯    頑張 
ている親御さんもいる）
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石巻市

女川町

大崎市

色麻町

加美町

涌谷町

美里町

登米市

栗原市

気仙沼市

南三陸町

 児童館 保育所    親子      教室 実施     保護者及 保育士等 歯科保健指導 実施   歯
予防に取り組んでいる。
 保健師 栄養士   健康教室実施時  孫  菓子      与 方    等  歯予防啓発     配布
      祖父母  対策 行     
 1歳6 月児健康診査時 対象者全員 個別       指導 行     早期 口腔内 状態 把握    
  予防      等 行      
 3歳児健診   歯     子   顔写真 名前 広報 載    歯予防 啓発 行     
 3歳児健診   歯     子               応募 呼 掛          入賞者 広報 紹介
    歯予防 啓発 行     

間食 時間 量   生活習慣 整        歯 減  指導
広報への記事掲載やリーフレット作成と配布、子育て支援センターや保育所・こども園等への啓発、町の健康フェスティバ
   歯科保健情報 周知等

4か月児健診 保護者への口腔ケアの推進 7か月児相談 仕上げ磨きの体験 1歳2か月児相談 衛生士による
口腔内観察 ｶﾘｵｽﾀｯﾄ検査 1歳6 月児健診      者 再度呼 出    化物塗布 乳幼児歯科健診   
歯保有者  歯科受診 確認
 3歳児健診   歯     児 写真 名前 広報 載     
市広報   歯   子 写真 掲載 集団  健診  歯科衛生士 保健指導 実施 2歳児歯科健診  ＲＤ
    唾液           歯科衛生士 行    （親子 ）
・1歳6か月時、2歳児時、2歳6か月児時、3歳6か月時と、1人に4回フッ素塗布の機会を設けている。
 早期   意識付     妊婦歯科健診 生後10 11 月育児相談  個別指導 実施 
 1歳6 月児健診 2歳 2歳6 月児歯科健診 3歳児健診 間食 歯   等  歯予防 関  個別指導 実
施。
・生活および食生活全般に渡る指導も実施。
 保護者 了解 得  3歳児健診   歯   子 顔写真 広報 掲載 

 1歳児    相談 要観察歯又   歯    児          1歳6 月健康診査時 個別 指導 行 事
    後 口腔環境悪化 防     3歳児健康診査時 染 出  行  保護者 歯垢 付着状況 確認   
   保護者   歯予防 対  意識 高     指導        子育 支援     子育 支援事業 保
育所等 食生活 生活    歯    大切     歯予防    啓発     

子育 支援    来所者 対象 年2回歯科医師 歯科衛生士   歯科相談会 実施 6 月児育児教室  
集団指導 場   歯予防 大切  伝     
 乳幼児健診   相談場面 歯   指導 食事指導等 啓発     又 増進計画 母子保健計画 指標 
なっていることから、庁内委員等と情報を共有し、それぞれの部署においても啓発している
 地区組織     情報 共有  地区健康教室等 地域住民 対  啓発    

⑪歯科健康診査以外 取 組        貴市町村 対策  知      （前    続 ）
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①学校  連携    児童生徒 対象   歯科保健活動 実施      

はい 20
いいえ 15

②貴市町村    12歳児（中学1年生） 一人平均  歯数  答 下  

市町村 平成28年度 市町村 平成28年度
仙台市 0.92本 白石市 1.05本
大和町 0.89本 蔵王町 0.78本
大郷町 未把握 七ヶ宿町 無回答
富谷市 1.35本 角田市 0.83本
大衡村 0.2本 丸森町 0.6本
塩竈市 1.44本 石巻市 1.97本
多賀城市 未把握 東松島市 0.97本
松島町 1.35本 女川町 2.1本
七ヶ浜町 2.5本 大崎市 1.47本
利府町 1.29本 色麻町 1.32本
名取市 0.82本 加美町 1.12本
岩沼市 0.67本 涌谷町 1本
亘理町 1.21本 美里町 1.72本
山元町 2.22本 登米市 1.68本
大河原町 0.84本 栗原市 1.3本
村田町 2.31本 気仙沼市 0.88本
柴田町 1.69本 南三陸町 2.55本
川崎町 0.4本

①    町（市 町 村）  歯周疾患検診 主   成人歯科検診 実施       

32
3

仙台市 富谷市 塩竃市 多賀城市 松島町 七ヶ浜町
利府町 名取市 岩沼市 亘理町 山元町 大河原町
村田町 柴田町 川崎町 白石市 蔵王町 七ヶ宿町
角田市 丸森町 石巻市 東松島市 女川町 大崎市
色麻町 加美町 涌谷町 美里町 登米市 栗原市
気仙沼市 南三陸町

