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歯科口腔保健に関する

平成２７年度の取り組み内容と

平成２８年度の実施計画について



平成２７年度及び平成２８年度の歯科口腔保健に関する施策一覧No. 事業名称 担当課 実施主体 予算額（千円） 財源 備考 掲載頁 No. 事業名称 担当課 実施主体 予算額（千円） 財源 備考 掲載頁1 歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業 妊婦 健康づくり推進課 委託（歯科医師会） 680 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 ３ 1 歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業 妊婦 健康づくり推進課 委託 570 国・一般財源各1/2 歯科疾患予防事業 １３2 う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業 乳幼児期（うち3～6歳）・少年期（うち7～17歳） こども家庭課 委託（歯科衛生士会） 300 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 ３ 2 う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業 乳幼児期（うち3～6歳）・少年期（うち7～17歳） こども家庭課 委託 300 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 １３3 歯科口腔保健推進講習会 乳幼児期（0～6歳）・少年期（7～18歳） 健康づくり推進課 各保健所 351 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 ３ 3 健康教育指導者養成支援事業 乳幼児期（うち4～6歳）・少年期（うち7～17歳） 保健体育課 保健体育課 45 国10/10 学校保健総合支援事業の一部、国の委託事業 １３4 健康教育指導者養成支援事業 少年期（うち7～17歳） 保健体育課 保健体育課 49 国10/10 学校保健総合支援事業の一部、国の委託事業 ４ 4 事業所等口腔保健出前説明会 青年期（19～39歳）・壮年期（40～64歳） 健康づくり推進課 委託 572 国・一般財源各1/2 歯科疾患予防事業 １３5 事業所等口腔保健出前説明会 青年期（19～39歳）・壮年期（40～64歳） 健康づくり推進課 委託（歯科医師会） 784 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 ４ 5 歯科口腔保健推進講習会 青年期（19～39歳）・壮年期（40～64歳） 健康づくり推進課 各保健所 215 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 １３6 糖尿病等起因歯周病対策事業 青年期（19～39歳）・壮年期（40～64歳） 健康づくり推進課 市町村 県特別調整交付金10/10 ５ 6 糖尿病等起因歯周病対策事業 青年期（19～39歳）・壮年期（40～64歳） 健康づくり推進課 市町村 県特別調整交付金10/10 １４7 地域巡回指導・普及啓発事業 高齢期（65歳以上） 保険指導課 奈良県健康長寿共同事業実行委員会 20,000 一般財源・負担金各1/2 負担金は奈良県後期高齢者医療広域連合から ５ 7 地域巡回指導・普及啓発事業 高齢期（65歳以上） 保険指導課 奈良県健康長寿共同事業実行委員会 18,980 一般財源・負担金各1/2 負担金は奈良県後期高齢者医療広域連合から １４8 健康づくり推進費補助金 全世代 健康づくり推進課 補助先（歯科医師会） 3,392 一般財源 ６ 8 健康づくり推進費補助金 全世代 健康づくり推進課 補助先（歯科医師会） 3,053 一般財源 １４9 心身障害者歯科衛生診療所指定管理事業 障害のある人 障害福祉課 指定管理者（歯科医師会） 18,529 一般財源 ６ 9 障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会 障害のある人 健康づくり推進課・障害福祉課 委託 286 国・一般財源各1/2 歯科保健医療サービス困難者への歯科保健医療推進事業 １４10 心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業 障害のある人 障害福祉課 障害福祉課 6,707 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 ６ 10 奈良県心身障害者歯科衛生診療所運営事業 障害のある人 障害福祉課 指定管理者（歯科医師会） 21,226 一般財源 １５11 高齢者・障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会 障害のある人、介護が必要な高齢者 健康づくり推進課・障害福祉課・長寿社会課 委託（歯科医師会） 942 国・一般財源各1/2 ７ 11 奈良県心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業 障害のある人 障害福祉課 障害福祉課 9,741 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １５12 在宅歯科医療連携室整備事業 障害のある人、介護が必要な高齢者 地域医療連携課 委託（歯科医師会） 2,772 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 ７ 12 在宅歯科医療連携室整備事業 障害のある人、介護が必要な高齢者 地域医療連携課 委託 2,994 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １５13 訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業 健康づくり推進課 委託（歯科医師会） 700 国・一般財源各1/2 ８ 13 訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業 健康づくり推進課 委託 648 国・一般財源各1/2 障害者等歯科医療技術者養成事業 １５14 歯科検診標準化検討事業 健康づくり推進課 委託（歯科医師会） 668 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 ８ 14 歯科医師・薬剤師向け認知症対応力向上研修 地域包括ケア推進室 委託 558 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １６15 市町村歯科口腔保健検討事業 健康づくり推進課 各保健所 390 一般財源 ８ 15 在宅歯科医療普及促進事業 地域医療連携課 委託 1,764 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １６16 歯科口腔保健情報交換会 健康づくり推進課 各保健所 398 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 １０ 16 歯科検診標準化検討事業 健康づくり推進課 委託 700 国10/10 ８０２０運動推進特別事業 １６17 医療機能等情報提供事業 地域医療連携課 地域医療連携課 1,991 国 1/3県 2/3 救急医療情報センター運営補助金 １１ 17 市町村歯科口腔保健検討事業 健康づくり推進課 各保健所 688 国10/10・一般財源 ８０２０運動推進特別事業 １６18 在宅医療人材育成・普及啓発事業 地域医療連携課 補助先（歯科医師会） 1,200 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １１ 18 医療機能等情報提供事業 地域医療連携課 地域医療連携課 1,761 国 1/3県 2/3 救急医療情報センター運営補助金 １６19 がん患者に対する口腔ケア対策支援事業 保健予防課 委託（歯科医師会） 3,859 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １１ 19 在宅医療人材育成・普及啓発事業 地域医療連携課 補助 1,200 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １７20 歯と口腔の健康づくり検討委員会 健康づくり推進課 健康づくり推進課 347 一般財源 １２ 20 がん患者に対する口腔ケア対策支援事業 保健予防課 委託 2,900 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １７21 在宅歯科医療連携体制推進事業【９月補正】 地域医療連携課 委託（歯科医師会） 5,530 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １２ 21 歯と口腔の健康づくり検討委員会 健康づくり推進課 健康づくり推進課 404 国10/10・一般財源 ８０２０運動推進特別事業 １７22 訪問歯科診療車整備支援事業【９月補正】 地域医療連携課 補助先（歯科医師会） 3,670 基金10/10 地域医療介護総合確保基金 １２ 22 歯科疾患実態調査 健康づくり推進課 各保健所 345 国10/10 国の委託事業 １７

（平成２７年度） （平成２８年度）なら歯と口腔の健康づくり計画該当分野１　ライフステージごとの取組２　定期的に歯科検診又は歯科医療を
受けることが困難な人への対応
３　社会環境の整備
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