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第1章　計画策定にあたって

第３章　計画推進に向けて

妊産婦

障害者・要介護者等

■区民一人ひとりが日常生活において自覚と意欲を持って、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組みます。
■すべての区民が生涯を通じて区内のどこにいても、最適な健康教育、歯科健診、予防対策、口腔ケア等
　の歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けることができるよう環境整備を進めます。

妊産婦と子の歯と口腔の健康づくりを支援します。

障害者や要介護者が十分な歯科治療を受けられる環境づくり
を推進します。

身近な歯科診療所で受診できる
ように妊産婦歯科健診の委託化

さまざまな場面でのかかりつけ
歯科医の普及啓発

在宅歯科相談窓口の設置

多職種連携の推進
多職種が口腔ケアの重要性の共通認識を持ち、連携していく
ことにより、効果的かつ効率的な歯科保健医療を提供します。

かかりつけ歯科医を持つことの推進
ライフサイクルに応じた歯科治療と口腔の継続管理ができる
ように、「かかりつけ歯科医」を持つことを支援します。

災害時の歯科保健医療を支えるしくみ
災害時においても避難者等の口腔機能の維持を守り、全身の
健康保持につなげていきます

歯科業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上
歯科業務にかかわる者の知識と資質の向上を目指します。

「豊島区歯と口腔の健康づくり推進条例」第８条に基づく実施計画であると同時に、区の基本計画の健康
分野、「豊島区健康プラン」の健康づくり分野の補完計画です。また、国が定める「歯科口腔保健の推進に
関する基本的事項」、「健康日本 21（第２次）」及び東京都の「いい歯東京」等との整合を図っています。

平成２６年度から平成３０年度までの５年間とします。

生涯にわたり自分の歯で食事を楽しみ、健康にいきいきと暮らせるように、歯に
とってよい生活習慣を身につけ健全な口腔機能を維持する人。

ライフステージに応じた歯の自己管理法を身につけている人を増やします。

第1章 計画策定にあたって 第2章 施策別計画 第3章 計画推進に向けて

歯と口腔の健康に関する教育プログラムを実施し、歯みがきの知識、技能等
の習得を図ります。1 学齢期におけるむし歯、歯周疾患の予防

定期的な検診、口腔ケアの重要性の普及啓発により、口腔機能の維持・向上、
さらにQOL の向上を目指します。2 高齢期における口腔機能の維持・向上

あぜりあ歯科診療所の相談・診療体制の充実により、訪問歯科診療システム
を推進します。3 障害者・要介護者への口腔ケア

多職種が口腔ケアの重要性の共通認識を持ち、連携することにより、効果的
かつ効率的な歯科保健医療を提供します。多職種連携の推進4

医科歯科薬科の連携のしくみづくり

歯科保健医療マニュアルの整備

歯科保健関係者の養成事業

主な取り組むべき施策

主な取り組むべき施策

多職種による交流会

豊島区歯と口腔の健康づくり推進計画＜概要版＞

地域歯科医療体制の充実・発展

編集発行：豊島区保健福祉部地域保健課がん対策・健康計画グループ
〒170-8422  豊島区東池袋1-18-1 TEL：03-3981-1111（代表）
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豊島区ではこの歯と口腔の健康づくり推進計画に掲げた具体的施策、数値目標の達成を目指して個人、
家庭、関係者及び行政が連携、協力し、ライフステージに応じたさまざまな施策に、一体的に取り組むとと
もに、生活習慣に関する正しい知識の普及を通じて、区民自らの取り組みを促進することにより、区民の
歯と口腔の健康づくりを推進します。

