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むし歯数が半減
とで確実にむし歯数が半
減するという予防効果が

経費は百数十円と極めて

得られるとともに︑年間

安価であるなど公衆衛生

歳児 １

人平均むし歯数の都道府

文部科学省が

県別統計を取り始めて以
特性に優れた方法だ︒１

新潟県の歯科保健取り組み概要
弥彦小学校でフッ化物洗口開始
県議会に
「むし歯予防対策推進」の請願・採択、県検討会の設置
フッ化物洗口補助制度の創設
本庁に歯科医師を採用、反対運動激化
小児う蝕実態調査開始、歯科医師１人新たに採用
むし歯半減10か年運動開始
公衆衛生課内に歯科保健係を設置
寝たきり者の歯科保健対策開始
ヘルシースマイル2000プラン（第二次むし歯半減運動）開始
児童の歯肉炎予防対策開始
介護保険制度開始、8020育成事業開始（CO、GOの勧告）
ヘルシースマイル21（第三次歯科保健医療計画）開始
8020運動推進特別事業、12歳児DMFTが１本以下になる
新潟県歯科保健推進条例の制定
条例推進重点市町村支援事業の開始
にいがた健口文化フォーラム開始、在宅歯科医療連携室整備
ヘルシースマイル21（第四次歯科保健医療計画）開始
地域医療介護総合確保基金の創設
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「e-口模型」
（左）口の中の構造が理解できる組み立て式紙模型。江口
氏が開発。一枚100円。ネットなどでも購入可。
『６歳むし歯12歳むし歯か
ら子どもたちをまもれ将来の夢のために』
（右）扶桑社 定価1296円。
【応募のきまり】官製はがきに住所・氏名と本号の感想をご記入の上、〒
556‑0021大阪市浪速区幸町１‑２‑33 大阪府歯科保険医協会 新聞部 新
春読者プレゼント係まで。なお当選は商品の発送をもって代えます。
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石上和男（新潟医療福祉大学教授）
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いしがみ・かずお
元新潟県福祉保健部
長。現在、新潟県医療
福祉大学医療経営管理
学部教授。
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大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１７年１月１日

