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平成２９年度の実施計画について
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平成28年度の歯科口腔保健に関する施策

1 歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業（委託：（一社）奈良県歯科医師会）

対象：妊婦

目的：妊婦は歯周疾患に羅りやすく、これにより死産や流産が増えるとの報告もあり、

妊婦の歯科口腔保健指導を充実させる。

内容：モデ、ル産科医療機関へ歯科衛生士等を派遣して歯科口腔保健指導を実施する。

実績： 2施設で実施 CH29. 2. 13現在）

①大和郡山病院産婦人科（大和郡山市）

第 1回平成28年10月27日（木） 妊婦4人に指導

第2回平成28年11月24日（木） 妊婦8人に指導

第3回平成28年12月22日（木） 妊婦 1人に指導

第4回平成29年 1月26日（木） 妊婦3人に指導

第5回平成29年2月23日（木） （予定）

②赤崎クリニック（桜井市）

第 1回平成28年11月10日（木） 妊婦9人に指導

第2回平成29年 1月12日（木） 妊婦4人に指導

第3回平成29年2月2日（木） （予定）

第4回平成29年3月2日（木） （予定）

2 う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業（委託：（一社）奈良県歯科衛生士会）

対象：乳幼児期（うち 3～6歳）・少年期（うち 7～17歳）

目的：う蝕擢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。

内容：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実施。

実績： 7回実施 CH29. 2. 20現在）

①第 1回平成28年8月18日（木） 10人に指導

②第2回平成28年9月15日（木） 9人に指導

③第3回平成28年10月20日（木） 12人に指導

④第4回平成28年11月17日（木） 10人に指導

⑤第5回平成28年12月15日（木） 8人に指導

⑥第6回平成29年 1月19日（木） 5人に指導

⑦第7回平成29年2月16日（木） 11人に指導

⑧第8回平成29年3月16日（木） （予定）
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健康教育指導者養成支援事業

対象：乳幼児期（うち 4～6歳）・少年期（うち 7～17歳）

目的：学校保健関係者を歯科保健の全国規模の研修会に派遣し、事業報告会にて伝達

講習し、県内に広めることにより、指導者の資質向上を図る。

実績：第80回全国学校歯科保健研究大会に派遣 平成28年11月16日（水）、 17日（木）

御所市立葛中学校養護教諭 甲元農砂氏

伝達講習：平成28年度学校保健課題解決研修課会
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事業所等歯科口腔保健出前説明会（委託：（一社）奈良県歯科医師会）

対象：青年期 (19～39歳）・壮年期（40～64歳）

目的：重度歯周疾患の擢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。

実績： 5施設で実施 (H29. 2. 13現在）

① 京栄工業（株）（桜井市） 平成29年 1月12日（木）

② 柿の葉ずし（株）（天理市） 平成29年 1月17日（火）

③ （株）品川工業所（田原本町） 平成29年 1月19日（木）

④ 社会福祉法人晋栄福祉会いちぶちどり保育園（生駒市）

平成29年 1月19日（木）

平成29年 2月2日（木）

平成29年2月16日（木）予定

平成29年2月23日（木）予定

平成29年 2月23日（木）予定

平成29年 2月23日（木）予定

平成29年 2月23日（木）予定

平成29年 2月9日（木）
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まごころ弁当奈良中央店（奈良市）

上村電器（大淀町）

梅乃宿酒造（株）（葛城市）

（有）エミューコーポレーション（葛城市）

（株）藤井利三郎薬房（吉野郡吉野町）

南都銀行榛原支店（宇陀市）

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

 

38人

講j寅

75人

講演

歯科口腔保健推進講習会（各保健所）

対象：青年期 (19～39歳）・壮年期（40～64歳）

目的：；奈良県歯周疾患検診検診実施要領の改正内容等歯科口腔保健指導に関する講習

会を実施して、周知及び普及を図る。

内容：県保健所が業務従事者を対象に講習会を開催。

実績：各保健所 1回実施

①郡山保健所 平成28年9月8日（木）参加者

・（一社）奈良県歯科医師会成人歯科保健委員会委員 大橋正和氏

・奈良歯科衛生士専門学校学生 媒体について情報提供

－保健所から成人歯科口腔保健の現状について報告

中和保健所 平成28年7月7日（木）参加者

・（一社）奈良県歯科医師会 理事（成人歯科保健） 吉田精司氏
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－要領改正後の課題と解決策に関するグループワーク

