
16　歯科保健

歯と口の健康を維持することは､単に食物を岨噂するということだけでなく､

食事や会話を楽しむなど､豊かな人生を送るための基礎となるものである｡また､

歯の喪失は､食生活や社会生活に支障を来たし､ひいては全身の健康にも影響を

与える｡

そこで､乳幼児から高齢者まで､生涯にわたる｢歯と口腔の健康づく　り｣をすす

めるため､次のような歯科保健事業を実施している｡

母子歯科保健 ��ﾉ�ﾂ靼)~竟"����･��(餽怏]ｸﾉ"�普及啓発.相談 

ハローへやヒ寸一学級.妊婦歯科健診- 倬X怦���i�ｩ&ｲ�健康学習 

3-4か月児歯科保健指導.育児相談 倬X怦ｮ馮ｸﾉ)�b�高齢者の健康づくり 

1歳-やか月児.2歳児.3歳児. 倬X怦ｮ馮ｸﾉ)�h7H4�8ﾘ�ｸ4�63s��歯の衛生週間行事 

保育園児歯科健診 �8020達成者表彰 

歯科衛生相談 剏注Nまつり かかりつけ歯科医紹介 

(1)母子歯科保健
ア　妊　婦

妊婦は､むし歯や歯周病などにり患しやすいので､歯の衛生には特に注

意が必要である｡　そこで､ハローベビー学級で｢妊娠中の歯の健康と赤ち

ゃんの歯｣についての講義や､歯みがき指導等を実施している｡

また､ハローベビー学級受講者及び希望する妊婦に対し､歯科健診と歯

科保健指導を実施している｡

妊婦歯科健診

･区分 們�邵���B�受診者数(㈱ 

総数 ����166 

台東 迭�84 

浅草 迭�82 

イ　乳幼児

(ア) 1歳6か月児歯科健康診査

1歳6か月児健康診査の一環として歯科健康診査と歯科保健指導を

実施している｡

(イ) 2歳児歯科健康診査

希望者に対し､歯科健康診査と歯科保健指導を実施している0

(ウ) 3歳児歯科健康診査

3歳児健康診査の一環として歯科健康診査と歯科保健指導を実施し

ている｡
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(ア) 1歳6か月児歯科健康診査

区分 們�邊��ﾈ蹴�むし歯のない者 劍-�+X餽,ﾈ*�.倆"�劔処置 歯の ある 者 �7Hｾ"�餽,ﾂ�*�.���"�01 壁 ��"�¥r�総数 ��ﾅ��B型 �8ﾅ��総数 凛b�

総数 涛cb�422 鉄#��943 �#��3 ���23 �"紕R�1 ���

台東 鼎���170 �##2�393 ��R�3 ���18: 釘紕R�0 ���

浅草 鉄SR�252 �#唐�550 迭�0 ���5 ��纈R�1 ���

*単位:件数

区分 �+ｸ,ﾉ�ﾈ腰�ﾘ,ﾈ*�.倆"�剏ｻ在歯数 �-�+R�餽,ﾂ�1人 平均 むし 傀�'X餝�,ﾉ�ﾙ�B�鍍銀 歯の 不正 佰ｸﾖ�>����その他 

q交合 ��y�H��(��剔告� 倬Y�B�しヽ ��ﾙ�B�

総数 涛B�33 塔��14,278 都R�0.08 �"�2 

台東 鼎��~~8 �3"�5,981 田��0.15 ���-0 

浅草 鉄2�25 鼎��8,297 ��R�0.03 �"�2 

*単位:歯

(イ) 2歳児歯科健康診査

区分 們�郢�ﾂ�X��むし歯のない者 劍-�+X餽,ﾈ*�.倆"�
01型 ��(ﾅ��総数 ��ﾅ��B型 �8ﾅ��総数 

総数 �#Rﾓ"�112 ��#��240 湯�.2 ���12 

台東 ��#��55 鉄��114 迭�1 ���7 

浅草 ��3��57 田��126 釘�1 ���5 

(ウ) 3歳児歯科健康診査

区分 們�邊��ﾈ蹴�むし歯 のない 者 �-�+X餽,ﾈ*�.倆"�劔処置 歯の ある 者 �7Hｾ"�餽,ﾂ�*�.���"�
A型 �(ﾅ��C型 ��ﾙ�B�率 