大和町 大郷町 大衡村

②歯周疾患検診 対象者     何歳 実施      答      

仙台市

富谷市
塩竃市
多賀城市
松島町
七ヶ浜町
利府町
名取市
岩沼市
亘理町
山元町
大河原町

村田町
 国民健康保険加入者    40 45 50 55 60歳   方 実施
・各種健診（特定健診、結核・肺がん検診等）を受ける方を対象に実
施

40,50.60.70歳
40歳・50歳・60歳・70歳
41.51.61.71歳
40歳、50歳、60歳、70歳

40.50.60.70歳
40.50.60.70歳の方
40歳・50歳・60歳・70歳
40・50・60・70歳の節目検診

40,50,60,70歳の節目健診として実施
年齢 基準日    40.50.60.70歳 方
40.45.50.55.60.65.70歳

毎年実施

*30歳.40歳.50歳.60歳.70歳
   20歳 市民 対象    20歳       事業  実施  歯
周病予防         能力 向上 支援 行     

3.学齢期

4.成人期・高齢期

毎年実施
実施していない

実施していない

毎年実施

実施していない

はい

いいえ
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柴田町
川崎町
白石市
蔵王町
七ヶ宿町
角田市
丸森町
石巻市
東松島市

女川町

大崎市
色麻町
加美町
涌谷町

美里町

登米市
栗原市
気仙沼市
南三陸町

③歯周疾患検診 実施方法     当      １  ○印        （複数回答  ）

28
0
1
4

仙台市 富谷市 塩竃市 多賀城市 松島町 七ヶ浜町
利府町 名取市 岩沼市 亘理町 山元町 大河原町
柴田町 白石市 蔵王町 七ヶ宿町 角田市 丸森町
石巻市 東松島市 大崎市 色麻町 加美町 涌谷町
登米市 栗原市 気仙沼市 南三陸町

村田町
川崎町
女川町
美里町

市町村 平成28年度 市町村 平成28年度
仙台市 10.2% 七ヶ宿町 13.0%
富谷市 5.8% 角田市 10.5%
塩竈市 6.0% 丸森町 8.1%
多賀城市 6.6% 石巻市 6.5%
松島町 3.7% 東松島市 3.1%
利府町 10.8% 女川町 3.7%
名取市 9.0% 大崎市 2.0%
岩沼市 12.1% 色麻町 9.6%
山元町 5.9% 加美町 9.9%
大河原町 8.4% 涌谷町 0.9%
村田町 6.9% 美里町 5.1%
柴田町 5.6% 登米市 16.3%
川崎町 7.1% 栗原市 20.6%
白石市 14.0% 気仙沼市 9.1%
蔵王町 7.7% 南三陸町 8.5%

④歯周疾患検診 受診率     答      

町内歯科医師 依頼
町 医療機関 委託  実施 
町 医療機関 委託  実施    
町内歯科医師及 東北大学歯学部 協力 得 実施     

健診専門機関に委託
その他

歯科医師会 委託

その他

40.50.60.70歳
40.45.50.55.60.65.70歳

歯科医師会 委託
大学の医局に委託

健診専門機関に委託
川崎町

20.30歳以上の申込者
①30.40.50.60.70歳
②①以外 歯周疾患検診 希望  20歳以上 方
31.40.50.60.70歳
40.50.60.70歳

19 29歳及 40.50.60.70歳（平成28年度） 40.50.60.70歳
（平成29年度）
40 70歳
40 70歳   5歳刻 
30.40.50.60.70歳

満40.50.55.60.65.70歳
30.35.40.45.50.55.60.65.70歳
40.50.60.70歳
40.50.60.70歳の方に対して実施

30.35.40.45.50.55.60.65.70歳
40.45.50.55.60.65.70歳
30 70歳 5歳刻  年齢

②歯周疾患検診 対象者     何歳 実施      答      （前    続 ）
40・50・60・70歳
18 74歳  

歯科医師会

健診専門機関

その他
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⑤歯周疾患検診後 事後処置 指導 重点健康相談（歯周疾患）  行       

はい 16
いいえ 6

   場合  頃      方法 行      答 下   
仙台市

富谷市
塩竈市
名取市
亘理町
大河原町

村田町

柴田町
川崎町
白石市
石巻市
加美町

美里町

登米市
栗原市
気仙沼市

⑥歯周疾患検診 実施     理由 簡潔  答      

大和町

大郷町
大衡村

⑦今後 歯周疾患検診 実施予定     答      

32
3

市町村 開始年度 市町村 開始年度 市町村 開始年度
仙台市 平成12年度 大河原町 平成14年度 女川町 平成16年度
富谷市 平成25年度 村田町 平成17年度 大崎市 平成18年度 （合併時より実施）
塩竈市 平成18年度 柴田町 平成10年度 色麻町 無回答
多賀城市 平成17年度 川崎町 平成22年度 加美町 平成15年度
松島町 平成18年度 白石市 平成15年度 涌谷町 平成10年度
七ヶ浜町 平成29年度 蔵王町 無回答 美里町 平成19年度
利府町 平成22年度 七ヶ宿町 平成21年度 登米市 無回答
名取市 平成18年度 角田市 平成22年度 栗原市 平成19年度
岩沼市 無回答 丸森町 平成26年度 気仙沼市 不明
亘理町 平成29年度 石巻市 平成21年度 南三陸町 無回答
山元町 無回答 東松島市 平成21年度