．保健所から計画の進捗状況等について情報提供

③吉野保健所 平成28年10月6日（木）参加者 34人

・（一社）奈良県歯科医師会成人歯科保健委員会委員 仲川卓範氏講演

・天川村健康福祉課保健師 木村弥代氏情報提供

6 糖尿病等起因歯周病対策事業

対象：青年期 (19～39歳）・壮年期（40～64歳）

目的：歯周病は糖尿病等生活習慣病との関係が指摘されており、集団方式による歯周

病検査と歯科衛生士による歯科保健指導を実施することにより、生活習慣の改

善と生活習慣病の重症化を予防する。

内容：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、その

他特定健診の結果、生活習慣病の疑いのある者を対象とした集団歯科検査指導

の実施

実績： 4市町（①大和高田市、②御所市、③宇陀市、④平群町）で実施

7 地域巡回指導・普及啓発事業（奈良県健康長寿共同事業実行委員会）

対象：高齢期（65歳以上）

目的：本格的な高齢化が進展する中、県としても高齢者の健康づくりに積極的に関わ

っていくことが大切であるという観点から、広域連合との協働により、奈良県

健康長寿共同事業実行委員会を設置し、高齢者の健康維持・増進を図る。

内容：①取組方策研究事業

医師、歯科医師、大学関係者、保健師、高齢者で構成する有識者会議を設置

し、効果的な取組方策を研究

②地域巡回指導・普及啓発事業

専門人材が地域のニーズに応じて高齢者の健康維持・増進に向けた指導等を

実施

実績： (H29.2. 20現在）

①取組方策研究事業

「食べる能力と社会参加の促進」をテーマに以下の取組を実施

。高齢者の口腔機能と心身の健康状態の把握

－老人クラブ会員を対象とした追跡調査等

－口腔と心身の健康状態についての調査分析

0高齢者の誤明記防止と身体機能の向上を目的として「誤礁にナラん！体操」

を考案し、市町村介護予防教室などにおいて、実践と効果検証を展開

②地域巡回指導・普及啓発事業

0 歯科検診・指導（講演会含む）
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－宇陀市 参加者34人 平成28年10月27日（木）