総数 ��ﾃ�CR�844 ��32�60 唐�201 ��偵"R�45 �3��

台東 鼎S��366 田"�27 �2�92 �#���R�21 ��B�

浅草 鉄ビ�478 都��33 迭�109 ��ゅbR�24 ��b�

*単位:件数

区分 �+ｸ,ﾉ�ﾈ腰�ﾘ,ﾈ*�.倆"�剏ｻ在歯数 �-�+R�餽,ﾂ�1人平 均むし 傀�'R�餽,ﾂ�鍍銀 歯の 不正 佰ｸﾖ�>��のイ 

巧交合 ��y�H��(��剔告� 倬Y�B�総数 ��ﾙ�B�

総数 ��c"�32 涛"�20,720 都3"�0.70 ��3"�96 

台東 鉄r�ll �3��9,076 �3�r�0.69 都2�44 

浅草 ���R�21 鉄2�ll,644 鼎�R�0.71 鉄��52 

*単位:歯
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注(ア)～(ウ)の用語説明

0 1型　むし歯がなく､かつ口腔環境がよいと認められる者

02型　むし歯はないが､口腔環境が良好でなく､近い将来において､む

し歯り息の不安のある者

A　型　上の前歯のみ､または奥歯のみにむし歯のある者

B　型　上の前歯と奥歯にむし歯のある者

C　型　上下の前歯及び奥歯､すべてにむし歯のある者

鍍銀歯　フッ化ジアンミン銀塗布歯

(ェ)保育園児歯科健康診査

管内の保育園児に歯科健康診査と歯科保健指導を実施している｡

(実施保育園数　21園)

年齢クラ 假9�h�)�B�むし歯の �-�+X餽,ﾂ�
ス別内訳 凾ﾈい者 �*�.倆"�

総数 ��ﾃc途�#鋳�1,340 �3Sr�

0歳児 ��#R�#鋳�125 ���

1歳児 �#c2�259 釘�

2歳児 �3#b�296 �3��

3歳児 �33b�273 田2�

4歳児 �3#2�195 ��#��

5歳児 �3#B�192 ��3"�

( )歯の生えていない者

むし歯有病者率

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ��

- 劔� 剪�

吾 劔� 剪�

よ.辛.云≒1.丈⊃(.,,/,幾.I 劔�� 剪�

0歳児 ��ﾜ韜��2歳児 �8ﾜ韜��4歳児 剴Xﾜ韜��

E)有病者率(港) ���1.5 湯�"�18.8 �3偵b��40.7 

(オ)その他

3-4か月児健診で､お口の機能の発達やこれから生えてくる乳歯の

むし歯予防について歯科保健指導を行っている｡

また､歯科衛生相談(歯科健診･相談･歯みがき指導等)を実施すると

ともに､地域でも育児相談で歯科保健指導を実施している｡
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(2)歯科衛生相談
生涯を通じた歯と口腔の健康づく　りをめざして､乳幼児から高齢者まで

を対象に､歯科衛生相談日を設け､歯科健康診査､保健指導､歯の健康教

室及び予防処置を実施している｡

ア　歯科健康診査及び保健指導

区分 剋�f者総数 剩D産婦 �?ｹv8髓�その他 劔刳J設 回数 
40歳未満 �40歳以上 剔h 

総数 ��ﾙ�B�908 茶sR��23 都ッ�75 茶S"��24 茶#2��99 茶sR��49(4) 初診 �#���(3) �#"�244 �#��(1) �2�(2) �#B�(3) 

再来 田�����(72) ���542 鉄B�(51) �#��(21) 都R�(72) 

台東 ��ﾙ�B�452 茶SR��9 �3s��45 茶3R��20 茶#���65 茶SR��25(3) 初診 ��CR�(3) 唐�125 ����(1) �"�(2) ��"�(3) 

再来 �3�r�(52) ���253 偵3R�(34) ����(18) 鉄2�(52) 

洩草 ��ﾙ�B�456 茶#���14 鼎���30 茶�r��4 茶2��34 茶#���24(1) 初診 ��CR�(0) ��B�119 免ﾂ�(o) ���(o) ��"�(o) 

再来 �3���(20) 辻�289 ����(17) �2�(3) �#"�(20) 

( )障害者を再掲
予防処置

7.9%

イ　歯の健康教室

区分 假8ﾗX�)�B�開設回数 

総数. 鉄唐�54 

台東 �3#��29 

浅草 �#c��25 

ウ予防処置(4歳未満の希望者)