大和町※① 大郷町 大衡村
※①平成30年度

従来どおり実施予定
今後実施予定

従来どおり実施予定

今後実施予定

健康   21推進大会  節目歯科検診（40.50.60.70歳） 実
施 平成28年度     調査実施  実態把握済 今後実施 向 
て検討中。
     不足
歯科相談等 実施      参加者           

検診終了直後 各医療機関 実施
健診時 医療機関 保健指導 実施
歯周病検診受診  歯科医院  保健指導 事後指導 実施    

実施医療機関毎 個々 状況 応  指導 実施
受診者 事後指導    町内歯科医師   講話 個別相談（希望者） 行     対象者  
個別に通知している。

健診時 医療機関 保健指導  含  実施         委託     

検診時 歯科医 判断   実施
受診 際 歯科医 判断   実施
歯周病検診後歯科医   指導

歯周病健診受診後 各歯科医院 実施
 各種健診受診者    歯科健診 希望   方 対象 歯科医師   歯科健診後 歯科衛生士
   歯科指導等 歯科相談 行     

実施医療機関   指導 実施    
委託先 歯科医療機関 実施     

検診 引 続 同歯科医療機関 実施    他歯科医療機関紹介
検診終了後 検診結果             合   歯科保健指導 個別 実施

受診  医療機関  個別 実施(指導用       活用     歯間    使用法  個々 
状況に応じた指導を実施)

はい

いいえ

従来どおり実施

予定

今後実施予定
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⑧歯周疾患検診 受診率向上 為 行        答     

仙台市

富谷市

塩竈市

多賀城市

松島町

七ヶ浜町

利府町

名取市
岩沼市
亘理町

大河原町

村田町

柴田町
川崎町
蔵王町
七ヶ宿町

角田市

丸森町

石巻市

東松島市
女川町
大崎市

加美町

涌谷町

美里町

栗原市

気仙沼市

南三陸町

 対象年齢外（30.40.50.60.70歳） 20歳以上 希望者     受診   体制       
 特定健診日 日程 合   実施  受診率 向上 目指     
 節目（30.40.50.60.70歳）年齢   無料 受診   年度          ＰＲ     
・対象者全員に通知。受診勧奨のパンフレットを同封。
 健診期間 後半 再通知        機会 歯科健診受診 勧  
対象者全員 受診券 個別通知 行       検診期間中間  受診勧奨（再通知） 行     
広報・ホームページ・新聞等に掲載し周知している。
受診券の送付、未受診者に対する勧奨通知

目立    大   封筒 申込書 入 歯        同封    
広報  周知 実施期間 延長 特定健診時 受診勧奨 受     方 受診勧奨
歯科相談 地区 健康教育等  周知 啓発 申込  受診     人     受診勧奨 実施    
平成30年度 申 込      30.40.50.60.70歳 方全員  口 健康        受診勧奨    送付  
予定です
健康増進法 歯周疾患検診対象者  受健勧奨    配布
特定健診対象者  標準的 成人歯科健診質問紙票  配布 結果返信
20歳者への啓発用チラシの配布

広報・対象者への案内通知
通知等の工夫
健康教育 場  周知 広報等  掲載 検診 受診意向確認調査 実施 対象者 拡大 検診料無料 健康   
ト対象
①対象者全員に個別で通知している ②町の広報誌い掲載し、周知している
・市報による周知
・申し込みがあったが未受診の方への受診勧奨、健診の対象となる転入者へも健診票と受診勧奨の文書を送付

対象者へ個別通知を実施 町広報誌・ホームページで事業内容を周知。
・対象者へ受診券を送付する時、パンフレットを同封
・受診期間が1/2を過ぎた時点で受診勧奨の記事を広報誌に掲載
 （国保加入者対象）受診票送付時 受診勧奨     同封       受診  方  記念品（今年 歯  
シ）を送付し、6024を達成した方のうち希望者は広報紙に氏名を掲載している
・対象者全員に受診券を個別通知（パンフレット同封） ・広報等でのPR ・受診者へ健康ポイントの付与
対象者 個別通知（   ）     掲示 広報誌 掲載 町民   車内 掲示