－宇陀市 参加者14人 平成28年12月 8日（木）

1市計2回参加者計48人

0歯科口腔保健指導

－下北山村 参加者 14人 平成28年 4月15日（金）

－下北山村 参加者 20人 平成28年 4月28日（木）

－御所市 参加者 6人 平成28年 5月11日（水）

－御所市 参加者 19人 平成28年 5月12日（木）

－御所市 参加者 47人 平成28年 5月13日（金）

－御所市 参加者 29人 平成28年 5月16日（月）

－奈良市 参加者 44人 平成28年 5月16日（月）

－御所市 参加者 35人 平成28年 5月19日（木）

－下北山村 参加者 19人 平成28年 6月24日（金）

－下北山村 参加者 41人 平成28年 6月24日（金）

－下北山村 参加者 32人 平成28年 6月25日（土）

－下北山村 参加者 44人 平成28年 6月初日（土）

－十津川村 参加者 11人 平成28年 7月 6日（水）

－桜井市 参加者 12人 平成28年 7月12日（火）

－桜井市 参加者 20人 平成28年 7月26日（火）

－橿原市 参加者 37人 平成28年 8月10日（水）

－桜井市 参加者 ll人 平成28年 8月24日（月）

－桜井市 参加者 19人 平成28年 8月30日（火）

－下市町 参加者169人 平成28年 9月10日（土）

－下市町 参加者196人 平成28年 9月10日（土）

－下北山村 参加者 16人 平成28年 9月13日（火）

－安堵町 参加者 8人 平成28年 9月15日（木）

－桜井市 参加者 31人 平成28年 9月27日（火）

－宇陀市 参加者 8人 平成28年10月12日（水）

－黒滝村 参加者 15人 平成28年10月17日（月）

－宇陀市 参加者 34人 平成28年10月27日（木）

－黒滝村 参加者 12人 平成28年11月 8日（火）

－黒滝村 参加者 11人 平成28年11月 8日（火）

－橿原市 参加者110人 平成28年11月28日（月）

－十津川村 参加者 8人 平成28年11月30日（水）

－宇陀市 参加者 14人 平成28年12月 8日（木）

－桜井市 参加者 16人 平成28年12月20日（火）

－安堵町 参加者 16人 平成29年 2月 8日（水）
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5市2町3村計33回 参加 者計l,124人

8 健康づくり推進費補助金

対象：全世代

目的：県及び市町村が実施する健康増進事業、特定健康診査等保健事業、母子保健事

業、その他地域保健に関する事業を円滑に運営するため、団体が実施する、健

康づくりの推進に関する事業に対して、その公益性に鑑み予算の範囲内におい

て補助金を交付する。

補助先：（一社）奈良県歯科医師会

9 障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会（委託：（一社）奈良県歯科医師会）

対象：障害のある人

目的：障害者・障害児で、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に

対して、その状況に応じた支援をした上で歯科疾患の予防等による口腔の健康

の保持・増進を図る。

内容：県内の障害（児）者入所施設を対象に、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。

実績：なし CH29.3. 1現在）

① 重症心身障害児学園・病院パルツァ・ゴーデル（奈良市）

平成29年3月9日（木）予定

② 障害者支援施設ゆらくの里（香芝市） 平成29年3月9日（木）予定

,, 0 奈良県心身障害者歯科衛生診療所運営事業（指定管理者：（一社）奈良県歯科医

師会）

対象：障害のある人

目的：一般の歯科診療所で治療困難な心身障害者（児）に対して、歯科診療及び相談

を行うための心身障害者歯科衛生診療所を運営することにより、心身障害者の

福祉の増進を図る。

内容：一般の歯科診療所で治療困難な心身障害者（児）に対して、歯科診療及び相談

を行う心身障害者歯科衛生診療所を指定管理委託により運営。

実績：診察日数 60日 CH29.1. 31現在）

診療人数延べ2,008人

（身体障害者 407人、知的障害者 l, 447人、その他 154人）

1 1 奈良県心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業

対象：障害のある人

目的：奈良県心身障害者歯科衛生診療所における効果的・効率的な治療の実施と、利
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用者へのサービス向上につなげるとともに、歯科医師等の心身障害者（児）への

