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仙台市・歯と口の健康づくり後期計画アクションプラン 



　仙台市では，平成14年3月に策定した健康づくり計画「いきいき市民健康プ
ラン」において「健康的な食生活と歯と口の健康づくり」を重点戦略の一つとし
て位置づけました。生涯を通じて歯と口の健康を維持するためには，市民自らが
歯と口の健康づくりに努めることが重要であり，また，その取り組みを支援する
関係団体・機関等が連携し，役割を果たしていくことで大きな効果が期待でき
ます。
　本市では，乳幼児期から高齢期に至る市民の歯と口の健康づくりを総合的に
推進するため，保健・医療・教育・福祉等に関わる関係団体・機関の参画を得て，
「歯と口の健康づくりネットワーク会議」を設置（平成15年11月）し，「子ども
のむし歯予防」や「壮年期の歯周病予防」，更には「高齢者の口腔機能の維持向
上」に係る具体策を検討するとともに，各関係機関・団体との連携を深めながら，
実践的な取り組みを進めてまいりました。計画の最終評価では，歯科保健分野
は改善を示す指標が多く，着実な成果が認められた一方で，「幼児期や学齢期
のむし歯の有病状況」や「壮年期の進行した歯周病に罹患している人」は，全国
平均より劣る等の課題が依然として残りました。
　そこで，「第２期いきいき市民健康プラン（平成23年3月策定）」においても
「歯と口の健康づくり」を優先的に取り組む重点分野の一つと位置づけ，特に

「青年期・子育て世代」・「児童・思春期世代」をメインターゲットに掲げました。
併せて，各関係主体の連携機能の充実・強化を図りながら，効果的に取り組め
るよう「仙台市・歯と口の健康づくり後期計画アクションプラン（以下『アクショ
ンプラン』）」を作成し，ライフステージ別の具体策に取り組んできたところです。
　特に，乳歯の生えはじめ時期からのむし歯予防対策を推進する「３歳児カリエ
スフリー 85プロジェクト」の取り組みに加え，保育所・幼稚園等の歯科保健活
動を促進する「フッ化物洗口事業継続補助金交付事業」を開始するとともに，各
種マニュアル・啓発媒体の整備に努めました。また，妊婦歯科健康診査の「受診
券方式」による個別健診を開始するなど，計画のメインターゲットを対象とした
新規事業を展開し，関係主体の方々との連携のもと充実を図ってきました。
　平成29年度の計画の中間評価では，目標値を上回る歯と口の健康づくり指
標が３項目あった他，改善を示す指標が半数を超える一方で，「3歳児や12歳児
のむし歯の地域差や個人差の縮小」や「学齢期の歯科疾患予防に関する認識や
行動の低下」「青年期からの歯周病予防対策の必要性」といった課題等も明らか
となりました。これらを踏まえ，平成34年の計画の目標年までの取り組みをわ
かりやすく整理するかたちで，「仙台市・歯と口の健康づくり後期計画アクショ
ンプラン」を作成しました。

　歯と口の健康づくり指標を達成するため，ライフステージ別に年度ごとの取り
組みを明確にし，取り組みに対する具体策を年度ごとに記載しています。
　また「歯と口の健康づくりネットワーク会議」において，取り組みの実施状況
を把握し，いきいき市民健康プラン及びアクションプランの評価に利用していき
ます。

　なお，アクションプランは，以下の考え方に基づき構成されています。
①市民一人ひとりが自覚と意欲をもって，歯や口の健康づくりを実践するために
取り組んでいく方向を示す行動指針とします。

②市及び関係機関・団体が歯科保健を推進するうえでの方向を示す活動指針と
します。

③すべての市民に生涯を通して必要な歯科保健サービスを提供できる体制の整
備を考慮した計画とします。
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歯と口の健康づくり分野の健康指標と行動指標，環境指標の関係

●8020・6024を達成し、生涯を通じて歯や口の健康を維持し、豊かな生活を実現する
•80歳で 20歯以上，60歳で 24歯以上の自分の歯を有する人の増加
•60歳代で咀嚼が良好な人の増加 ★新規 

●学齢期の歯肉異常者の減少（12歳）
•個別的な歯口清掃指導経験者の増加
　（過去 1年間に受けたことのある人，高校 3年生）

●進行した歯周炎の減少（40歳，50歳）
•歯間部清掃用器具の使用者の増加（40歳，50歳）
•かかりつけ歯科医院で「定期健診」や「歯石除去」を受ける人の増加（50歳）
•喫煙の影響についての十分な知識の普及（再掲1）
•糖尿病と歯周病の関係についての正しい知識の普及（再掲2）

●むし歯のない幼児の増加（３歳児，5歳児）
•間食として甘味食品・飲料を頻回摂取する習慣のある幼児の減少（1歳）
•フッ化物歯面塗布を受けた幼児の増加（3歳）

●一人平均むし歯数の減少（12歳児）
•フッ化物配合歯磨剤の使用の増加（小学 3年生）
•むし歯を病気と認識している人の増加（中学 1年生）

歯と口の健康づくりを支える社会環境の整備
•CO，GOのある児童生徒への保健指導，健康教育を実施する学校の増加
•フッ化物洗口を実施する保育・教育施設の増加 

歯と口の健康づくり目標と指標　 歯と口の健康づくり施策の体系図
「第２期いきいき市民健康プラン後期計画」の基本理念と実現方法に基づき，「歯と口の健康づくり」分野における目標を以下の通りとします。

　目標の実現に向けて，ライフステージごとに指標を設定し，その達成を目指していくこととします。
　指標は健康指標，行動指標および環境指標として計 17 項目の数値目標として掲げていますが，その関係をまとめて以下に示します。

重点
目標

取り組み
目標

取り組み
目標

※

※

小学校・中学校・高等学校，歯科校医，ＰＴＡ等との連携による取り組みの充実

 関係機関・団体との連携と体制の整備

デンタルフロス・歯間ブラシの使用
年１回は歯科健診を受ける
定期的な歯石除去や歯面清掃を受ける
定期的なフッ化物歯面塗布・シーラントを受ける

小児科と歯科，行政との協働による３歳児カリエスフリー85プロジェクトの取り組み

※

歯科保健施策の取り組み実績評価，支援のあり方等の情報共有

各種教室・相談，健康教育，出前講座
各種教室・相談，健康教育，出前講座

生活習慣病と歯周病」「「 妊娠と歯周病」「誤嚥性肺炎，口腔がん予防」に関する情報提供，専門的助言，指導

フッ化物の個別利用(フッ化物配合歯磨剤，フッ化物洗口)
正しい歯みがきの方法を身につける

わかりやすい歯科保健情報の提供 市ホームページ「せんだい・歯と口の健康づくりネット」等における情報発信

ライフステージに応じた健康教育や保健指導を通じて「食べ方」を含めた健康的な食習慣づくりなど食育を推進

介護予防支援団体，歯科医師会，歯科衛生士会との連携による口腔機能向上に係る取り組み支援

歯周病と生活習慣，妊娠，喫煙等の関連に係る啓発，定期的な歯科健診受診の促進
歯周病と生活習慣，妊娠，喫煙等の関連に係る啓発，誤嚥性肺炎予防，口腔機能向上を支援
乳歯萌出期から高齢期まで生涯を通じた市民の歯と口の健康づくりのサポート

学校，学校歯科医 歯科疾患予防に関する知識や技術の習得支援，フッ化物洗口パイロット事業など，むし歯予防対策の環境整備
学校歯科健診の結果，要指導の児童・生徒に対する保健指導や健康教育を実施

保育所，幼稚園，認定こども園

大学との連携

乳児健診における歯と口の健康づくり啓発，「☆せんだい☆でんたるノート」の配付
幼児健康診査における歯科保健指導，実践支援
20歳のデンタルケアにおける受診者の状況に応じた保健指導，実践支援
妊婦歯科健診における受診者の状況に応じた保健指導，実践支援
歯周病検診における受診者の状況に応じた保健指導，実践支援

フッ化物配合歯磨剤の使用やフッ化物歯面塗布の推奨

学校保健活動の推進

医師会・薬剤師会との連携

事業所，産業保健関係団体，歯科医師会，行政との連携による健康教育，保健指導の充実

保健医薬関係団体
職場，産業医

健康チェック機会の拡充とフォローアップ

市民，保育所・幼稚園・学校等職員への研修
フッ化物応用マニュアル及びリーフレットの作成・配布

フッ化物集団洗口法の普及

保育所・幼稚園・認定こども園，嘱託歯科医（園歯科医），行政との連携による歯科健診集約事業の取り組み
地域保健活動の推進

歯科医師会，地域歯科診療所，歯科衛生士会との連携

食育推進活動との連携

教育研究機関（大学など）

フッ化物の
の
集団応用の推進

職域保健活動の推進
介護予防活動の推進

フッ化物洗口集団応用の継続実施，家庭での歯と口の健康づくり実践支援

関係主体の研修会など，必要な際に専門医や講師の派遣などを行い支援体制を整備
かかりつけ歯科医

フッ化物応用の推進 フッ化物応用に関する啓発

フッ化物 個別応用の推進

セルフケア知識・技術の獲得支援
健康学習機会の提供

かかりつけ歯科医機能の推進 「かかりつけ歯科医機能」の普及・啓発

セルフケア技術の獲得

保育所・幼稚園保健活動の推進
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★新規：新規に設定した指標
再掲 1：たばこと健康の分野として設定
再掲 2：生活習慣病予防の分野として設定 ※「かかりつけ歯科医」とは，「患者さんのライフサイクルに沿って、口と歯に関する保健・医療・福祉を提供し、地域に密着したいくつかの必要な役割を果たすことができる歯医者さんのこと」