対象者全員に受診票と受診勧奨のチラシを送付 広報・ホームページへの掲載
平成27年度  申 込 制   実施 検診期間 2 月間    受 忘     無    実施1 月前      
る受診勧告をおこない、受け忘れることがないようお知らせしている。
 町広報誌及        掲載 住民健診一括申込     同封
 各種団体（老人    健康   推進員     人材      ）  啓発
・対象者全員へ受診票と受診勧奨のちらしを送付
 広報紙  PR   平成30年度  実施期間 2 月間  6 月間  延長  受診可能期間 確保   
広報・FMなとらじ、リーフレット等で周知 地域の健康講話時に周知、検診期間の中間に再通知している
申込制ではなく対象者全員に受診票を送付している

対象者全員 受診券等 個別通知 行    他      作成 歯科医師会      医師会 薬剤師会 産業
保健関係団体 送付  全身 健康 歯周病 関係     啓発 行        啓発用懸垂幕 作成  検診実
施期間中に市役所本庁舎や各区役所庁舎に掲示した。
 検診時初年度対象者（40歳）   検診申込 有無 関係  検診票 送付    
 検診 時期 合   歯周病       市民公開講座 開催
 本市保健事業       場面 検診 周知 行  検診期間中 追加申込 随時受付    
対象者全員 受診票 送付     受診者数及 受診率 向上 図     広報紙等 活用 検診 重要性 広 
周知している
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⑨歯周疾患検診 個人       管理（所有）       答     （複数回答  ）

31
3

14
20
1

仙台市

七ヶ浜町

利府町

名取市

柴田町
川崎町

石巻市

加美町

涌谷町
美里町
登米市

栗原市

気仙沼市

南三陸町

12
21
2

仙台市

利府町
名取市
亘理町
柴田町
川崎町

石巻市

色麻町
涌谷町
登米市
栗原市
南三陸町

運動機能や食事などの指導と併せて、口腔機能の維持向上も含めた介護予防教室を開催している（業者委託）
一般介護予防事業   口腔 関  講話 行     

28年度多職種研修実施

介護予防事業として講師をよんで実施

 出前講座          健口体操！ 口腔機能編  挙        高齢者対象 健康教室     口腔機能
を高めるために口腔体操や口腔ケアの実践を取り入れている。

介護予防の口腔機能向上教室、地区活動や健康教育等の中で実施
地域での健康教育等
 歯科衛生士   口腔       講話    健康   教室 中     体操 実施

介護予防事業の一環として、事業の一部で口腔ケアや口腔体操の講話や実技指導を実施している
出前講座 地域 公民館   健康教育    実施

いいえ
無回答

はいの場合その内容についてお答えください。
生活機能が低下していると認められる、要介護者又は要支援状態となる可能性の高い高齢者に対し、口腔機能向上に向
けたプログラムを提供するもの

摂食嚥下外来のある病院を紹介
ケアマネージャーや包括支援センター等から保健師に「飲食時のムセ等」について相談が入り、県のリハビリ相談につなげ、言
語聴覚士等が対応。
(内容)むせがひどく、飲み込みが悪い。
(対応)食形態    材 活用等       行  改善   場合  歯科医院 紹介       対応 
訪問 義歯 合    相談   受診 勧  

   口 機能障害     事業 行       

はい

 乳児 咽頭 喉頭軟化症   嚥下力低下  児 咀嚼力低下  児  保健師    
 高齢者 嚥下 問題 発音 不明瞭     相談 地域包括支援     受  際 県 地域    相談支援事
業を活用し、ＳＴに訪問していただいて状態の査定や対応について助言、指導を頂いております。
食事形態         食             歯科医師  往診依頼
  滑舌  話     固    食      等 相談     口 体操 歯科医師  相談 勧   

・総合的な相談の一部として、健康教室の場などで「むせやすくなった」、「以前よりも硬いものが食べにくくなった」、「口が渇く」
などの相談がある。
 口腔体操 口腔   実践 義歯 不適合 原因   考    場合  歯科医院受診 勧   

歯科相談 従事    歯科医   助言 医療機関  受診勧奨等
内容） 口渇       固    食     等  対応）個別相談 対応 医療機関  受診勧奨等

  歯科受診  方 良  ？ 相談     歯 本数 少  方 相談    助言 受診勧奨
包括支援センターへ、むせやすい人に対するお弁当の配達があるかの相談や要介護認定者の場合、言語聴覚士がいたり、
口腔機能向上プログラムを実施しているデイケアを紹介している
・訪問・健康教育時・来所相談等で様々な症状の相談あり
対応：口腔機能向上 講話 体操  実践指導 行    

ア 口の機能障害に関しての相談を受けたことがありますか。

はい
いいえ
無回答

はいの場合その内容と対応についてお答えください。
「固い物が食べにくい」「むせやすい」「口が渇く」等といった症状のある高齢者へ口腔機能向上の介護予防プログラムを提供し
ている

行政（郡市区町村）
歯科医師会（地区）

⑩口の機能障害（食べられない・話せないなど）についてお答えください。
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① 障  児 者 歯科保健事業           