歯科診療技術の向上を図る。

内容：心身障害者歯科衛生診療所の歯科診療機器等を整備・更新。

実績：歯科用コンプレッサー・診療用バキューム一式、術者用カートユニット、デン

タルレントゲン等の購入 (H29.2. 21現在入札公告中）

1 2 在宅歯科医療連携室整備事業（委託：（一社）奈良県歯科医師会））

対象：障害のある人、介護が必要な高齢者

目的：在宅歯科医療における医科や介護等の他分野との連携を図るための窓口（在宅

歯科医療連携室）において、住民や在宅歯科医療を受ける者・家族等のニーズ

に応え、地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体制の構築を図

る。

内容： O 在宅歯科医療・口腔ケア指導希望者に対する訪問診療が可能な歯科診療所

の紹介

。在宅歯科医療等を実施するために必要な在宅歯科医療機器の購入及び訪問

診療を行う歯科医師等への在宅歯科医療機器の貸出

0 介護サービス事業所等と連携し、ケアフラン策定等の調整

実績 (H28.12. 31現在）

在宅歯科診療訪問件数 308件

在宅歯科医療機器貸出件数 計315件

（内訳）ポータブルユニット 152件

携帯式X線装置 27件

デントヱラック給吸ブラシ 66件

パルスオキシメーター 32件

オムロン血圧計 38件

1 3 訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業（委託：（一社）奈良県歯科医師会）

目的：高齢化の進行により施設や在宅で療養生活を送る高齢者数は急増しており、そ

れに伴い在宅・施設での訪問歯科診療、在宅口腔ケアのニーズが増えており、

本事業により訪問歯科診療、在宅口腔ケアを担当する質の高い歯科衛生士を養

成する。

内容：主に歯科診療所に勤務する歯科衛生士を対象とした研修の実施

実績： 4回開催

① 平成28年12月11日（日） 会場：奈良県歯科医師会館（奈良市） 参加者18人

② 平成28年12月25日（日） 会場：奈良県歯科医師会館（奈良市） 参加者18人

③ 平成29年 1月29日（日） 会場：；奈良県歯科医師会館（奈良市） 参加者ll人

④ 平成29年 2月5日（日） 会場：瑞祥苑（大和郡山市） 参加者12人
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1 4 画歯科医師向け認知症対応力向上研修（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：歯科医師の認知症対応力を向上し、認知症の早期診断・治療・支援につなげら

