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８０２０運動推進特別事業等、

平成25年度の取り組み内容と

平成26年度の実施計画について
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Ⅰ ８０２０運動推進特別事業（H26.2.20現在） 

１ フッ化物洗口推進事業（委託先：奈良県歯科医師会） 

 フッ化物洗口を通じて、う蝕予防のためのフッ化物応用について県民に

普及啓発することを目的とする。9施設で実施（H23開始、継続3年目）。 

①山添村立すみれ保育園、  ②山添村立さくら保育園、 

③山添村立ひまわり保育園、 ④私立かなえ保育園、 

⑤私立華表保育園（葛城市）、 ⑥私立はじかみ保育園（葛城市）、 

⑦葛城市立當麻第１保育所、 ⑧葛城市立磐城第１保育所、 

⑨葛城市立磐城第２保育所 

 

２ 歯科検診標準化検討事業（委託先：奈良県歯科医師会） 

 歯科に関する疾患の早期発見及び早期治療を行うため、定期的に歯科検 

診を受けることの勧奨を行うための支援体制を整備するため、歯科検診 

の現状を把握することを目的とする。歯科検診に関する県内歯科医療機 

関を対象としたアンケート調査を実施。 

  送付数 625件、回答数 384件（回収率61.4%） 

 

３ 歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業（委託先：奈良県歯科医師会）

妊婦に歯周病と早産等との関連性に関する知識を普及啓発することを

目的とする。モデル産科医療機関2施設で実施。 

 ①医療法人双葉会富雄産婦人科（奈良市）   

第1回 平成26年2月17日（月） 

受講者 妊婦（30週以降）6名及びその家族 

第2回 平成26年3月17日（月） 実施予定 

平成２５年度 実施状況 
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 ②赤崎クリニック（桜井市）         

第1回 平成26年3月6日（木） 実施予定 

 

４ 高齢者・障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会 

（委託先：奈良県歯科医師会） 

障害者・障害児、要介護高齢者等、定期的に歯科検診又は歯科医療を受 

けることが困難な者が入所する施設を対象に、歯科口腔保健に関する講 

習会を実施するとともに、施設における歯科検診、歯科医療受診の方法 

について検討を行うことを目的とする。 

（１）高齢者入所施設 15施設 

  ①大和桜井園（桜井市） 

    平成26年2月20日（木） 受講者16名 

  ②老人保健施設サンライフ田原本（田原本町） 

    平成26年2月20日（木） 受講者50名 

  ③萩の台ちどり（生駒市） 

    平成26年2月27日（木） 実施予定 

  ④特別養護老人ホーム橿原の郷（橿原市） 

    平成26年2月27日（木） 実施予定 

  ⑤介護老人保健施設サンライフ奈良（奈良市） 

    平成26年3月 6日（木） 実施予定 

  ⑥介護老人保健施設ならふくじゅ荘（天理市） 

    平成26年3月 6日（木） 実施予定 

  ⑦特別養護老人ホームやすらぎ苑（天理市） 

    平成26年3月6日（木） 実施予定 
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  ⑧介護老人保健施設萩の里あすか（高取町） 

    平成26年3月6日（木） 実施予定 

  ⑨特別養護老人ホームぬくもり香芝（香芝市） 

    平成26年3月 7日（金） 実施予定 

  ⑩特別養護老人ホームフォレストホーム（生駒市） 

 平成26年3月13日（木） 実施予定 

  ⑪介護老人保健施設リンク橿原（橿原市） 

    平成26年3月13日（木） 実施予定 

  ⑫介護老人保健施設ぬくもり田原本（田原本町） 

    平成26年3月14日（金） 実施予定 

  ⑬老人総合福祉施設あくなみ苑（安堵町） 

    平成26年3月17日（月） 実施予定 

  ⑭学園前西特別養護老人ホーム（奈良市） 

    平成26年3月19日（水） 実施予定 

  ⑮特別養護老人ホーム和楽園（奈良市） 

平成26年3月19日（水）実施予定 

（２）障害者（児）入所施設 5施設 

  ①フリーシュタッドなかがわⅠ番館（奈良市） 

  ②フリーシュタッドなかがわⅡ番館（奈良市） 

    平成26年1月30日（木） 受講者7名（①②の合計） 

  ③障害者支援施設つわぶき苑（五條市） 

    平成26年2月 6日（木） 受講者16名 

  ④葛城苑（葛城市） 

    平成26年3月13日（木） 実施予定 
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  ⑤奈良県総合リハビリテーションセンター自立訓練センター 