7
28

仙台市

松島町
七ヶ浜町
川崎町
白石市

石巻市

女川町

8
27

仙台市

松島町

七ヶ浜町
名取市
川崎町

石巻市

涌谷町

栗原市

③障  児 者 利用   歯科医院       

27
6
2

仙台市

富谷市
大衡村
塩竈市

松島町

七ヶ浜町
名取市
岩沼市
亘理町
大河原町
村田町
柴田町

白石市

蔵王町
七ヶ宿町
角田市
丸森町

一般歯科 診療可能 場合  近  一般歯科 治療 受  方 多 
一般歯科医院

 一般 歯科医院 障害児（者） 専門 歯科医師    対応          
 要介護者 訪問治療 歯科医師会 対応          
一般歯科（訪問診療 車  利用者 受 入 等）
一般歯科医院  対応

町内 一般歯科
 一般歯科       訪問歯科救急      

障害児 者 状況    歯科医院（一般歯科 小児歯科） 対応    場合    
一般歯科    訪問歯科救急      

市内歯科医院 対応（一般歯科）
市内一般歯科

事前 口腔 状態 確認      歯科医院 連絡  受診  体制       地域 歯科医院 歯科医師会 歯
科訪問診療 関  情報提供 行      
塩釜管内歯科医師会 電話窓口相談 設置 町内歯科医 協力    

一般歯科  対応
往診   歯科医院（一 所）   
歯科医院

未把握

（一社）仙台歯科医師会  障害   方 歯科診療    相談窓口 設置    歯科医療機関 地域毎   
  公開     治療 必要 場合  状況 応  仙台歯科福祉    紹介     専門医療機関  連携 
行     

障害児 者 対象   歯科保健事業 行       市内 障害福祉    提供事業所及   通所者  年1
回 歯 口 健康 関  資料 配布 

はい
いいえ

   場合  内容 対応     答      （在住    地域内 対応          又歯科医院（一般歯
科 病院歯科）   専門 施設   等  答     ）

障  者自立支援施設  歯科検診 実施 必要時歯磨 教室 開催

障害福祉    事業所      歯 口腔 歯科保健活動状況 関         実施  歯科健診 希望  事
業所 歯科健診及 歯科相談 実施

職員  口腔  指導 含  歯   実践指導 健康教育（歯垢染色使用）

児）年6回   歯予防教室 個別歯科相談 行     
者）年4回 口腔機能向上 体操 歯垢染色及 歯磨 指導 行     
健康教育を実施
心身障  児母子通園施設  健康教育 歯   実践指導

②障  児 者福祉施設 歯科保健事業 行      

はい
いいえ

心身障害児通園施設 年２回 歯科健康診査 保健指導 実施        希望  障害者施設 歯科健康教育
を実施している。

はいの場合その内容と対応についてお答えください。

特別支援学校 生徒 対象 歯科保健指導 実施

・関係団体、関係部署による検討会議の開催 ・障害福祉サービス事業所におけるアンケート調査の実施 ・障害福祉
    事業所  歯科健診 歯科相談及 衛生指導 実施

 仲間 家 歯科衛生講話（歯垢染色 個人    歯   指導）2 月 1度実施
仙南地域医療対策委員会

施設 巡回歯科相談 口腔機能 口腔清掃等 関  相談 歯科医院等 関  情報提供 行      
障害児 者  健康教育（  歯予防 歯周病予防       指導等）

5.障  児 者歯科保健

はい
いいえ

はいの場合その内容と対応についてお答えください。
福祉   内     障害児（者） 歯科診療 訪問診療 行    （一社）仙台歯科医師会 
補助金 交付     
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石巻市