出典：（公社）日本歯科医師会 
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★新規：新規に設定した指標
再掲 1：たばこと健康の分野として設定
再掲 2：生活習慣病予防の分野として設定 ※「かかりつけ歯科医」とは，「患者さんのライフサイクルに沿って、口と歯に関する保健・医療・福祉を提供し、地域に密着したいくつかの必要な役割を果たすことができる歯医者さんのこと」

出典：（公社）日本歯科医師会 3



最終評価各種調査 最終評価各種調査

◆妊娠期の歯と口の健康チェックと保
健指導の強化を図る
•平成28年度より「受診券方式」によ
る妊婦歯科健診を開始したことによ
り，受診率が約10％から24.1％へと
増加した

◆妊娠期に多発傾向のあるむし歯や
歯肉炎の予防に対応した歯みがき方
法や生活習慣に関する知識の普及
の強化を図る
•一人平均むし歯数は10.4本と多く，健
康な歯肉の妊婦は5割前後と極めて低
率であった

◆「喫煙が及ぼす妊婦自身や胎児への
健康影響」の啓発が必要である
•喫煙している妊婦　0.5％

◆健康的な食生活の改善に向けた保
健指導を強化する
•甘味食品や甘味飲料（炭酸飲料や缶
コーヒー等）をとる習慣がある妊婦　
63.1％

◆妊娠期の歯と口のセルフケア＊1能力
の向上を図る
•歯や口の状況や生活習慣，保健行動等
の状況に応じた歯科保健情報の提供
や実践の支援を行う
•歯周病と早産や低体重児出産の関連
性等について，十分に周知する
•甘味食品，飲料の頻回摂取や喫煙の健
康影響について，十分に周知する

◆かかりつけ歯科医による定期的な専
門的ケア＊2を受ける習慣の普及啓発
を図る
•家庭での健康づくりのキーパーソンと
して，子どもの頃からの歯と口の健康
づくりの重要性を啓発する

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

•栄養バランスの取れた食事や規則正しい食生活，間食のとり方に関すること
•歯間部清掃用器具を使用した適切な歯口清掃法，禁煙支援など
•かかりつけ歯科医をもち，健康管理のために定期受診をすること

1 妊 娠 期（胎児期）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

★新規

＊１ セルフケア：市民，自らが日常の生活の中で行う歯と口の健康づくり　＊2 専門的ケア：かかりつけの歯科医院で行われる歯石除去・歯面清掃及び歯科保健指導等

妊娠中の食生活／お酒やたばこの害
妊娠中の歯の健康／子どもの歯のカレンダー

◆乳児期の歯科健康教育や歯科相談
等の場へ参加する親子は，４割程度
である
•離乳食教室，育児グループ，地域歯科
相談等の参加状況
　193回開催：4014名参加

◆８～９か月児乳児健診で配付された
「☆せんだい☆でんたるノート」を所
持する者は68.2%である
•カリエスフリー85プロジェクト
　開始年度（Ｈ27年）は50.3%
•全ての子どもが「でんたるノート」を有
効活用できるよう，小児科医及び歯科
医との連携強化を図るとともに，「でん
たるノート」を見直す必要がある

◆低年齢児のむし歯の発症には，離乳
にかかわる生活習慣が深く関ってい
る。この時期からむし歯の危険因子
や食習慣に関する情報提供の強化
を図る必要がある
•１歳６か月児有病者率（Ｈ27）
　仙台市　　　　2.71％
　全　国　　　　1.75％
　政令指定都市　1.70％

◆生涯にわたる歯と口の健康の基盤づ
くり
•適切な離乳の進め方を支援
•生活リズムや食習慣に係る情報提供
•歯みがきの習慣,かかりつけ歯科医に
係る情報提供

◆多職種との連携の強化
•適切な歯科保健情報を地域の歯科医
師，歯科衛生士をはじめ，小児科医・
保健師・栄養士・助産師・看護師・
臨床心理士・保育士等と共有し，連携
して提供する

◆食育推進計画と連動した取り組みの
推進
•かむ力を育てる食習慣を推進する

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

•健全な咀嚼の習得支援
•健康的な食習慣の基盤づくり（卒乳時期，間食指導等）の支援
•乳歯のむし歯予防と生活，食習慣の関係についての知識の普及
•歯口清掃の動機づけ（歯みがきの方法，むし歯の好発部位）
•乳歯の萌出期から「かかりつけ歯科医」を持ち，予防処置を受けることを促進

◆3歳児カリエスフリー 85プロジェクトの充実・強化
•「☆せんだい☆でんたるノート」の内容を見直し，活用を促進する
•協力歯科医療機関の研修受講を促し，「かかりつけ歯科医」機能を強化する
•小児科医（８～９か月児乳児健康診査登録医療機関）へプロジェクトの進捗状況を還元し，保護者への取
り組み支援を強化する
•保育所，認定こども園，家庭的保育事業，小規模保育事業施設，事業所内保育事業施設等にプロジェクト
の概要や進捗状況を周知し，保護者への取り組み支援を強化する

2 乳 児 期（０歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

Ⅰ 子どもの歯と口の基礎知識
Ⅱ 子どもの生活習慣支援マニュアル

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

「母親と子どものこれからの
　　　　　歯と口の健康づくりのために」

妊婦歯科健康診査マニュアル

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

歯と口の
健康づくり指標※参考
（中間値  平成28年度)

27％
29％

38.6％
40.9％

50％
55％

●デンタルフロスや歯間ブラシを使用している妊婦 ………………………………………………………

●１年以内に歯石や歯の汚れを取ってもらった妊婦 ………………………………………………………

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

73.1％
3.0％

81.6％
2.3％

85％
減少

●むし歯のない幼児の増加（3歳児）…………………………………………………………………………

●間食として甘味食品・飲料を頻回摂取する習慣のある幼児の減少(1歳児) …………………………

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

★産科医等の協力を得て，妊娠期の歯科保健情報の提供と妊婦歯科健康診査の受診勧奨を強化する
（平成29年度よりポスター掲示）

★妊婦歯科健康診査の精度を維持・向上するため，健診の標準化に関する管理・点検の体制づくり
の確立を図る（平成30年度より開始）
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最終評価各種調査 最終評価各種調査

◆妊娠期の歯と口の健康チェックと保
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•平成28年度より「受診券方式」によ
る妊婦歯科健診を開始したことによ
り，受診率が約10％から24.1％へと
増加した

◆妊娠期に多発傾向のあるむし歯や
歯肉炎の予防に対応した歯みがき方
法や生活習慣に関する知識の普及
の強化を図る
•一人平均むし歯数は10.4本と多く，健
康な歯肉の妊婦は5割前後と極めて低
率であった

◆「喫煙が及ぼす妊婦自身や胎児への
健康影響」の啓発が必要である
•喫煙している妊婦　0.5％

◆健康的な食生活の改善に向けた保
健指導を強化する
•甘味食品や甘味飲料（炭酸飲料や缶
コーヒー等）をとる習慣がある妊婦　
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性等について，十分に周知する
•甘味食品，飲料の頻回摂取や喫煙の健
康影響について，十分に周知する

◆かかりつけ歯科医による定期的な専
門的ケア＊2を受ける習慣の普及啓発
を図る
•家庭での健康づくりのキーパーソンと
して，子どもの頃からの歯と口の健康
づくりの重要性を啓発する

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

•栄養バランスの取れた食事や規則正しい食生活，間食のとり方に関すること
•歯間部清掃用器具を使用した適切な歯口清掃法，禁煙支援など
•かかりつけ歯科医をもち，健康管理のために定期受診をすること
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現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
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＊１ セルフケア：市民，自らが日常の生活の中で行う歯と口の健康づくり　＊2 専門的ケア：かかりつけの歯科医院で行われる歯石除去・歯面清掃及び歯科保健指導等

妊娠中の食生活／お酒やたばこの害
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等の場へ参加する親子は，４割程度
である
•離乳食教室，育児グループ，地域歯科
相談等の参加状況
　193回開催：4014名参加
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持する者は68.2%である
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にかかわる生活習慣が深く関ってい
る。この時期からむし歯の危険因子
や食習慣に関する情報提供の強化
を図る必要がある
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　政令指定都市　1.70％

◆生涯にわたる歯と口の健康の基盤づ
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◆食育推進計画と連動した取り組みの
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•かむ力を育てる食習慣を推進する
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•健全な咀嚼の習得支援
•健康的な食習慣の基盤づくり（卒乳時期，間食指導等）の支援
•乳歯のむし歯予防と生活，食習慣の関係についての知識の普及
•歯口清掃の動機づけ（歯みがきの方法，むし歯の好発部位）
•乳歯の萌出期から「かかりつけ歯科医」を持ち，予防処置を受けることを促進

◆3歳児カリエスフリー 85プロジェクトの充実・強化
•「☆せんだい☆でんたるノート」の内容を見直し，活用を促進する
•協力歯科医療機関の研修受講を促し，「かかりつけ歯科医」機能を強化する
•小児科医（８～９か月児乳児健康診査登録医療機関）へプロジェクトの進捗状況を還元し，保護者への取
り組み支援を強化する
•保育所，認定こども園，家庭的保育事業，小規模保育事業施設，事業所内保育事業施設等にプロジェクト
の概要や進捗状況を周知し，保護者への取り組み支援を強化する
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現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