歯と口腔の健康づくりを効果的に推進していくために、必要に応じて進捗管理及び施策
の見直し等について検討を進めていきます。



※位相差顕微鏡：生物細胞を観察する場合や臨床検査に多く用いられる光学顕微鏡。

第2章　施策別計画 ライフステージ別の施策

【大目標】

【小目標】

【大目標】

【小目標】

年齢

乳幼児期 学齢期

0歳～５歳 6歳～18歳

特徴

目標

主な
数値目標

取り組む
べき施策

及び
実施事業

実現したい
人物像

ライフステージ

教育プログラム

●保護者へのむし歯予防の啓発が、子の

むし歯予防につながる

●食習慣や咀嚼（そしゃく）機能が確立

●この時期の歯みがき習慣が生涯の習慣

となる

乳幼児期の歯と口腔の健やかな発達と楽

しい育児の支援

●小学生は乳歯と永久歯の交換時期で、むし

歯になりやすい

●中学生は、永久歯列がほぼ完成し、歯の隣

接面にむし歯が多発

●スポーツに起因する転倒などの外傷による上

下顎の骨折、歯の破折や脱臼になりやすい

むし歯がなく、正しい生活習慣を

身につけた子

自主的に歯や口腔の健康管理を行い、

生涯にわたる健康の基盤を自ら形成

できる人

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）

（３）

（４）

むし歯予防対策の推進

食育等の対策の推進

保護者へ正しい知識の習得の支援

（正しい歯みがきの方法・歯ブラシ

による事故予防等）

むし歯のない
子の割合
（３歳）

現状値

乳児健診歯科
集団指導

就学時健康診断出張育児相談

幼稚園歯科講話

歯みがきをすることと健康な体の関係の理解

位相差顕微鏡※を利用した歯科保健指導

給食後の歯みがきの実施

歯科衛生士による歯みがき指導

歯と口腔の健康づくりに関する食育指導

離乳食講習会

乳幼児歯科衛生相談

学校歯科健診

歯科巡回指導

卒園までむし歯ゼロ作戦

1歳6か月児
歯科健診

3歳児歯科健診
園児歯科健診

87.6％

H28

88％

H30

90％

現状値

63.4％

H28

65％

H30

70％

むし歯のない
人の割合
（12歳）

歯と口腔の健康づくりを通じて、自律的に

健康問題を解決し、行動できる児童・生徒

を育成

むし歯及び歯周疾患の予防対策の推進

保護者に対する歯科疾患に関する知識

の啓発

口腔清掃や食育支援等の口腔衛生に係

る教育を実施

歯と口腔の外傷の予防を啓発

歯みがきの
意味の理解
と習慣化

歯みがきに
関する技能
等の習得

食育との関
連・その他

成人期（ミドル世代） 高齢期（シニア世代）

40歳～64歳

成人期（ヤング世代）

19歳～39歳 65歳以上

●多忙による通院困難

●歯と口腔に関する健康
意識が低い傾向

●生活習慣が歯と口腔の
健康に大きく影響

●歯と歯の間が開き、食
べ物が歯間に詰まりや
すい

●口臭を気にする人が増加

●歯周病・喪失歯が増加

●生活習慣病の発症期

セルフケアと専門的口腔ケアを啓発し、歯の喪失

予防を支援

●歯の喪失が急増

●咀嚼（そしゃく）、嚥下（えんげ）機能の
低下

●歯周疾患検診の受診率は低く、要指導、要
精密検査の対象となる人の割合が高い

●内科疾患の合併症の増加

正しい生活習慣を身につけ、歯と口腔の健康を

保持できる人

【大目標】

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）

（３）

歯周疾患及び歯の喪失の予防対策

歯と口腔に関する健康意識の向上

歯周病と生活習慣病の関係についての普及

啓発

【小目標】

歯周疾患検診を受けて
いる人の割合（40歳）

現状値

歯科講演

歯科教室

生活習慣病予防健診・
保健指導

６０２４の普及啓発 ８０２０表彰式

口腔ケアプログラム

歯周疾患検診
（１）受診期間の延長の検討
（２）効果的な受診勧奨策の検討
（３）年齢、実施先の拡大の検討（45、55歳の検診実施検討）

妊婦歯科健診

在宅高齢者等歯科訪問診療

訪問歯科衛生指導

6.8％

H28

8％

H30

10％

現状値

64.2％

H28

68％

H30

72％

80歳で20本
以上の歯を