東松島市
女川町
大崎市
加美町
涌谷町
美里町
栗原市
気仙沼市
南三陸町

④障  児 者 歯科保健 関  問題点 要望     書      

仙台市

岩沼市

角田市

石巻市

色麻町

加美町

①休日 救急歯科医療 確保       （複数回答可）

8
20
1
0
2
6

1
0
0
0
0

いいえ 34

0
0
0
0
0
35

④平日 救急歯科医療（準夜：概 18：00 23：00） 確保       

0
0
0
0
1
34

0
0
0
0
0
35

その他
いいえ

いいえ

はい（センター方式）
  （在宅当番方式）
  （     在宅当番医併用方式）
はい（今後その予定がある）

⑤平日 救急歯科医療（深夜：概 23：00 翌日8：00） 確保       

はい（センター方式）
  （在宅当番方式）
  （     在宅当番医併用方式）
はい（今後その予定がある）
その他

はい（センター方式）
  （在宅当番方式）
  （     在宅当番医併用方式）
はい（今後その予定がある）
その他
いいえ

  （在宅当番方式）
  （     在宅当番医併用方式）
はい（今後その予定がある）
その他

  （     在宅当番医併用方式）
はい（今後その予定がある）
その他
いいえ

はい（センター方式）

6.救急歯科医療

はい（センター方式）
  （在宅当番方式）

②休日 救急歯科医療（準夜：概 18：00 23：00） 確保       

③休日 救急歯科医療（深夜：概 23：00 翌日8：00） 確保       

社会資源が少ない
障害児 者 歯科保健  市町村 関  方 課題 環境   等 学    研修会        参加    思  
す。

仙南地域  障害児 者 診療     場所    助   思 
数年 障害福祉    事業所 巡回  歯科健診 歯科相談 携     中     歯科治療 必要      
多      治療         周  方 理解 手助  必要     噛      中々次 段階       
た、事業所の方々からは事業の継続が強く望まれている。財政の問題、スタッフの確保や事業がより充実するための内容の
見直 等 各関係団体 情報 共有  対応       必要  感   

重度 障害 方 仙台市 行     診療 受            方 多 
自力     方  支援（制度） 整    （送迎+診療中 介助 巡回診療 地域毎 診療拠点 整備  ）

市内一般歯科医院 対応 必要時在宅訪問 実施    
町内 専門施設      障害 程度     歯科医院（一般歯科2施設 病院歯科1施設） 対応    

地域 中  障害児 者 歯科医療 予防 積極的 取 組 歯科医院 増加    環境    進    必要  

町内 一般歯科 隣市 病院歯科 訪問診療 実施     
障害児 者 歯科治療 関  相談 発生  場合  地元 歯科医師会長 相談   市内 一般歯科      

在住    地域内   歯科医院  必要時往診  
町内一般歯科 対応

石巻口腔センターにて実施（専門の施設）
町内 対応    歯科医院（一般歯科）
障害児   小児歯科

③障  児 者 利用   歯科医院      （前    続 ）
 石巻口腔健康    内 障  児 者歯科診療所 開設  平成29年12月   一般 歯科医療機関  対応困
難 障  児 者 歯科診療 石巻歯科医師会 委託 行     
 他  石巻市内  軽度 障  児 者 受 入    一般歯科    

はい（センター方式）

はい（在宅当番方式）

はい（センター・併用方式）

はい（予定がある）

その他

いいえ

はい（センター方式）

はい（在宅当番方式）

はい（センター・併用方式）

はい（予定がある）

その他

いいえ

はい（センター方式）

はい（在宅当番方式）

はい（センター・併用方式）

はい（予定がある）

その他

いいえ

はい（センター方式）

はい（在宅当番方式）

はい（センター・併用方式）

はい（予定がある）

その他

いいえ

はい（センター方式）

はい（在宅当番方式）

はい（センター・併用方式）

はい（予定がある）

その他

いいえ
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31
2
0
2

②歯科保健活動 実施   施設 整備       

17
15
3

③貴市町村（行政職員   ） 歯科医師     

2
33
0

④歯科保健 携  歯科医師           依頼      （複数回答可）

1
34
2
6
1

⑤貴市町村（行政職員   ） 歯科衛生士     

13
22

⑥  歯科衛生士 十分活用        歯科衛生士 人数 業務内容  答 下  

仙台市

多賀城市

松島町

大河原町
柴田町
川崎町
角田市
石巻市
大崎市
加美町
涌谷町

栗原市

気仙沼市

2名 歯科全般 関    
1名（臨時） 乳幼児健診    集団 個別指導 出前健康教室等 従事
1名 歯科保健事業全般 老人保健施設  口腔機能関連事業

1名（※非常勤職員） 歯科保健事業全般
5名 ※   １名 技術課長補佐職 兼務   歯科保健業務全般 担当 

7.歯科保健推進体制

①歯科保健 推進     各地区歯科医師会 保健所 行政機関等  連携 確立      

はい
いいえ

行政歯科医師

はい
いいえ

正職員12名、嘱託職員4名
業務内容 歯科保健業務13名 母子保健業務1名 医務業務2名

いいえ

1名 非常勤職員 歯科保健事業全般
1名  歯科 口腔分野    事業  従事  乳幼児健診    集団 個別保健指導 相談   訪問歯科相談
  対応  保育所 幼稚園 小 中学校 巡回相談 集団保健指導 実施   歯科保健 関  啓発新聞 発
行   総合健診    個別歯科相談   障  （児）者施設  歯科相談 保健指導   広報誌  歯科関
係の記事掲載

1名※  他 臨時歯科衛生士１名雇 上    
妊婦歯科健診 乳幼児健診 学童 成人 高齢者等  指導 歯周疾患健診 受診勧奨    処理  口 健
康   普及     養成 育成 地元歯科医師会  連絡調整 歯 口腔 健康   基本計画 関  事等 