Ⅰ 子どもの歯と口の基礎知識
Ⅱ 子どもの生活習慣支援マニュアル

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

「母親と子どものこれからの
　　　　　歯と口の健康づくりのために」

妊婦歯科健康診査マニュアル

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

歯と口の
健康づくり指標※参考
（中間値  平成28年度)

27％
29％

38.6％
40.9％

50％
55％

●デンタルフロスや歯間ブラシを使用している妊婦 ………………………………………………………

●１年以内に歯石や歯の汚れを取ってもらった妊婦 ………………………………………………………

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

73.1％
3.0％

81.6％
2.3％

85％
減少

●むし歯のない幼児の増加（3歳児）…………………………………………………………………………

●間食として甘味食品・飲料を頻回摂取する習慣のある幼児の減少(1歳児) …………………………
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◆幼児のむし歯有病者率は減少して
いるものの他の政令指定都市や全国
平均と比べると高い状況が続いてい
る
•3歳児有病者率（Ｈ27）
　仙台市　　　20.0％
　全　国　　　17.0％
　政令指定都市14.8％

◆フッ化物歯面塗布を受けたことの
ある3歳児は横ばいである
•フッ化物歯面塗布経験者
　仙台市　　　50.5％
　全　国　　　57.1％
　※仙台市：3歳児健康診査
　　全　国：歯科疾患実態調査　

•かかりつけ歯科医による定期予防管
理の必要性の普及啓発を図るととも
に，地域の歯科医師と連携し，低年齢
からフッ化物歯面塗布を受けられる
機会の増加を図る必要がある

◆生涯にわたる歯と口の健康の基盤づ
くり
•かかりつけ歯科医を持ち，専門的ケア
を受ける普及啓発を図る
•萌出間もない乳歯の歯質の強化とむし
歯予防対策として年齢に応じたフッ化
物応用を推進する

◆多職種との連携の強化
•適切な歯科保健情報を地域の歯科医
師・歯科衛生士を始め，小児科医・保
健師・助産師・看護師・臨床心理士・
保育士等と共有し，連携して提供する
•幼児健診従事者とむし歯のハイリスク
児への支援方法の共有を図る

◆食育推進計画と連動した取り組みの
推進
•かむ力を育てる食習慣の推進

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

•健全な咀嚼の習得支援
•健康的な食習慣の基盤づくり（卒乳時期，間食指導等）の支援
•乳歯むし歯予防と生活・食習慣の関係についての知識の普及
•フッ化物応用やシーラント処置に関する啓発
•歯口清掃の定着（歯みがきの方法，むし歯の好発部位）
•むし歯ハイリスク児に対するかかりつけ歯科医との連携強化　

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

3 幼 児 期（１～３歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

★新規

◆フッ化物洗口導入支援事業参加施
設数は増加している
•事業開始時（H 16 年）の 18 施設か
ら順調に増加し，H 21 年度には 91 
施設，中間値のH 28 年には 157 件
となった。市内全施設の６割以上が
フッ化物洗口を実施している

◎幼稚園の参加が望まれる
•洗口実施施設の種別では，市立保育
所・幼稚園は100％，私立保育所の７
割が実施しているが，私立幼稚園の実
施は３割に止まり，その増加が今後の
課題となっている

◎４歳児からのフッ化物洗口開始が望
まれる
•永久歯の生えはじめ時期から，効果的
なむし歯予防に取り組むことが重要で
あり，市立保育所・幼稚園を中心とす
る施設の４歳児からのフッ化物洗口開
始が望まれる

◆保育所・幼稚園，嘱託歯科医師等と
の連携の下に，フッ化物集団洗口の
普及推進を図る
•永久歯のむし歯予防推進に向け，保護
者，関係者を対象にフッ化物集団洗口
の普及啓発の強化を図る
•幼稚園の新規導入と４歳児からのフッ
化物洗口開始の取り組みを支援する

◆保育所・幼稚園歯科健診結果集約
事業から得られた情報を還元し，施
設が組織的に歯と口の健康づくりを
行うための支援を行う
•保育所・幼稚園の状況に応じた歯科
保健活動を支援する

◆むし歯リスクの高い子どもを重点的
に支援する体制整備を図る
•むし歯ハイリスク児は様々な背景を有
する。
　子どもの生活環境も考慮しながら，多
職種や他機関等との連携により支援
の強化を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

•健診結果集約事業を活用したフッ化物洗口導入支援事業への参加促進
•健診結果集約事業を活用したフッ化物洗口開始年齢 「４歳児」 からの実施を支援
•健診結果集約事業を活用した職員・保護者に対する健康教育・保健指導の充実
•健診結果を活用した保育所・幼稚園における健康教育， 個別指導の充実
•むし歯ハイリスク児のフォローアップ（家庭・保育所・幼稚園・嘱託歯科医・かかりつけ歯科医の連携）

4 幼 児 期（4～5歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

Ⅶ フッ化物洗口マニュアル
　 フッ化物洗口実施計画 (1週間／年間)

①フッ化物のはたらき　②利用方法
③Ｑ＆Ａ　④フッ化物洗口

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

①フッ化物のはたらき ②利用方法 ③Ｑ＆Ａ

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

★嘱託歯科医（仙台歯科医師会・学校歯科委員会）との連携を強化し，保育所や幼稚園等における
歯科保健活動の支援の在り方や具体策についてなど，共有する場を設ける

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

73.1％
  3.0％
36.1％

81.6％
  2.3％
50.5％

85％
減少
80％

●むし歯のない幼児（３歳児）の増加 ………………………………………………………………………
●間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある幼児(1歳)の減少 ……………………………
●フッ化物歯面塗布を受けたことのある３歳児の増加 ……………………………………………………

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

52.4％
50.3％

65.4％
62.8％

75％
70％

●むし歯のない幼児の増加（5歳児）………………………………………………

●フッ化物洗口を行っている施設の増加 …………………………………………

◆3歳児カリエスフリー 85プロジェクトの充実・強化
•「☆せんだい☆でんたるノート」の内容を見直し，活用を促進する
•協力歯科医療機関の研修受講を促し，「かかりつけ歯科医」機能を強化する
•小児科医（８～９か月児乳児健康診査登録医療機関）へプロジェクトの進捗状況を還元し，保護者への取
り組み支援を強化する
•保育所，認定こども園，家庭的保育事業，小規模保育事業施設，事業所内保育事業施設等にプロジェクト
の概要や進捗状況を周知し，保護者への取り組み支援を強化する

最終評価各種調査 最終評価各種調査
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◆幼児のむし歯有病者率は減少して
いるものの他の政令指定都市や全国
平均と比べると高い状況が続いてい
る
•3歳児有病者率（Ｈ27）
　仙台市　　　20.0％
　全　国　　　17.0％
　政令指定都市14.8％

◆フッ化物歯面塗布を受けたことの
ある3歳児は横ばいである
•フッ化物歯面塗布経験者
　仙台市　　　50.5％
　全　国　　　57.1％
　※仙台市：3歳児健康診査
　　全　国：歯科疾患実態調査　

•かかりつけ歯科医による定期予防管
理の必要性の普及啓発を図るととも
に，地域の歯科医師と連携し，低年齢
からフッ化物歯面塗布を受けられる
機会の増加を図る必要がある

◆生涯にわたる歯と口の健康の基盤づ
くり
•かかりつけ歯科医を持ち，専門的ケア
を受ける普及啓発を図る
•萌出間もない乳歯の歯質の強化とむし
歯予防対策として年齢に応じたフッ化
物応用を推進する

◆多職種との連携の強化
•適切な歯科保健情報を地域の歯科医
師・歯科衛生士を始め，小児科医・保
健師・助産師・看護師・臨床心理士・
保育士等と共有し，連携して提供する
•幼児健診従事者とむし歯のハイリスク
児への支援方法の共有を図る

◆食育推進計画と連動した取り組みの
推進
•かむ力を育てる食習慣の推進

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

•健全な咀嚼の習得支援
•健康的な食習慣の基盤づくり（卒乳時期，間食指導等）の支援
•乳歯むし歯予防と生活・食習慣の関係についての知識の普及
•フッ化物応用やシーラント処置に関する啓発
•歯口清掃の定着（歯みがきの方法，むし歯の好発部位）
•むし歯ハイリスク児に対するかかりつけ歯科医との連携強化　

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

3 幼 児 期（１～３歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

★新規

◆フッ化物洗口導入支援事業参加施
設数は増加している
•事業開始時（H 16 年）の 18 施設か
ら順調に増加し，H 21 年度には 91 
施設，中間値のH 28 年には 157 件
となった。市内全施設の６割以上が
フッ化物洗口を実施している

◎幼稚園の参加が望まれる
•洗口実施施設の種別では，市立保育
所・幼稚園は100％，私立保育所の７
割が実施しているが，私立幼稚園の実
施は３割に止まり，その増加が今後の
課題となっている

◎４歳児からのフッ化物洗口開始が望
まれる
•永久歯の生えはじめ時期から，効果的
なむし歯予防に取り組むことが重要で
あり，市立保育所・幼稚園を中心とす
る施設の４歳児からのフッ化物洗口開
始が望まれる

◆保育所・幼稚園，嘱託歯科医師等と
の連携の下に，フッ化物集団洗口の
普及推進を図る
•永久歯のむし歯予防推進に向け，保護
者，関係者を対象にフッ化物集団洗口
の普及啓発の強化を図る
•幼稚園の新規導入と４歳児からのフッ
化物洗口開始の取り組みを支援する

◆保育所・幼稚園歯科健診結果集約
事業から得られた情報を還元し，施
設が組織的に歯と口の健康づくりを
行うための支援を行う
•保育所・幼稚園の状況に応じた歯科
保健活動を支援する