持つ人の割合

定期的に検診を受診できる機会を提供し、

口腔ケアの重要性について普及啓発

【大目標】

口腔清掃、義歯の手入れに関する知識

の習得の啓発

歯周疾患検診の受診率向上と普及啓発

口腔機能の維持・向上

【小目標】

歯周病が全身の健康へ影響することを理解し、

定期的にかかりつけ歯科医にかかるなど、歯

と口腔の健康づくりに積極的に取り組める人

障害者  歯科診療

在宅歯科  相談窓口
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第1章　計画策定にあたって

第３章　計画推進に向けて

妊産婦

障害者・要介護者等

■区民一人ひとりが日常生活において自覚と意欲を持って、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組みます。
■すべての区民が生涯を通じて区内のどこにいても、最適な健康教育、歯科健診、予防対策、口腔ケア等
　の歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けることができるよう環境整備を進めます。

妊産婦と子の歯と口腔の健康づくりを支援します。

障害者や要介護者が十分な歯科治療を受けられる環境づくり
を推進します。

身近な歯科診療所で受診できる
ように妊産婦歯科健診の委託化

さまざまな場面でのかかりつけ
歯科医の普及啓発

在宅歯科相談窓口の設置

多職種連携の推進
多職種が口腔ケアの重要性の共通認識を持ち、連携していく
ことにより、効果的かつ効率的な歯科保健医療を提供します。

かかりつけ歯科医を持つことの推進
ライフサイクルに応じた歯科治療と口腔の継続管理ができる
ように、「かかりつけ歯科医」を持つことを支援します。

災害時の歯科保健医療を支えるしくみ
災害時においても避難者等の口腔機能の維持を守り、全身の
健康保持につなげていきます

歯科業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上
歯科業務にかかわる者の知識と資質の向上を目指します。

「豊島区歯と口腔の健康づくり推進条例」第８条に基づく実施計画であると同時に、区の基本計画の健康
分野、「豊島区健康プラン」の健康づくり分野の補完計画です。また、国が定める「歯科口腔保健の推進に
関する基本的事項」、「健康日本 21（第２次）」及び東京都の「いい歯東京」等との整合を図っています。

平成２６年度から平成３０年度までの５年間とします。

生涯にわたり自分の歯で食事を楽しみ、健康にいきいきと暮らせるように、歯に
とってよい生活習慣を身につけ健全な口腔機能を維持する人。

ライフステージに応じた歯の自己管理法を身につけている人を増やします。

第1章 計画策定にあたって 第2章 施策別計画 第3章 計画推進に向けて

歯と口腔の健康に関する教育プログラムを実施し、歯みがきの知識、技能等
の習得を図ります。1 学齢期におけるむし歯、歯周疾患の予防

定期的な検診、口腔ケアの重要性の普及啓発により、口腔機能の維持・向上、
さらにQOL の向上を目指します。2 高齢期における口腔機能の維持・向上

あぜりあ歯科診療所の相談・診療体制の充実により、訪問歯科診療システム
を推進します。3 障害者・要介護者への口腔ケア

多職種が口腔ケアの重要性の共通認識を持ち、連携することにより、効果的
かつ効率的な歯科保健医療を提供します。多職種連携の推進4

医科歯科薬科の連携のしくみづくり

歯科保健医療マニュアルの整備

歯科保健関係者の養成事業

主な取り組むべき施策

主な取り組むべき施策

多職種による交流会
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豊島区ではこの歯と口腔の健康づくり推進計画に掲げた具体的施策、数値目標の達成を目指して個人、
家庭、関係者及び行政が連携、協力し、ライフステージに応じたさまざまな施策に、一体的に取り組むとと
もに、生活習慣に関する正しい知識の普及を通じて、区民自らの取り組みを促進することにより、区民の
歯と口腔の健康づくりを推進します。

歯と口腔の健康づくりを効果的に推進していくために、必要に応じて進捗管理及び施策
の見直し等について検討を進めていきます。