1名 歯科保健業務全般（乳幼児期 高齢期 至 ）

無回答

県歯科医師会
地区歯科医師会
大学関係
個人歯科医師

予定している
無回答

はい
いいえ
無回答

はい

1名 歯科保健業務全般 課長補佐業務
1名 歯科保健事業全般   他保健事業
1名 歯科保健事業全般

⑤回答　はい

県歯科医師会

地区歯科医師会

大学関係

個人歯科医師

行政歯科医師

はい

いいえ

はい

いいえ

無回答

はい

いいえ

無回答

はい

いいえ
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名取市

岩沼市

亘理町

村田町

白石市

東松島市

仙台市

富谷市

塩竈市

亘理町

加美町

 乳幼児歯科健診 成人歯科健診 健診    効率的 事業 展開 活用         集計方法 項目 
策定等を教えていただきたいです。
・フッ化物洗口導入（町内保育所対象）を検討しています。県内でフッ化物洗口を既に導入している市町村の導入に
到    流  反応 効率的 事業    方   今後研修会等 情報提供          
 歯科保健事業従事者以外 対象   研修会  歯科保健       講演 取 入       歯科保健分
野 重要性 更 認知   普段手 届    成人期   歯科保健事業 力 注  流      良  思  
す。

本町  就学前 2年間  化物洗口事業 実施       他県 状況 鑑       就学後 継続    
化物洗口 実施    効果（  歯有病者率 1人平均  歯本数 減少） 出    思    
町単位では就学後のフッ化物洗口事業継続を実施するのは困難であり、是非、貴会から宮城県教育委員会等へ就学
後のフッ化物洗口事業継続に向けて積極的に働きかけをお願いしたいです。

特        今年度 当市  子育 支援    開所 伴  以前実施    ２歳児歯科教室 ２歳６ 
月児歯科健診 変更 実施       仙台歯科医師会 多大  御協力 御尽力      歯科医師   健
診         大変感謝        陰様  教室 時代  受診率 向上       今後  地域 歯科
保健  指導  協力      幸    

 乳幼児健診 地区歯科保健指導    歯科衛生士 確保 難  

8.  他歯科医師会 対   要望     書     

 本市    第2期    市民健康   (平成23年度策定)  重点分野 歯 口 健康     推進     
具体的 実施計画    歯 口 健康   計画 及  歯 口 健康             策定      当該 
   基   乳幼児期  高齢期  生涯 通  歯科保健対策 展開        市民 健康課題   重点
的に取り組む世代を「学童・思春期」として、関係機関・団体との連携を深めながら、実効のある取り組みをすすめることと
      仙台市及 宮城県 12歳児 永久歯   歯 有病状況  改善傾向       全国値   劣  
従来同様   歯予防対策      地域格差 縮      
子どもたちの家庭背景等に左右されることなく、健康格差・地域格差解消の手段となる、公衆衛生的方法をベースにした
施策を推進していく必要があると思います。
本市            永久歯   歯予防対策    保育所 幼稚園    化物洗口 推進      
 市内 保育所 幼稚園   化物洗口 実施率 6割 越 (平成28年度実績) 今後更 普及 進    化物
洗口を実施する施設を拡大していくこととしております。また、フッ化物洗口を経験した園児が、卒園後も取り組みを継続
   環境        必要             保育所 幼稚園 学校  集団応用法 推進 理解 示  
積極的 支援      園歯科医 学校歯科医 増加 望     
 宮城県 仙台市 幼児期 学齢期 歯科保健対策 推進       貴会及 仙台歯科医師会  連携   
  以上 重要 考       今後   指導  協力      願 申 上    

3名  妊産婦対象 母親学級   1歳6 月児健康診査   2歳6 月児親子歯科健康診査
 ・3歳6か月児健康診査の保健指導

在宅歯科衛生士 活用

⑤回答　いいえ

乳幼児健診  臨時歯科衛生士2名配置

歯科保健事業所職員   保健    内 常勤 2名
 妊婦 母子  成人 高齢者 心身障  者       全般
 歯科訪問診療 訪問口腔   乳幼児健診 妊婦歯科健診 保育所 小学校  歯科指導 育児     子育 
支援      親子   教室 心身障  者（者）  歯科指導 介護予防教室 公民館 地域高齢者健康教
育
 歯科健診    診察介補及 保健指導   乳幼児相談    相談業務   離乳食完了期教室    保健
指導 ・その他（要請による保健指導など）
3名 乳幼児健康診査 相談事業    歯科保健指導 歯科健診時 介助 実施 
  化物洗口事業等    歯科保健指導 実施 
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2017 年 6 月、「経済財政運営と改革の基本方針 2017～人材への投資を通じた