◆むし歯リスクの高い子どもを重点的
に支援する体制整備を図る
•むし歯ハイリスク児は様々な背景を有
する。
　子どもの生活環境も考慮しながら，多
職種や他機関等との連携により支援
の強化を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

•健診結果集約事業を活用したフッ化物洗口導入支援事業への参加促進
•健診結果集約事業を活用したフッ化物洗口開始年齢 「４歳児」 からの実施を支援
•健診結果集約事業を活用した職員・保護者に対する健康教育・保健指導の充実
•健診結果を活用した保育所・幼稚園における健康教育， 個別指導の充実
•むし歯ハイリスク児のフォローアップ（家庭・保育所・幼稚園・嘱託歯科医・かかりつけ歯科医の連携）

4 幼 児 期（4～5歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

Ⅶ フッ化物洗口マニュアル
　 フッ化物洗口実施計画 (1週間／年間)

①フッ化物のはたらき　②利用方法
③Ｑ＆Ａ　④フッ化物洗口

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

①フッ化物のはたらき ②利用方法 ③Ｑ＆Ａ

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

★嘱託歯科医（仙台歯科医師会・学校歯科委員会）との連携を強化し，保育所や幼稚園等における
歯科保健活動の支援の在り方や具体策についてなど，共有する場を設ける

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

73.1％
  3.0％
36.1％

81.6％
  2.3％
50.5％

85％
減少
80％

●むし歯のない幼児（３歳児）の増加 ………………………………………………………………………
●間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある幼児(1歳)の減少 ……………………………
●フッ化物歯面塗布を受けたことのある３歳児の増加 ……………………………………………………

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

52.4％
50.3％

65.4％
62.8％

75％
70％

●むし歯のない幼児の増加（5歳児）………………………………………………

●フッ化物洗口を行っている施設の増加 …………………………………………

◆3歳児カリエスフリー 85プロジェクトの充実・強化
•「☆せんだい☆でんたるノート」の内容を見直し，活用を促進する
•協力歯科医療機関の研修受講を促し，「かかりつけ歯科医」機能を強化する
•小児科医（８～９か月児乳児健康診査登録医療機関）へプロジェクトの進捗状況を還元し，保護者への取
り組み支援を強化する
•保育所，認定こども園，家庭的保育事業，小規模保育事業施設，事業所内保育事業施設等にプロジェクト
の概要や進捗状況を周知し，保護者への取り組み支援を強化する

最終評価各種調査 最終評価各種調査
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◆児童・生徒のむし歯の有病状況は減
少傾向にあるが，大都市平均や全国
値に比べると依然として低水準にある
•12歳児一人平均むし歯数
　仙台市　0.92本
　全　国　0.84本
　大都市　0.69本

　※出典：文部科学省  学校保健統計

◆歯肉の状態異常者（G及び GO）は
減少傾向にあるものの，東京都の現
状値（同指標を採用）との比較は高
い状況が続いている
•12歳児歯肉の状態異常者
　仙台市　25.5％
　東京都　18.2％

※出典：東京都の学校保健統計書

◆個々の家庭環境に左右されることな
く，全員でむし歯予防に取り組むこ
とができ，むし歯の地域差や個人差
の減少等の効果が期待できるフッ化
物洗口の普及が望まれる
•市内実施校は，私立小学校1校とフッ化
物洗口パイロット事業の市立小学校１校

◆心身ともに健康な児童，生徒の育成
を目的とした学校歯科保健教育・保
健指導および保健管理の充実を図る
•歯や口の健康に関心をもち，健康課題
の自覚と解決の学習を通して，心身と
もに健康な児童・生徒を育成する
•萌出間もない永久歯の歯質の強化とむ
し歯予防対策としてフッ化物応用を推
進する
•学齢期における歯肉炎予防対策を推
進する

◆就学時や定期歯科健康診断後の事
後指導の充実を図る
•CO，GOのある児童生徒への保健指
導の充実を図る
•地域保健・医療との連携による学校
保健活動の活性化を図る

◆食育推進計画と連携した取り組みの
推進を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

★「全国小学生歯みがき大会（主催：(一社)日本学校歯科医会）」への参加を促進
　•学校歯科医を通じて各小学校に働きかけ，歯間部清掃用器具の使用法を含めた取り組みを支援

★（仮）口腔ケア部発足（地域保健と中学校との連携「歯肉炎予防対策モデル事業」）

◆充実強化
歯の衛生モデル校の先進的な取り組みから全校への取り組みへ

★（仮）歯と口の健康づくり学校歯科保健マニュアルの制作
　と活用推進　
•CO・GOの保健指導や健康教育に関すること
•望ましい間食のとり方，選び方
•フッ化物の利用方法
•デンタルフロス等の使い方・歯科保健活動事例
•「すくすくシート」を活用した保健指導
★学校歯科医や養護教諭など，学校保健関係者と制作した
マニュアルを共有

◆検　討
•児童，生徒の歯科保健状況や学校歯
科保健活動状況の現状と課題を共有
し，実効のある取り組みを検討
•歯の衛生モデル校の取り組みへの支援
•かかりつけ歯科医と学校歯科医の連
携の具体策を検討　
•食育推進事業と連携した取り組み　

受診行動の定着を図るため，新体制（コール・
リコール）を登録歯科医療機関へ周知すると
ともに，フォローアップの充実強化を図る

★大学，短期大学，専修学校１年生を対象とした「体の健康」授業を通じた啓発，20歳のデンタルケア受診勧奨
★（仮）就活応援オーラルケアサポート隊（専修学校・短期大学・高等専門学校・大学との連携事業）

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

5 学 齢 期（6～17歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

最終評価各種調査

★新規 ★新規

◆「歯ぐきが腫れている」「歯みがきで
血が出る」と回答した20歳代・30
歳代は約35％で全国値より高い傾
向にある
•歯肉に炎症所見を有する者
　20歳代：仙台市　34.9％
　　　　　 全　国　27.1％
　30歳代：仙台市　33.7％
　　　　　 全　国　28.5%

　※仙台市（H28）：市民健康意識調査　
全　国（H26）：国民健康・栄養調査

　　　　　
◆甘味食品・飲料をとる習慣がある
20歳は７割に上る
•生活習慣病予防の観点からも食生活
改善に向けた取り組みが必要である

◆定期健診や歯石除去等の専門的ケ
アを受ける「かかりつけ歯科医」が
いる20歳は約３割で半数にみたな
い状況である
•市民の良好な歯科保健行動をサポート
する「かかりつけ歯科医」に関する啓
発の充実を図る必要がある

◆成人期の歯周病予防対策を推進す
るためには，学齢期や青年期に正し
い知識や歯科保健行動を身につけ
ておくことが重要である
•歯を喪失する原因である歯周病の予
防，進行阻止のためのセルフケアの実
践支援及び専門的ケアに関する普及啓
発を行う
•糖尿病などの生活習慣病や喫煙と歯
周病の関連性等について，十分に周知
する

◆「かかりつけ歯科医を持つことの意
義」に関する情報を広く発信すると
ともに，地域の歯科医院との連携の
強化を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

6 青 年 期（18～39歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

Ⅷ 成人歯科健診マニュアル
（歯周病検診・20歳のデンタルケア）

①健康な方・歯肉炎の方へ
②初期の歯周炎の方へ
③進行した歯周炎の方へ　リーフレット配付

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

最終評価各種調査

歯周病予防啓発ポスター
•歯科医師会，医師会，薬剤師会，市民センター，産業保健総合支援センター，大学，専修学校，
スーパーへ掲示依頼
懸垂幕「ふせごう  歯周病！つくろう  いい笑顔」「歯と口のケアからはじまる  すこやか生活」
•歯周病検診受診期間にあわせて，市役所本庁舎及び区役所等に歯周病予防推進懸垂幕を掲示

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

1.5本
29.1％
84.2％
20.0％
20.4％
59.8％
28.4％

0.92本
25.5％
92.0％
36.3％
24.6％
49.2％
14.9％

0.8本
10％
95％
100％
100％
100％

●一人平均むし歯数の減少（12歳）…………………………………………………………………………
●歯肉の状態異常者の減少（12歳）…………………………………………………………………………
●フッ化物配合歯みがき剤を使用している者の増加（小学3年生）………………………………………
●CO，GOのある児童生徒へ保健指導，健康教育を実施する学校の増加 ……………………小学校 
………………………………………………………………………………………………………… 中学校
●むし歯を病気と認識している人の増加(中学1年生) ……………………………………………………
●個別的な歯口清掃指導を受ける人の増加（過去1年以内に受けたことのある高校3年生）………… 35％

歯と口の
健康づくり指標※参考
（中間値  平成28年度)

27.1％
  11.8％
23.5％

17.0％
29.7％

25％
50％
55％

●20歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合の減少………………… 仙台市  34.9％、全国
●歯間部清掃用器具を使用する人の増加（20歳）……………………………………………………………
●1年以内に歯石除去を受けた者の増加（20歳）……………………………………………………………

健康日本21
（第二次）指標

検討後

◆生活習慣病予防対策（糖尿病予防・たばこ対策他）と連携した健康教育

※20歳のデンタルケア受診率向上
　（未受診者対策）

★検討

8



◆児童・生徒のむし歯の有病状況は減
少傾向にあるが，大都市平均や全国
値に比べると依然として低水準にある
•12歳児一人平均むし歯数
　仙台市　0.92本
　全　国　0.84本
　大都市　0.69本

　※出典：文部科学省  学校保健統計

◆歯肉の状態異常者（G及び GO）は
減少傾向にあるものの，東京都の現
状値（同指標を採用）との比較は高
い状況が続いている
•12歳児歯肉の状態異常者
　仙台市　25.5％
　東京都　18.2％