歯の健康教室
36.6%

区分 們�ｨ��B�フッ素塗布 刳剋� 剋譜� 倬Xv�� 

イ ��イ ��イ �42�目｡ 

総数 ��3��128 �"ﾃ3#��1 ���0 ���59 

台東 鼎��49 塔s�� �� ��25 

浅草 塔��79 ��ﾃCS��1 ��� ���34 
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(3)普及啓発

ア　健康学習､健康相談､かかりつけ歯科医紹介

歯と口腔の健康を保つための健康学習会や健康相談等を実施し､好ま

しい生活習慣が実践できるよう､普及啓発を図った｡

また､かかりつけ歯科医定着促進のため､紹介事業を実施している｡

区分 們�郢�ﾙ�B�母子 ��ﾉ�ﾂ靼)~竟"馮(･��"�

個別相談 �����96 塔R�

健康学習 �2ﾃ#�2�3,059 �##B�

高齢者の健康づくり (口腔機能向上) �3���- �3���

かかりつけ 歯科医紹介 唐�1_ 售r�

イ　歯の衛生週間行事

区内2歯科医師会に委託して｢歯の無料健康相談｣を2会場で実施して

いる｡

区分 ��ﾙ�B�台東区歯科医師会館 ��9��[h嶌ｬ�X5ｨ985��ｲ�

参加人数 田S��208 鼎S��

ウ　8020達成者表彰

区分 儷ﾈ�(�)�B�認定者数 

人数 鼎2�32 

注　ウの用語説明

8020達成者　80歳以上で自分の歯が20本以上ある健康な者

表彰者　審査の結果､ 21年度に初めて8020達成者として表彰された者

認定者　過年度において　8020達成者として表彰されており､審査の結

果21年度も自分の歯が20本以上あると認められた者
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(4)成人歯科保健
ア　歯科基本健康診査

歯の喪失を予防し､高齢期における健康を維持するため､区内2歯科医師

会に委託して歯科基本健康診査を実施している｡

受診者内妻 �3�ﾜ��35歳 鼎�ﾓCHﾜ��45-49歳 鉄�ﾓSHﾜ��55歳 田�ﾜ��65歳 都�ﾜ��総数 

男性 都r�105 鼎3��415 鼎#2�77 ��cr�113 ���"�1,928 

女性 �����231 都SR�593 鉄3r�118 �#3��181 ��s2�2,998 

総数 偵#Sr�336 ��ﾃ�釘�1,008 涛c��195 �3途�294 �#コ�4,926 

1人平均歯､ �3�ﾜ��35歳 鼎�ﾓCHﾜ��45-49歳 鉄�ﾓSHﾜ��55歳 田�ﾜ��65歳 都�ﾜ��

健全歯 ��ゅR�16.7 ��B縒�13,2 ��"�2�ll.7 ������9.6 湯���

処置歯 唐���9.9 ��"���13.3 ��2絣�13.5 ��2紕�13.1 ��"�2�

未処置歯 �"���1.8 ���2�1.0 ��纈�1.0 ���"�1.1 ��纈�

現在歯 �#ゅb�28.4 �#ゅ��27.4 �#b縒�26.2 �#B繧�23.8 �#"�"�

1人平均現在歯数とその内訳

30歳　　　35歳　　40-44歳　45-49歳　50-54歳　　55歳　　　60歳　　　65歳　　　70歳

田健全歯　I処置歯　　Ej未処置歯

歯周病と喪失歯の状態

一弾_.芦 照.17が _少三⇒ 一一宗一-≡カ菟…-.学ib----書勇一′_, �� �� �� 

30　　　　35　　　40-44　　45-49　　50-54　　　55

匿国国1人平均喪失歯数

ーCPIコード3以上の者

60　　　　65　　　　70　　歳

*cpIコード3以上　歯周ポケット4mm以上あり歯周病が進行している

イ　歯科基本健康診査フォローアップ

歯科基本健康診査受診者で､ ｢要指導｣及び歯科医師が必要と認めた者に

対し､ニュースレターを送付し､受診者が自ら自分の歯の健康の保持及び歯

の喪失の予防を図ることができるよう支援する｡

ニュースレター送付者数 ��ﾃ鉄Y�ﾂ�

-141-

本

7

6

5

4

3

2

1

0