平成26年3月実施予定（日程調整中） 

 

５ 事業所等口腔保健出前説明会（委託先：奈良県歯科医師会） 

 重度歯周疾患の罹患予備軍である若中年者が多く所属する事業所等で 

健康教育等を実施することにより、県民の歯科口腔保健意識の向上を目 

指すことを目的とする。7施設で実施。 

 ①奈良産業大学（三郷町）        平成25年11月21日（木） 

 ②三星製薬株式会社（御所市）      平成26年2月13日（木） 

 ③京栄工業株式会社（桜井市）      平成26年2月20日（木） 

 ④梅乃宿酒造（株）（葛城市）       平成26年2月20日（木） 

 ⑤(有）エミューコーポレーション（葛城市） 平成26年2月20日（木） 

 ⑥品川工業所（田原本町）   平成26年2月27日（木）実施予定 

⑦至誠堂製薬株式会社（御所市）平成26年2月27日（木）実施予定 

 

６ 歯科口腔保健推進講習会（直営：保健所執行） 

 市町村歯科口腔保健事業担当者等を対象に講習会を行うことで最新の 

情報を付与し、地域歯科口腔保健の推進に寄与することを目的に開催。 

①郡山保健所 平成25年10月29日（火）実施 

          於：パナソニック株式会社アプライアンス社 

「働き盛り世代の健康づくりは歯・口腔から 

～生涯自分の歯で食べ、快適な生活を送るために～」 

講師：奈良県歯科医師会 常務理事 上田晴三氏 

「従業員の歯・口腔の健康づくりのために 

～事業所における歯科・口腔保健の取り組み～」 
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情報提供者：パナソニック株式会社アプライアンス社健康管理室 

      室長 中谷素子氏 

参加者38名 

 ②葛城保健所 平成25年11月26日（火）実施 於：高田総合庁舎 

  「小児う蝕の撲滅を目指して」  

講師：関西女子短期大学 歯科衛生学科長 教授 大嶋隆氏 

参加者42名 

 ③桜井保健所 平成25年11月7日（木）実施 於：桜井総合庁舎 

  「多職種連携によるシームレスな口腔ケアをめざして」  

講師：奈良県歯科衛生士会 谷裕枝氏、吉福美香氏 

他、口腔ケア相互実習、在宅歯科医療連携室情報提供等 

参加者57名 

 ④吉野保健所 平成25年9月18日（水）実施 於：大淀町文化会館 

  「労働安全衛生法と歯科口腔保健」  

講師：奈良県歯科医師会 常務理事 上田晴三氏 

参加者51名 

 

７ う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業 

（委託先：奈良県歯科衛生士会） 

 う蝕罹患リスクの高い若年層の県民に歯ブラシ指導を実施することに 

より、県民の歯科口腔保健の向上を図ることを目的とする。県中央こど 

も家庭相談センターをモデル施設とし、一時保護児童を対象に歯ブラシ 

指導を中心とした歯科口腔保健指導を7回実施。 

 ①第1回 平成25年9月18日（水） 9人に指導 

 ②第2回 平成25年10月16日（水） 9人に指導 
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 ③第3回 平成25年11月20日（水） 12人に指導 

 ④第4回 平成25年12月18日（水） 10人に指導 

 ⑤第5回 平成26年1月15日（水） 10人に指導 

 ⑥第6回 平成26年2月19日（水） 10人に指導 

 ⑦第7回 平成26年3月19日（水） 実施予定 

 