※出典：東京都の学校保健統計書

◆個々の家庭環境に左右されることな
く，全員でむし歯予防に取り組むこ
とができ，むし歯の地域差や個人差
の減少等の効果が期待できるフッ化
物洗口の普及が望まれる
•市内実施校は，私立小学校1校とフッ化
物洗口パイロット事業の市立小学校１校

◆心身ともに健康な児童，生徒の育成
を目的とした学校歯科保健教育・保
健指導および保健管理の充実を図る
•歯や口の健康に関心をもち，健康課題
の自覚と解決の学習を通して，心身と
もに健康な児童・生徒を育成する
•萌出間もない永久歯の歯質の強化とむ
し歯予防対策としてフッ化物応用を推
進する
•学齢期における歯肉炎予防対策を推
進する

◆就学時や定期歯科健康診断後の事
後指導の充実を図る
•CO，GOのある児童生徒への保健指
導の充実を図る
•地域保健・医療との連携による学校
保健活動の活性化を図る

◆食育推進計画と連携した取り組みの
推進を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

★「全国小学生歯みがき大会（主催：(一社)日本学校歯科医会）」への参加を促進
　•学校歯科医を通じて各小学校に働きかけ，歯間部清掃用器具の使用法を含めた取り組みを支援

★（仮）口腔ケア部発足（地域保健と中学校との連携「歯肉炎予防対策モデル事業」）

◆充実強化
歯の衛生モデル校の先進的な取り組みから全校への取り組みへ

★（仮）歯と口の健康づくり学校歯科保健マニュアルの制作
　と活用推進　
•CO・GOの保健指導や健康教育に関すること
•望ましい間食のとり方，選び方
•フッ化物の利用方法
•デンタルフロス等の使い方・歯科保健活動事例
•「すくすくシート」を活用した保健指導
★学校歯科医や養護教諭など，学校保健関係者と制作した
マニュアルを共有

◆検　討
•児童，生徒の歯科保健状況や学校歯
科保健活動状況の現状と課題を共有
し，実効のある取り組みを検討
•歯の衛生モデル校の取り組みへの支援
•かかりつけ歯科医と学校歯科医の連
携の具体策を検討　
•食育推進事業と連携した取り組み　

受診行動の定着を図るため，新体制（コール・
リコール）を登録歯科医療機関へ周知すると
ともに，フォローアップの充実強化を図る

★大学，短期大学，専修学校１年生を対象とした「体の健康」授業を通じた啓発，20歳のデンタルケア受診勧奨
★（仮）就活応援オーラルケアサポート隊（専修学校・短期大学・高等専門学校・大学との連携事業）

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

5 学 齢 期（6～17歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

最終評価各種調査

★新規 ★新規

◆「歯ぐきが腫れている」「歯みがきで
血が出る」と回答した20歳代・30
歳代は約35％で全国値より高い傾
向にある
•歯肉に炎症所見を有する者
　20歳代：仙台市　34.9％
　　　　　 全　国　27.1％
　30歳代：仙台市　33.7％
　　　　　 全　国　28.5%

　※仙台市（H28）：市民健康意識調査　
全　国（H26）：国民健康・栄養調査

　　　　　
◆甘味食品・飲料をとる習慣がある
20歳は７割に上る
•生活習慣病予防の観点からも食生活
改善に向けた取り組みが必要である

◆定期健診や歯石除去等の専門的ケ
アを受ける「かかりつけ歯科医」が
いる20歳は約３割で半数にみたな
い状況である
•市民の良好な歯科保健行動をサポート
する「かかりつけ歯科医」に関する啓
発の充実を図る必要がある

◆成人期の歯周病予防対策を推進す
るためには，学齢期や青年期に正し
い知識や歯科保健行動を身につけ
ておくことが重要である
•歯を喪失する原因である歯周病の予
防，進行阻止のためのセルフケアの実
践支援及び専門的ケアに関する普及啓
発を行う
•糖尿病などの生活習慣病や喫煙と歯
周病の関連性等について，十分に周知
する

◆「かかりつけ歯科医を持つことの意
義」に関する情報を広く発信すると
ともに，地域の歯科医院との連携の
強化を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

6 青 年 期（18～39歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

Ⅷ 成人歯科健診マニュアル
（歯周病検診・20歳のデンタルケア）

①健康な方・歯肉炎の方へ
②初期の歯周炎の方へ
③進行した歯周炎の方へ　リーフレット配付

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

最終評価各種調査

歯周病予防啓発ポスター
•歯科医師会，医師会，薬剤師会，市民センター，産業保健総合支援センター，大学，専修学校，
スーパーへ掲示依頼
懸垂幕「ふせごう  歯周病！つくろう  いい笑顔」「歯と口のケアからはじまる  すこやか生活」
•歯周病検診受診期間にあわせて，市役所本庁舎及び区役所等に歯周病予防推進懸垂幕を掲示

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

1.5本
29.1％
84.2％
20.0％
20.4％
59.8％
28.4％

0.92本
25.5％
92.0％
36.3％
24.6％
49.2％
14.9％

0.8本
10％
95％
100％
100％
100％

●一人平均むし歯数の減少（12歳）…………………………………………………………………………
●歯肉の状態異常者の減少（12歳）…………………………………………………………………………
●フッ化物配合歯みがき剤を使用している者の増加（小学3年生）………………………………………
●CO，GOのある児童生徒へ保健指導，健康教育を実施する学校の増加 ……………………小学校 
………………………………………………………………………………………………………… 中学校
●むし歯を病気と認識している人の増加(中学1年生) ……………………………………………………
●個別的な歯口清掃指導を受ける人の増加（過去1年以内に受けたことのある高校3年生）………… 35％

歯と口の
健康づくり指標※参考
（中間値  平成28年度)

27.1％
  11.8％
23.5％

17.0％
29.7％

25％
50％
55％

●20歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合の減少………………… 仙台市  34.9％、全国
●歯間部清掃用器具を使用する人の増加（20歳）……………………………………………………………
●1年以内に歯石除去を受けた者の増加（20歳）……………………………………………………………

健康日本21
（第二次）指標

検討後

◆生活習慣病予防対策（糖尿病予防・たばこ対策他）と連携した健康教育

※20歳のデンタルケア受診率向上
　（未受診者対策）

★検討

9



◆進行した歯周炎のある人は40歳で
5割，50歳で6割を超える
•成人期の全ての年代において，高率で
罹患している

◆歯間部清掃用器具使用者※は40歳
で24.7％，50歳は32.6％と半数に
満たない

※歯間ブラシやデンタルフロスを2日に1
回以上使用する人

◆気になる自覚症状の最多項目は「食
べ物がはさまる」で，
　40歳は42.2％，50歳は51.1％

◆年に1回以上は，かかりつけ歯科医
院で「定期健診」や「歯石除去」を
受けている50歳は40.0％で，目標
値の55％には達していない

◆生涯にわたり自分の歯を維持し，健
康で豊かな生活を送る
•歯を喪失する原因である歯周病の予
防，進行阻止のためのセルフケアの実
践支援及び専門的ケアに関する普及
啓発を行う
•歯周病と歯根露出に起因する「根面う
蝕」の予防，進行阻止のためのセルフ
ケアの実践支援及び専門的ケアに関
する普及啓発を行う
•糖尿病及び喫煙と歯周病の関連性等
について，十分に周知する
•高齢者保健福祉計画と連動した口腔
機能の維持，向上に関する普及啓発を
行う
•「かかりつけ歯科医を持つことの意
義」に関する情報を広く発信するとと
もに，地域の歯科医院との連携の強化
を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

◆生活習慣病予防対策（糖尿病予防・たばこ対策他）と連携した健康教育 ◆事業者研修会
①地域包括支援センター職員合同研修，②事業所対象研修

★特定健診・基礎健診に新設する問診「食事をかんでたべる時の状態」に応じた保健指導や受診勧
奨を行うとともに，歯科医療機関との連携を充実させ，一層の「かかりつけ歯科医機能」の強化を
を推進する（H30年～）

★特定健診・基礎健診に新設する問診「食事をかんでたべる時の状態」に応じた保健指導や受診勧
奨を行うとともに，歯科医療機関との連携を充実させ，一層の「かかりつけ歯科医機能」の強化を
を推進する（H30年～）

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

7 壮 年 期（40 ～ 64歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

★新規★新規

◆80歳で自分の歯が20本以上ある
人，60歳で24本以上ある人の割合
は，目標値を達成した
　80歳（75～ 84歳）：64.1％　
　60歳：  　　84.7％　

※80歳：仙台市民健康意識調査（H28）
※60歳：仙台市歯周病検診　　 （H28）

◆「なんでもかんで食べることができ
る」60歳代は，全国値より低い状態
だった

「健康日本21（第二次）指標」
　仙台市：69.1％
　全　国：72.6％　

※仙台市：仙台市健康意識調査（H28）
※全　国：国民健康・栄養調査（H27）

◆「歯や口の満足度」について「不満・
不自由・苦痛」と回答した者は半数
を超えている
　歯や口について，「不満・不自由・
苦痛」と回答した者
　60歳：60.3％
　70歳：51.7％　