生産性向上～」が閣議決定されました。いわゆる「骨太の方針」といわれ、こ

れからの日本の経済・財政の方向性を示すものでありますが、当然ながら社会

保障も含まれています。その健康増進・予防の推進等の項目に、歯科医療にと

ってこれまでにない画期的な一文が盛り込まれました。 

「口腔の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の

充実、入院患者や要介護者に対する口腔機能管理の推進など歯科保健医療の充

実に取り組む。」 

これは、国が口腔と全身との相関関係を認識し、すべての国民のライフステ

ージにおいて歯科健診・口腔ケアの充実を推進するものであり、今後、宮城県

における歯科保健活動の拡大・充実に大きな影響を与える政策でもあります。 

本アンケート調査（2006～2017 年）は、宮城県内 35 市町村における歯科保健

事業の進捗状況を把握し、検証を目的としています。項目毎に、各市町村の保

健施策が記載されていますので、歯科保健活動推進の参考にしていただければ

幸いです。 

妊産婦期においては、妊産婦期特有の口腔内変化、それにまつわるトラブル、

その対策、栄養指導等について、昨年度同様、多くの自治体が母子健康手帳交

付時に、リーフレット・パンフレット等を活用し、保護者へ必要な情報を提供

しています。 

宮城県も、平成 30 年 3 月に東北大学大学院歯学研究科監修のもと、宮城県歯

科医師会・宮城県歯科衛生士会共著によるパンフレット「妊娠期からはじまる

お口の健康～子どもの健康は妊娠中から～」を作成しましたが、地域性の影響

が少ないこの時期の指導は、以降のライフステージにおいても非常に重要であ

り、各自治体にゆだねられている内容についても、地域間格差解消のため、将

来的には統一されたガイドラインの作成が必要となるでしょう。 

宮城県の乳幼児時期における平成 27 年度一人平均むし歯本数は、3 歳児で

0.82 本（全国平均 0.52 本）です。依然として全国平均に届きません。 

本ステージは、特に生活環境因子に大きく左右される時期でもあります。ア

ンケート調査から、3歳児歯科健康診査から未就学時歯科健診までの期間、各自

治体と保護者との関りが疎いようです。切れ目ない歯科健康診査、保健指導の

実施が望まれます。 

学童期において、宮城県の平成 28 年度 12 歳児一人平均むし歯数は、1.2 本（全

国平均 0.83 本・順位 42 位）、12 歳児のむし歯有病率 42.6％（全国平均 35.5％・

総 括 
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順位 38 位）であり、一定の成果を上げつつも、長期にわたり低迷し続けていま

す。今後、各自治体と教育機関と家庭、歯科医師会とが問題点を共有し、口腔

内の健康について更なる啓発運動の強化が必要です。 

すべての自治体が、フッ化物の有効性について認識していることから、学童

期に限らず、安価であり安全なフッ化物の使用を推奨していただくことも重要

です。 

成人期・高齢期においては、9割に届く自治体が、節目検診等の歯周疾患検診

を実施していますが、検診受診率は 0.9～20.6％にとどまり、決して高い受診率

ではありません。定期的な歯科検診は、歯周病の重症化抑制、高齢期にかけて

の歯牙喪失の防止につながり、全身的な健康にも関与することを継続的に周知

する必要があります。 

また、職域に対して積極的な歯科保健活動を行うことも、定期的な歯科検診

の必要性を働きかけることになり、受診率の向上につながると考えられます。 

障がい児・者歯科保健については、専門的な知識をもつ人材と医療設備の確

保が困難なため、各自治体の取り組み方に、地域間格差が出現しやすい分野と

なります。専門的歯科医療体制が未整備の場合は、口腔内状況が悪化を招かぬ

ようにフッ化物を活用しながら、定期的にかかりつけ歯科医にて管理すること

が望ましく、同時に移動困難な障がい児・者が、必要な時に必要な処置が受け

ることができる早急な環境整備が必要です。県・市町村・関係諸機関・歯科医

師会が連携し、支援の必要な方々の実態に則した体制整備を期待します。 

宮城県内における歯科保健施策は、着実に成果を上げていますが、全国的に

は大きく水をあけられているのが現状です。 

例えば、国の医療政策の中でも大きな成果を収めている 8020 運動は、平成 28

年度歯科疾患実態調査によると 8020 達成者の割合が、平成 23 年度の 40.2％か

ら 51.2％に増加しました。一方、宮城県は 22 年度 31.8％（参考値）、平成 28

年度が 39.8％であり、わずか 8％増にとどまっています。 

第 2期宮城県歯と口腔の健康づくり基本計画では、平成 35 年までの目標値と

して、8020 達成者の割合を 50％以上としていますが、医療費抑制の観点からも

目標値設定においては、追従ではなく想定される数値を上回る目標値の設定が

必要です。 

また、目標値底上げの障害となる地域間格差においては、モデル地区を設定

し、保健・医療・福祉分野に人・予算を重点的に投入することで解消を計るこ

とも一つの手法です。 

ご多忙にもかかわらず、本アンケート調査にご協力していただいた各市町村

の担当部署職員の皆様には、心より感謝申し上げます。この貴重なデータは、

これからの歯科保健活動推進に有効に活用させていただきます。 
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