
平成29年度　歯科保健事業実施状況

事業名 実施場所 実施日 回数（回） 対象者(人） 来所者(人） スタッフ 内　容

1歳6か月児 保健センター 毎月1回 12 1歳6か月児 歯科医師１ 歯科健診

歯科健康診査 445 430 歯科衛生士3 口腔衛生指導

  (96.6%) 保健師10 フッ化物塗布

2歳児 保健センター 毎月1回 12 2歳児 歯科医師１ 歯科健診、フッ化物塗布

歯科健康診査 436 252 歯科衛生士3 口腔衛生指導

(57.5%) 管理栄養士１・保健師6 歯垢染め出し

  作業療法士1 集団指導

2歳6か月児 保健センター 毎月1回 12 2歳6か月児 220 歯科医師１ 歯科健診、フッ化物塗布

親子歯科健康診査 434 (50.7%) 歯科衛生士3 口腔衛生指導

と保護者 162 保健師6 歯垢染め出し

作業療法士1 集団指導

3歳児 保健センター 毎月1回 12 3歳児 歯科医師１ 歯科健診

歯科健康診査 425 430 歯科衛生士3 口腔衛生指導

 (101.2%) 保健師10 フッ化物塗布

フッ化物塗布 保健センター 6月4日(日） 1 258 歯科医師 ○尾北歯科医師会主催

歯科健康診査 歯科衛生士 歯科健診、フッ化物塗布

総合体育文化センター 11月12日(日） 1 325 歯科助手 口腔衛生指導

健康フェアで実施 ＊6月と11月合計 ＊583 健康課職員 歯のクイズコーナー

☆ 妊産婦歯科健康診査 医療機関委託 通年 随時 妊産婦 82 医療機関委託 歯牙・歯周検査

口腔衛生指導

成人 保健センター 特定健診30日間 30 30歳以上の人 257 歯科医師2 歯牙・歯周検査

歯科健康診査 又は妊婦 （成人237・妊婦20） 歯科衛生士1 口腔衛生指導

定員350 保健師1

☆ 節目歯科健康診査 医療機関委託 4月～10月 随時 40歳の人 623名 66 医療機関委託 歯牙・歯周検査

65歳の人 586名 84 口腔衛生指導

糖尿病予防 医療機関委託 12月～2月 随時 90 医療機関委託 歯牙・歯周検査

歯科健康診査 (23.6%) 口腔衛生指導

歯科健康相談 保健センター 6月4日(日） 1 子ども・成人 33 歯科医師4 歯科相談

（歯科医師） (6月再掲：子ども11人） 歯科衛生士１ 口腔衛生指導

（フッ化物塗布と同時実施） 総合体育文化センター 11月12日(日） 1 (11月再掲：子ども1人） 30 保健師1

乳幼児健康相談 保健センター 毎月1回 *12 乳幼児 *44 歯科衛生士１ 歯科相談

*母子保健事業の再掲

歯科健康相談（健康ﾁｪｯｸ） 保健センター 毎月2回 2 成人 3 歯科衛生士１ ブラッシング指導

（歯科衛生士） 第1・3水曜日 口臭測定等

口臭測定 保健センター 各健診等 33 成人 185 歯科衛生士１ 口臭測定

かみかみ歯ピカ教室 保健センター 偶数月 6 1歳～1歳6か月児 59 管理栄養士１ 講義、歯垢染め出し

と保護者 保健師1、歯科衛生士1 ブラッシング指導

後期離乳食教室 保健センター 年間8回 *8 9～11か月児 *115 歯科衛生士１ 講義

*母子保健事業の再掲 管理栄養士1

保健師1

誤嚥性肺炎予防講演会 保健センター 12月 1 成人 55 歯科医師１ 講義

保健師1、歯科衛生士1 

健康ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室 保健センター 11月 *1 成人 *22 歯科医師１ 講義

なぜ「よく噛むこと」が大切なの？

＊成人保健事業の再掲 保健師1、歯科衛生士1 
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事業名 実施場所 実施日 回数（回） 対象者(人） 来所者(人） スタッフ 内　容

保健センター 偶数月 *6 プレママと産後ママの交流会参加者 *59 歯科衛生士１ ﾍﾟﾘｵｽｸﾘｰﾝ検査

☆ 保健センター 9月 *3 ﾔﾝｸﾞ健診受診者 *69 定期的な歯科健診の啓発

総合体育文化センター 9.10月 *3 商工会健康診断受診者 *77

*地区会館等 随時 *1 成人 *成人19 歯科衛生士１ 講義　ﾍﾟﾘｵｽｸﾘｰﾝ検査

（保健推進員活動） *0 母子 *母子0 保健師1 ブラッシング指導等

シニア大学 随時 1 高齢者 49 歯科衛生士１ 講義

介護保険説明会 随時 1 65歳以上の人 14 歯科衛生士１ 講義

すみれ会 7月 1 すみれ会員 7 歯科衛生士１ 講義

子育て支援ｾﾝﾀｰ 6月 *1 乳幼児の保護者 *7 歯科衛生士１ 講義、ブラッシング指導

保育園 5・6月・11・12月 7 年少児 88 歯科衛生士１ 講義、ブラッシング指導

地区巡回歯科指導 2回／年 7 年中児 115 歯垢染め出し

14 年長児 283 （年長児11・12月）

小学校 随時 3 岩倉東小学校4.5.6年 66 歯科衛生士１ 講義

と保護者 19

五条川小学校（3年） 63 ブラッシング指導等

フッ化物洗口実施 小学校 5月 6 小学校1～3年（3校） 703 歯科衛生士、保健師 初回指導等

施設支援 保健所歯科医師

★ ひざ・腰痛予防と 保健センター ｼｮｰﾄ①：5.6月 *3 ①65歳以上75歳未満 *44 歯科衛生士１ 口腔機能向上指導

健康講座 ｼｮｰﾄ②：10.11月 *3 ②運動制限の指示がない人 *23 作業療法士１ 運動指導

＊高齢者の健康づくり事業の再掲 ﾛﾝｸﾞ：12～3月 *6 ③すべて参加できる人 *48 管理栄養士１ 栄養改善指導

④介護ｻｰﾋﾞｽを利用していない人 保健師１

8020歯の 総合体育文化センター 健康フェアで実施 1 59 来賓：市議会議長

健康コンクール 歯科医師

市長・健康課職員 表彰状、記念品贈呈

訪問歯科指導 各家庭 随時 0 寝たきり老人 0 歯科衛生士１ 口腔衛生指導

要指導者等 保健師

84 歯科医師

延272日 相談窓口：歯科衛生士

合計 － － － 165 － 4,571 *再掲除く －
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