　※仙台市歯周病検診（H28）

◆生涯にわたり自分の歯を維持し，健
康で豊かな生活を送る
•歯を喪失する原因である歯周病の予
防，進行阻止のためのセルフケアの実
践支援及び専門的ケアに関する普及
啓発を行う
•歯周病と歯根露出に起因する「根面う
蝕」の予防，進行阻止のためのセルフ
ケアの実践支援及び専門的ケアに関
する普及啓発を行う
•糖尿病及び喫煙と歯周病の関連性等
について，十分に周知する
•高齢者保健福祉計画と連動したフレ
イル予防，口腔機能の維持，向上に関
する普及啓発を行う
•「かかりつけ歯科医を持つことの意
義」に関する情報を広く発信するとと
もに，地域の歯科医院との連携の強化
を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

8 高 齢 期（概ね65歳以上）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

プログラム

市民向け啓発媒体

関係者向け啓発媒体
Ⅷ 成人歯科健診マニュアル
 　（歯周病検診・20歳のデンタルケア）

①健康な方・歯肉炎の方へ
②初期の歯周炎の方へ
③進行した歯周炎の方へ　リーフレット配付

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

44.8％
54.9％
13.3％
18.1％

53.3％
61.9％
24.7％
32.6％
40.0％

36％
43％
50％
50％
55％

●進行した歯周炎の減少 …………………………………………………………………………… 40歳
………………………………………………………………………………………………………… 50歳
●歯間部清掃用器具を使用する人の増加 ………………………………………………………… 40歳
………………………………………………………………………………………………………… 50歳

●かかりつけ歯科医院で「定期健診」や「歯石除去」を受ける人の増加（50歳）……………………………………………

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

72.6％

46.5％

75.7％

80％

78％

87％

●咀嚼良好者の増加60歳代 ……………………………………………………… 仙台市 69.1％、全国

●80歳で20歯以上，60歳で24歯以上の自分の歯を有する人の増加…………… 80歳で20歯以上

　 ………………………………………………………………………………………… 60歳で24歯以上
(目標値55％を達成)

(目標値83％を達成)

64.1％

84.7％

健康日本21
（第二次）指標

最終評価各種調査 最終評価各種調査

10



◆進行した歯周炎のある人は40歳で
5割，50歳で6割を超える
•成人期の全ての年代において，高率で
罹患している

◆歯間部清掃用器具使用者※は40歳
で24.7％，50歳は32.6％と半数に
満たない

※歯間ブラシやデンタルフロスを2日に1
回以上使用する人

◆気になる自覚症状の最多項目は「食
べ物がはさまる」で，
　40歳は42.2％，50歳は51.1％

◆年に1回以上は，かかりつけ歯科医
院で「定期健診」や「歯石除去」を
受けている50歳は40.0％で，目標
値の55％には達していない

◆生涯にわたり自分の歯を維持し，健
康で豊かな生活を送る
•歯を喪失する原因である歯周病の予
防，進行阻止のためのセルフケアの実
践支援及び専門的ケアに関する普及
啓発を行う
•歯周病と歯根露出に起因する「根面う
蝕」の予防，進行阻止のためのセルフ
ケアの実践支援及び専門的ケアに関
する普及啓発を行う
•糖尿病及び喫煙と歯周病の関連性等
について，十分に周知する
•高齢者保健福祉計画と連動した口腔
機能の維持，向上に関する普及啓発を
行う
•「かかりつけ歯科医を持つことの意
義」に関する情報を広く発信するとと
もに，地域の歯科医院との連携の強化
を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

◆生活習慣病予防対策（糖尿病予防・たばこ対策他）と連携した健康教育 ◆事業者研修会
①地域包括支援センター職員合同研修，②事業所対象研修

★特定健診・基礎健診に新設する問診「食事をかんでたべる時の状態」に応じた保健指導や受診勧
奨を行うとともに，歯科医療機関との連携を充実させ，一層の「かかりつけ歯科医機能」の強化を
を推進する（H30年～）

★特定健診・基礎健診に新設する問診「食事をかんでたべる時の状態」に応じた保健指導や受診勧
奨を行うとともに，歯科医療機関との連携を充実させ，一層の「かかりつけ歯科医機能」の強化を
を推進する（H30年～）

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

7 壮 年 期（40 ～ 64歳）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

★新規★新規

◆80歳で自分の歯が20本以上ある
人，60歳で24本以上ある人の割合
は，目標値を達成した
　80歳（75～ 84歳）：64.1％　
　60歳：  　　84.7％　

※80歳：仙台市民健康意識調査（H28）
※60歳：仙台市歯周病検診　　 （H28）

◆「なんでもかんで食べることができ
る」60歳代は，全国値より低い状態
だった

「健康日本21（第二次）指標」
　仙台市：69.1％
　全　国：72.6％　

※仙台市：仙台市健康意識調査（H28）
※全　国：国民健康・栄養調査（H27）

◆「歯や口の満足度」について「不満・
不自由・苦痛」と回答した者は半数
を超えている
　歯や口について，「不満・不自由・
苦痛」と回答した者
　60歳：60.3％
　70歳：51.7％　

　※仙台市歯周病検診（H28）

◆生涯にわたり自分の歯を維持し，健
康で豊かな生活を送る
•歯を喪失する原因である歯周病の予
防，進行阻止のためのセルフケアの実
践支援及び専門的ケアに関する普及
啓発を行う
•歯周病と歯根露出に起因する「根面う
蝕」の予防，進行阻止のためのセルフ
ケアの実践支援及び専門的ケアに関
する普及啓発を行う
•糖尿病及び喫煙と歯周病の関連性等
について，十分に周知する
•高齢者保健福祉計画と連動したフレ
イル予防，口腔機能の維持，向上に関
する普及啓発を行う
•「かかりつけ歯科医を持つことの意
義」に関する情報を広く発信するとと
もに，地域の歯科医院との連携の強化
を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

8 高 齢 期（概ね65歳以上）

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

プログラム

市民向け啓発媒体

関係者向け啓発媒体
Ⅷ 成人歯科健診マニュアル
 　（歯周病検診・20歳のデンタルケア）

①健康な方・歯肉炎の方へ
②初期の歯周炎の方へ
③進行した歯周炎の方へ　リーフレット配付

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

44.8％
54.9％
13.3％
18.1％

53.3％
61.9％
24.7％
32.6％
40.0％

36％
43％
50％
50％
55％

●進行した歯周炎の減少 …………………………………………………………………………… 40歳
………………………………………………………………………………………………………… 50歳
●歯間部清掃用器具を使用する人の増加 ………………………………………………………… 40歳
………………………………………………………………………………………………………… 50歳

●かかりつけ歯科医院で「定期健診」や「歯石除去」を受ける人の増加（50歳）……………………………………………

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

72.6％

46.5％

75.7％

80％

78％

87％

●咀嚼良好者の増加60歳代 ……………………………………………………… 仙台市 69.1％、全国

●80歳で20歯以上，60歳で24歯以上の自分の歯を有する人の増加…………… 80歳で20歯以上

　 ………………………………………………………………………………………… 60歳で24歯以上
(目標値55％を達成)

(目標値83％を達成)

64.1％

84.7％

健康日本21
（第二次）指標

最終評価各種調査 最終評価各種調査
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最終評価

◆むし歯のある３歳児
•障害児通所施設歯科健診 8.9％
•仙台市３歳児健診 18.4％

◆かかりつけ歯科医がある３歳児
•障害児通所施設歯科健診 50.5％
•仙台市３歳児健診 60.1％

◆フッ化物歯面塗布を受けている３歳児
•障害児通所施設歯科健診 40.8％
•仙台市３歳児健診 50.5％

◆１年以内に歯科健診を受診した人（成人）
•障害者施設歯科保健調査 49.8％
•仙台市市民健康意識調査 30.9％　
•国民健康・栄養調査報告 47.8％
※施設調査（H25）市調査（H28）国調査（H24）

◆在宅医療サービスを実施している歯
科医院
•仙台市　15.5％
•全　国　20.5％

※全国：医療施設調査（H26）

◆生涯にわたり自分の歯を維持し，健
康で豊かな生活を送る
•定期健診や予防処置，口腔ケアを受け
ることができる「かかりつけ歯科医」
を持つことの重要性を普及啓発する
•施設スタッフや介護専門職へ口腔ケア
の重要性や実践支援に係る健康教育
を行う
•生活習慣病対策と連携し，歯周病と生
活習慣病の関連についての情報提供
の強化を図る
•口腔機能の維持，向上の重要性を普及
啓発する

◆医療・介護事業所との連携できる
体制の構築を図る
•「治療の繰り返し」にならないよう，
「予防」のための「かかりつけ歯科医」
による障害児者等の受け皿整備を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

9 セルフケアが困難な方の歯と口の健康づくり

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

◆市民の歯科保健に対する意識関心
は高いとは言えず，必要な情報も十
分に届いていない

●保育所・幼稚園において，保護者に推
奨しているむし歯予防法
•歯みがき　 93.7％ ⇒ 92.5％
•フッ化物洗口 43.4％ ⇒ 52.6％
•かかりつけ歯科医による
　定期健診等 47.1％ ⇒ 48.6％
•間食指導　 42.3％ ⇒ 45.9％
※保育所・幼稚園歯科保健活動調査（H21⇒H28）

●小学校において，機会があれば実施し
たい保健指導
•歯みがき　 78.2％ ⇒ 84.1％
•むし歯予防講話 76.4% ⇒ 81.4％
•歯肉炎予防の保健指導  －  ⇒ 80.5％
•栄養・食事指導 67.3％ ⇒ 75.2％
•フッ化物の応用   2.7％ ⇒   7.1％