８ 訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業（委託先：奈良県歯科医師会） 

 訪問歯科診療、在宅口腔ケアを担当できる質の高い歯科衛生士を養成し 

て確保することを目的に、主に歯科診療所に勤務する歯科衛生士を対象 

として研修会を4回実施。 

①ベーシックコース 於：奈良県歯科医師会館 

第1回 平成25年11月17日（日） 受講者23名 

第2回 平成25年12月 1日（日）  受講者20名 

 ②アドバンスコース 於：あすなら苑及びオークピア鹿芝 

第1回 平成26年2月2日（日） 

            あすなら苑    受講者7名  

            オークピア鹿芝  受講者3名 

第2回 平成26年2月9日（日） 

            あすなら苑    受講者7名  

            オークピア鹿芝  受講者3名 
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Ⅱ ８０２０運動推進特別事業以外の事業 

１ 奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会 

（直営：健康づくり推進課） 

   平成26年3月10日（月）開催 於：奈良商工会議所 

 

２ 歯科口腔保健推進検討会（直営：保健所） 

  保健所管内市町村単位での歯科口腔保健の推進に関する検討 

 ①郡山保健所 平成26年2月6日（木）開催 於：郡山保健所 

   出席者数17名 

 ②葛城保健所 平成26年3月6日（木）開催 於：高田総合庁舎 

 ③桜井保健所 平成26年3月6日（木）開催 於：桜井総合庁舎 

 ④吉野保健所 平成26年3月10日（木）開催 於：吉野保健所 

 

３ 国保特定健診市町村共同事業（糖尿病等起因歯周病対策事業） 

  （県国民健康保険調整交付金（特別調整交付金・保健事業推進事業）） 

  特定健診の結果、糖尿病の疑いのある者や糖尿病で服薬を行っている 

者等を対象として、集団方式による歯科医師による口腔内診査と歯科衛 

生士による歯科保健指導（集団歯科検査指導）を実施 

 ３市町（①御所市、②宇陀市、③平群町）で実施 
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Ⅰ ８０２０運動推進特別事業 

１ 歯科検診標準化検討事業（予算額498千円）（事業者委託） 

 奈良県歯科検診ガイドラインの作成を目指した検討を実施 

 

２ 歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業（予算額659千円） 

（事業者委託） 

 モデル産科医療機関2施設に歯科衛生士を派遣予定。 

 

３ 高齢者・障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会（予算額1,773 

千円）（事業者委託） 

高齢者入所施設15施設、障害者（児）入所施設5施設で実施予定。 

 

４ 事業所等口腔保健出前説明会（予算額654千円）（事業者委託）  

12施設実施予定。 

 

５ 歯科口腔保健推進講習会（予算額416千円）（直営：保健所） 

 各保健所2回開催予定。 

 

６ う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業（予算額300千円） 

（事業者委託） 

県中央こども家庭相談センターをモデル施設として実施予定。 

   

７ 訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業（予算額694千円） 

（事業者委託） 

 6回実施予定。 

平成２６年度 実施計画 
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Ⅱ ８０２０運動推進特別事業以外の事業 

（予算額1,206千円(下記１～３の合計)） 

１ 奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会（直営：健康づくり推進課） 

   ２回開催予定 

 

２ 市町村歯科口腔保健検討事業（直営：保健所） 

   各市町村と保健所で実施している歯科口腔保健の検討の場に新た 

に地区の歯科医師を加えることで内容を充実させ、もって市町村の歯 

科口腔保健の取組向上を図る。各市町村あたり１回開催予定。 

 

３ ○新歯科口腔保健情報交換会（直営：保健所） 

   歯科口腔保健を推進する社会環境の整備のため、地域で高齢者介護 

に関わるケアマネジャー、介護関係職種と歯科医師・歯科衛生士等の 

専門職による情報交換会を新たに保健所単位で実施し、多職種連携を 

促進する。各保健所１回開催予定。 

 

４ 健康増進普及推進事業（予算額42,132千円）の一部 

   歯周疾患検診を実施する市町村に補助金を交付（市町村1/3・県2/3） 

 

５ 国保特定健診市町村共同事業（糖尿病等起因歯周病対策事業） 

  （県国民健康保険調整交付金（特別調整交付金・保健事業推進事業）） 

 ３市町（①御所市、②宇陀市、③平群町）で実施予定 

 ３町村（①明日香村、②上牧町、③王寺町）で検討中 

 