●むし歯を病気と認識している
　中学1年生： 59.8％ ⇒ 49.2％

※学校歯科保健関連調査（H21⇒H28）

●喫煙が及ぼす歯周病への影響
　知っている人 29.6％ ⇒ 34.4％

●糖尿病が及ぼす歯周病への影響
　知っている人 20.9％ ⇒ 31.2％

※市民健康意識調査（H21⇒H28）

◆科学的根拠に基づいた情報の提供
と、必要とする市民全てに活用しや
すい形で情報を届けることができる
体制の整備の構築
•乳幼児から高齢者に至る市民への体系
的，継続的な歯科健康教育の充実と，
タイムリーで適切な情報の提供体制づ
くりが望まれる
•市民の歯科保健行動の変容を支援して
いく各主体の連携強化や情報提供体
制の充実など社会全体で歯と口の健
康づくりを推進する
•現在の資源を最大活用し，歯科保健課
題を市民，かかりつけ歯科医，保育所・
幼稚園，嘱託歯科医，学校・学校歯科
医等，関係機関・団体，行政が共有・
認識し，連携協力して取り組みを効果
的にすすめる　

◆現在の啓発事業の充実，関係者対象の研修会や関係主体が参画する会議を通じた情報提供
１．市民向け啓発事業
•歯と口の健康週間行事　 •健康増進月間行事　 •歯と口腔の健康づくり月間行事　
•地区健康まつり •関係主体ホームページ　 •市ホームページ「せんだい・歯と口の健康づくりネット」
•各区ホームページ

２．関係者対象の研修会
•保育士研修会　 •養護教諭研修会　 •学校歯科医生涯研修制度基礎研修会　
•歯科衛生士研修会 •摂食指導研修会 •３歳児カリエスフリー85プロジェクト事業説明会
•妊婦歯科健診事業説明会 •成人歯科健康診査（20歳のデンタルケア，歯周病検診）事業説明会

３．関係主体主催の会議等
•市立保育所長会　 •民間保育園長会　 •認定こども園施設長会 •私立幼稚園連合会総会

４．関係主体が参画する推進会議等
•各区における幼児健診従事者による幼児健診懇談会（医師会，歯科医師会参加）
•学校保健委員会（学校医，学校歯科医，学校薬剤師，保健福祉センターなど）
•歯と口の健康づくり市民のつどい実行委員会
•働く市民の健康づくりネットワーク会議（医師会，歯科医師会，薬剤師会，職域保健関係団体参加）
•食育推進会議（医師会，歯科医師会，私立幼稚園連合会，保育所連合会，PTA協議会，栄養士会，食品関係団体など）
•地域医療対策協議会歯科保健医療部会（大学，歯科医師会，歯科衛生士会等関係団体参加）
•地域保健・保健所運営協議会（大学，医師会，歯科医師会，薬剤師会，栄養士会，学校，職域関係団体他）
•歯と口の健康づくりネットワーク会議

歯と口の健康づくりの情報体制の整備とネットワークの強化

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

90％
50％

●障害（児）者入所施設での定期的な歯科健診実施率の増加……………………………仙台市（H25）83.3％、全国（H23）66.9％
●介護老人福祉施設・介護老人保健施設での定期的な歯科健診実施率の増加 ………仙台市（H25）未把握、　全国（H23）19.2％

出典：平成23年度厚生労働科学研究「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」

歯科口腔保健の推進に関する法律における
「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」に関する目標

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

29.6％
20.9％

34.4％
31.2％

100％
100％

●喫煙が及ぼす健康影響（歯周病）について十分な知識を持っている …………………………………

●糖尿病が引き起こす歯周病への影響について正しい知識を持っている ………………………………

★仙台市ホームページ「せんだい・歯と口の健康づくりネット」
仙台市歯と口の健康づくり後期計画及びアクションプランの周知

•市民が対象となる歯科健診，歯科健康教育の解説 •各種健診結果統計情報
•年齢に応じたセルフケアの方法　 •フッ化物応用の啓発
•「かかりつけ歯科医機能」に関する普及啓発　
•歯科保健啓発用資源（マニュアル，リーフレット）の共有化
•管理体制の一元化　  •関係機関，団体からの情報発信

更 新

セルフケアが困難な方の歯と口の健康
づくりを支援，推進するためには，保
健医療・福祉などの関係機関が連携
協力して取り組む環境整備が必要

★新規

最終評価各種調査 最終評価各種調査

◆事業者研修会
①地域包括支援センター職員合同研修，②事業所対象研修
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最終評価

◆むし歯のある３歳児
•障害児通所施設歯科健診 8.9％
•仙台市３歳児健診 18.4％

◆かかりつけ歯科医がある３歳児
•障害児通所施設歯科健診 50.5％
•仙台市３歳児健診 60.1％

◆フッ化物歯面塗布を受けている３歳児
•障害児通所施設歯科健診 40.8％
•仙台市３歳児健診 50.5％

◆１年以内に歯科健診を受診した人（成人）
•障害者施設歯科保健調査 49.8％
•仙台市市民健康意識調査 30.9％　
•国民健康・栄養調査報告 47.8％
※施設調査（H25）市調査（H28）国調査（H24）

◆在宅医療サービスを実施している歯
科医院
•仙台市　15.5％
•全　国　20.5％

※全国：医療施設調査（H26）

◆生涯にわたり自分の歯を維持し，健
康で豊かな生活を送る
•定期健診や予防処置，口腔ケアを受け
ることができる「かかりつけ歯科医」
を持つことの重要性を普及啓発する
•施設スタッフや介護専門職へ口腔ケア
の重要性や実践支援に係る健康教育
を行う
•生活習慣病対策と連携し，歯周病と生
活習慣病の関連についての情報提供
の強化を図る
•口腔機能の維持，向上の重要性を普及
啓発する

◆医療・介護事業所との連携できる
体制の構築を図る
•「治療の繰り返し」にならないよう，
「予防」のための「かかりつけ歯科医」
による障害児者等の受け皿整備を図る

◆既存事業における健康教育・保健指導の充実・強化

ライフステージ別歯と口の健康づくり推進に向けた取り組み

9 セルフケアが困難な方の歯と口の健康づくり

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

◆市民の歯科保健に対する意識関心
は高いとは言えず，必要な情報も十
分に届いていない

●保育所・幼稚園において，保護者に推
奨しているむし歯予防法
•歯みがき　 93.7％ ⇒ 92.5％
•フッ化物洗口 43.4％ ⇒ 52.6％
•かかりつけ歯科医による
　定期健診等 47.1％ ⇒ 48.6％
•間食指導　 42.3％ ⇒ 45.9％
※保育所・幼稚園歯科保健活動調査（H21⇒H28）

●小学校において，機会があれば実施し
たい保健指導
•歯みがき　 78.2％ ⇒ 84.1％
•むし歯予防講話 76.4% ⇒ 81.4％
•歯肉炎予防の保健指導  －  ⇒ 80.5％
•栄養・食事指導 67.3％ ⇒ 75.2％
•フッ化物の応用   2.7％ ⇒   7.1％

●むし歯を病気と認識している
　中学1年生： 59.8％ ⇒ 49.2％

※学校歯科保健関連調査（H21⇒H28）

●喫煙が及ぼす歯周病への影響
　知っている人 29.6％ ⇒ 34.4％

●糖尿病が及ぼす歯周病への影響
　知っている人 20.9％ ⇒ 31.2％

※市民健康意識調査（H21⇒H28）

◆科学的根拠に基づいた情報の提供
と、必要とする市民全てに活用しや
すい形で情報を届けることができる
体制の整備の構築
•乳幼児から高齢者に至る市民への体系
的，継続的な歯科健康教育の充実と，
タイムリーで適切な情報の提供体制づ
くりが望まれる
•市民の歯科保健行動の変容を支援して
いく各主体の連携強化や情報提供体
制の充実など社会全体で歯と口の健
康づくりを推進する
•現在の資源を最大活用し，歯科保健課
題を市民，かかりつけ歯科医，保育所・
幼稚園，嘱託歯科医，学校・学校歯科
医等，関係機関・団体，行政が共有・
認識し，連携協力して取り組みを効果
的にすすめる　

◆現在の啓発事業の充実，関係者対象の研修会や関係主体が参画する会議を通じた情報提供
１．市民向け啓発事業
•歯と口の健康週間行事　 •健康増進月間行事　 •歯と口腔の健康づくり月間行事　
•地区健康まつり •関係主体ホームページ　 •市ホームページ「せんだい・歯と口の健康づくりネット」
•各区ホームページ

２．関係者対象の研修会
•保育士研修会　 •養護教諭研修会　 •学校歯科医生涯研修制度基礎研修会　
•歯科衛生士研修会 •摂食指導研修会 •３歳児カリエスフリー85プロジェクト事業説明会
•妊婦歯科健診事業説明会 •成人歯科健康診査（20歳のデンタルケア，歯周病検診）事業説明会

３．関係主体主催の会議等
•市立保育所長会　 •民間保育園長会　 •認定こども園施設長会 •私立幼稚園連合会総会

４．関係主体が参画する推進会議等
•各区における幼児健診従事者による幼児健診懇談会（医師会，歯科医師会参加）
•学校保健委員会（学校医，学校歯科医，学校薬剤師，保健福祉センターなど）
•歯と口の健康づくり市民のつどい実行委員会
•働く市民の健康づくりネットワーク会議（医師会，歯科医師会，薬剤師会，職域保健関係団体参加）
•食育推進会議（医師会，歯科医師会，私立幼稚園連合会，保育所連合会，PTA協議会，栄養士会，食品関係団体など）
•地域医療対策協議会歯科保健医療部会（大学，歯科医師会，歯科衛生士会等関係団体参加）
•地域保健・保健所運営協議会（大学，医師会，歯科医師会，薬剤師会，栄養士会，学校，職域関係団体他）
•歯と口の健康づくりネットワーク会議

歯と口の健康づくりの情報体制の整備とネットワークの強化

現状（平成28年度）と課題 取り組みの方向性 具 体 的 な 取 り 組 み
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

市民向け啓発媒体 関係者向け啓発媒体

90％
50％

●障害（児）者入所施設での定期的な歯科健診実施率の増加……………………………仙台市（H25）83.3％、全国（H23）66.9％
●介護老人福祉施設・介護老人保健施設での定期的な歯科健診実施率の増加 ………仙台市（H25）未把握、　全国（H23）19.2％

出典：平成23年度厚生労働科学研究「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」

歯科口腔保健の推進に関する法律における
「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」に関する目標

歯と口の
健康づくり指標
（中間値  平成28年度)

29.6％
20.9％

34.4％
31.2％

100％
100％

●喫煙が及ぼす健康影響（歯周病）について十分な知識を持っている …………………………………

●糖尿病が引き起こす歯周病への影響について正しい知識を持っている ………………………………

★仙台市ホームページ「せんだい・歯と口の健康づくりネット」
仙台市歯と口の健康づくり後期計画及びアクションプランの周知

•市民が対象となる歯科健診，歯科健康教育の解説 •各種健診結果統計情報
•年齢に応じたセルフケアの方法　 •フッ化物応用の啓発
•「かかりつけ歯科医機能」に関する普及啓発　
•歯科保健啓発用資源（マニュアル，リーフレット）の共有化
•管理体制の一元化　  •関係機関，団体からの情報発信

更 新

セルフケアが困難な方の歯と口の健康
づくりを支援，推進するためには，保
健医療・福祉などの関係機関が連携
協力して取り組む環境整備が必要

★新規

最終評価各種調査 最終評価各種調査

◆事業者研修会
①地域包括支援センター職員合同研修，②事業所対象研修
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歯と口の健康づくり分野のメインターゲット
「学齢期」推進に向けた団体等の取り組み

　健康づくりには生涯を通じたシームレスな取り組みが必要であり，「第２期いきいき市民健
康プラン後期計画」では，「歯と口の健康づくり」のメインターゲットを「乳幼児期・学齢期・
青年期」として働きかけていくこととしています
　とりわけ「学齢期」は重要な世代で，中間評価において「悪化」していた指標は，子どもを取
り巻く環境要因が大きいことから，本人や家庭だけでなく，学校や歯科校医，地域関係者（医
師・薬局）などとの連携により，日常の暮らしの場で健康づくりを進める必要があります

•バランスのとれた食生活の定着，フッ化物配合歯磨き剤やデンタルフロス
を使用した歯みがき等，歯や口の健康づくりに取り組みます
•かかりつけ歯科医を持ち，定期歯科健診や保健指導・フッ化物歯面塗布
等の予防処置を受けるように努めます

•学校や地域の保健事業に積極的に参画し，歯科保健の普及に努めます
•かかりつけ歯科医として，定期的に健診や予防処置を実施するとともに，
口腔保健指導や食生活指導に努めます
•学校歯科保健従事者の資質の向上を図ります

•学校安全保健計画，保健指導計画等の作成時に，歯と口の健康づくりに
効果的な取り組みに関する助言や事業提案を行います
•歯科健康診断の実施と事後指導，健康相談を支援する他，学校保健委員
会等積極的に学校行事に参加し，教職員・児童生徒・保護者の歯科保健
知識や技術の向上に努めます
•歯科健康診断後，CO・GOと診断された児童・生徒に対する適切な保
健指導・健康相談・健康教育を行うことにより，子ども自らが気づき，歯
科疾患の進行を予防・抑制するような生活習慣を見直す保健教育の教材
となるよう，学校における取り組みの支援を行います
•学校保健委員会に積極的に参画し，児童生徒の歯科保健状況を還元し，
専門的立場からの助言指導を行います
•教職員や保護者に対し，講話等を通して，フッ化物による歯と口の健康づ
くりの啓発や情報提供に努めます

•学校歯科健診を実施し，要指導の児童・生徒に対する歯科保健指導の充
実を図ります
•児童・生徒，保護者に対して，科学的に適切な歯科保健情報の伝達，教
育を行います
•学校保健委員会の活性化に努め，学校における歯科保健活動の充実に努
めます
•保育所・幼稚園，保健所等，地域との連携を深め，生涯を通じた歯と口の
健康づくりの取り組みに努めます
•児童会，保健委員会等の活動を支援し，児童・生徒の自主的活動を支援
します

児 童・生 徒
保 護 者

•保育所や幼稚園での歯科保健活動の充実に努め，幼児期からの歯科保健
習慣の定着と健康感を育みます
•永久歯萌出期に合わせて，フッ化物洗口を実施し，健康格差の減少と生
涯を通じた歯と口の健康づくりにつなげます

•住民を対象としたイベントや，会員を対象とした研修会等において，歯や
口の健康の大切さを普及啓発します
•健やかな口腔機能を育てるメニューの普及を図ります（栄養士会，食生活
改善推進員協議会，社会学級，老人クラブ等）
•歯や口の健康に配慮した手作りおやつの作り方等を講習します（栄養士
会，食生活改善推進員協議会等）
•歯や口の健康維持のための方法や，地域の子どもへのおやつの与え方等
の知識を提供します（老人クラブ，児童厚生員等）

•歯科疾患の予防，歯と口の健康づくりを推進するための先端的研究，疫
学調査，フィールドワークなどの学術的研究を行います
•関係主体の研修会など，必要な際に専門医や講師の派遣などを行い支援
体制の整備に努めます

•妊婦や乳幼児の訪問指導の場で，歯や口の清掃の必要性や清掃方法等に
ついての情報を提供します（訪問指導員）
•児童，生徒，保護者に対する歯科保健情報を発信し，その内容の充実を
図ります
•歯科疾患が生活習慣病であることの啓発を行います
•定期的にフッ化物歯面塗布を含めた専門的ケアを受けるために，かかりつ
け歯科医を持つことを勧めます
•集団フッ化物洗口の普及啓発の強化を図ります
•地域全体で歯や口の健康づくりに取り組むために，各団体の活動を支援
します

保 育 所・
幼 稚 園 等

歯科医師会・
歯科衛生士会

学 校歯 科医

小 学 校
中 学 校
高 等 学 校

保健医療団体
医師会
薬剤師会
栄養士会
職域保健団体  等

教育研究機関
（大 学 等）

市
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ACTIO
N

PLAN

後期計画アクションプランの推進体制と進行管理について
この計画を実効性のあるものとするため，計画の周知・普及，計画の進行管理や調査・研究を実施する必要があります。

◆歯と口の健康づくり計画及びライフステージごとのアク
ションプランを市のホームページに掲載します。

◆歯と口の健康週間｢市民のつどい｣や各区行事等の様々な
イベントや会議等を通じて，市民及び関係機関・団体に
対しての普及を図っていきます。

◆アクションプランは，計画（Plan），実行（Do），成果・効
果の分析・評価（Check），改善・見直し（Action）を基
本とした PDCA サイクルにより進行管理を行うものとし
ます。

◆具体的には，アクションプランの策定（P）を踏まえ，アク
ションプランに基づく事業を実施し(D)，定期的に「歯と
口の健康づくりネットワーク会議」及び専門部会を開催
し，各年度毎の進捗状況を共有するとともに事業評価や
推進方策を検討し，公表します（C）。また，平成 34 年
度までの間に新規事業が創設された場合や事業が終了
した場合は，各年度の年次報告について追加・改善・修
正等（A）を行い，対応するものとします。

◆また，アクションプランを推進する 5 年間は，現在の目
標年次に向けた事業の推進だけでなく，次の計画に向け
た準備期間としても位置付けます。本市の健康課題や社
会情勢の変化等の状況に適切に対応した歯と口の健康
づくりの方向性を検討していく必要があります。
　このため，「歯と口の健康づくりネットワーク会議」の一
層の充実・強化を図り，仙台市の歯科保健推進体制の
整備を推進します。

◆計画の進捗管理のために，歯科保健にかかわる調査を行
い，情報を収集・集約し，結果を提供します。

◆様々なデータを必要としている地域や関係機関に，迅速
かつ確実に提供できる体制を整備します。

◆各主体が効果的な事業展開を図れるように，最新の歯科
保健に関わる健康づくりの情報やモデル的に効果のあっ
た事例を把握し，提供します。

◆健康寿命の延伸に向けた歯科口腔保健の推進を図るた
め，効果的かつ効率的な歯科疾患予防対策に関する国
の動向や，全身と口腔状況の関連等の最新情報を収集
し，地域や関係主体及び市民に情報提供するとともに，
必要に応じて関係者の研修会を実施します。

計 画 の 周 知 計画の進行管理 調査・研究、研修等の実施
1 2 3

歯と口の健康づくりネットワーク会議
東北大学大学院歯学研究科，（一社）仙台市医師会，（一社）仙台歯科医師会，（一社）仙台市薬剤師会，宮城産業保健総合支援センター，（一社）宮城県歯科衛生士会，

仙台市私立幼稚園連合会，仙台市保育所連合会，仙台市ＰＴＡ協議会，仙台市（保健福祉センター，教育局，子供未来局，健康福祉局）

後期計画
アクション
プラン

仙台市健康福祉局保健衛生部健康政策課
〒980-8671  仙台市青葉区国分町３-７-１　TEL 022-214-8198　FAX 022-214-4446



仙　台　市
歯と口の健康づくりネットワーク会議

伊達家伯記念會協力