れるとともに、その後も認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理指導ができ

るようにする。

内容：歯科医師を対象とした研修の実施。

実績：平成28年10月27日（木） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者41人

1 5 在宅歯科医療普及促進事業（委託：（一社）奈良県歯科医師会）

目的：在宅歯科医療を提供できる歯科医師、口腔ケアを担当できる歯科衛生士、日常

的な口腔ケアに対応できる高齢者通所施設従業者及び訪問看護ステーション従

事者等の育成を行い、地域における在宅歯科医療の普及促進を図る。

内容：在宅歯科医療等の教育、口腔機能シュミレータ一等を活用した実践研修等

実績 (H29.2. 20現在）

歯科医師及び歯科衛生士向け 4回開催

平成28年11月10日（木） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者25名

平成29年1月15日（日）会場：あやめ館 参加者70名

平成29年 1月15日（日）会場：橿原観光ホテル 参加者22名

平成29年2月2日（木） 会場：田原本青垣生涯学習センター 参加者50名

介護施設従事者及び訪問看護ステーション従事者等向け 5回開催

平成28年9月29日（木）会場：あらかしホール 参加者31名

平成28年10月13日（木）会場：たけまるホール 参加者6名

平成29年1月21日（土） 会場：；奈良県歯科医師会館

平成29年2月2日（木） 会場：大和信用金庫八木支店

平成29年3月4日（土） 会場：奈良県歯科医師会館（予定）

,, 6 歯科検診標準化検討事業（委託：（一社）奈良県歯科医師会））

参加者5名

参加者3名

目的：歯科検診の受診率向上のため、県歯科医師会と連携し歯科検診の標準化・統一

化を図る。

内容：（仮称）奈良県歯科検診ガイドラインを作成し、印刷した冊子を県内歯科医療

機関に送付する。

実績 (H29.2. 13現在）

ガイドライン案策定会議 1回

平成29年1月12日（木） 会場：奈良県立医科大学 口腔外科学教室

参加者： 6人 ~：； 



1 7 市町村歯科口腔保健検討事業（各保健所）

目的：保健所管内市町村単位で、歯科口腔保健の推進に関する検討を行う。

実績：各保健所にて実施

①郡山保健所

－平群町

平成28年9月15日（木） 会場：プリズムへぐり 参加者ll人

・二郷町

平成28年9月16日（金） 会場：三郷町保健センター 参加者5人

－斑鳩町

平成28年9月28日（水） 会場：医療法人こうの歯科医院（斑鳩町）

参加者4人

－山添村

平成28年10月12日（水） 会場：山添村保健福祉センター 参加者5人

－大和郡山市

平成28年10月27日（木） 会場：大和郡山市保健センター 参加者5人

－安堵町

平成28年10月31日（月） 会場：安堵町福祉保健センター 参加者7人

－生駒市

平成28年11月10日（木） 会場：セラビーいこま 参加者6人

－天理市

平成29年 1月19日（木） 会場：天理市役所 参加者16人

②中和保健所 CH28.2. 20現在）

・上牧町

平成28年 8月初日（木） 会場：上牧町保健福祉センター 参加者22人

－香芝市

平成28年9月7日（水） 会場：香芝市保健センター 参加者6人

－曽爾村

平成28年10月13日（木） 会場：曽爾村国保診療所 参加者9人

－大和高田市

平成28年10月14日（金） 会場：大和高田市保健センター 参加者12人

－葛城市

平成28年10月31日（月） 会場：新庄健康福祉センター 参加者7人

－御所市

平成28年11月14日（月） 会場：いきいきライフセンター 参加者5人

－御杖村

平成28年11月16日（水） 会場：御杖村保健センター 参加者5人

－川西町
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平成28年11月22日（火） 会場：川西町保健センター 参加者6人

－宇陀市

平成28年12月15日（木） 会場：室生福祉保健交流センター

参加者6人

－桜井市

平成28年12月20日（火） 会場：桜井市保健福祉センター「陽だまり」

参加者6人

－河合町

平成28年12月21日（水） 会場：河合町保健センター 参加者6人

－王寺町

平成29年 1月13日（金） 会場：王寺町保健センター 参加者7人

－田原本町

平成29年 1月17日（火） 会場：田原本町保健センター 参加者7人

－橿原市

平成29年 1月19日（木） 会場：橿原市保健福祉センター 参加者8人

－高取町

平成29年 1月23日（月） 会場：高取町保健センター 参加者6人

・二宅町

平成29年2月2日（木） 会場：あざさ苑（二宅町健康福祉課）

参加者7人

－広陵町

平成29年2月22日（水） 会場：広陵町保健センター 参加者8人

（予定）

－明日香村

平成29年3月9日（木） 会場：明日香村健康福祉センター

参加者＊人

（予定）

③吉野保健所 CH28.2. 20現在）

－東吉野村

平成28年12月5日（月） 会場：松本歯科医院（橿原市） 参加者4人

－下北山村

平成28年12月27日（火） 会場：下北山村保健センター 参加者7人

－上北山村

平成28年12月27日（火） 会場：下北山歯科診療所 参加者5人

－吉野町

平成29年 1月11日（水） 会場：健やか一番館 参加者6人

－大淀町
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平成29年 1月16日（月） 会場：今西歯科医院（大淀町） 参加者4人

－黒滝村

平成29年 1月27日（金） 会場：ほほえみポート天川 参加者6人

－天川村

平成29年 1月27日（金） 会場：ほほえみポート天川 参加者5人

－下市町

平成29年 2月6日（月） 会場：下市町保健センター 参加者9人

－五イ泉市

平成29年 2月9日（木） 会場：カルム五篠 参加者5人

－十津川村

平成29年 2月22日（水） 会場：十津川村役場 参加者5人

（予定）

－野迫川村

平成29年 3月9日（木） 会場：野迫川村歯科診療所 参加者6人

（予定）

－川上村

平成29年 3月21日（火） 会場：川上村歯科診療所 参加者5人

（予定）

1 8 医療機能等情報提供事業

目的：医療機関の報告情報を集約し、公表することで、県民が医療機関を適切に選択

できるように支援する。

内容：様々な条件で検索可能となる医療機関情報の公表

診療科別、診療時間帯別、救急対応、疾患・治療内容別、検査別、地域別、

最寄駅別等

実績：医療機能情報公表制度による情報公開

奈良県広域災害・救急医療情報システム及び奈良県医療機能情報公表システム

〈なら医療情報ネット）による情報公開

http://www. aa. pref. nara. jp/aa29/aaport/kenmintop/ 

1 9 在宅医療人材育成・普及啓発事業

目的：在宅医療に係る人材育成及び県民等に対する普及啓発を行い、地域における包

括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。

内容：①人材育成

②普及啓発

実績：①訪問診療等による在宅ケア体制への参画に要する多職種連携についての

意識及び知識の向上を目的としたワークショップの実施

正1:2



平成28年 9月11日（日） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者95名

②要介護高齢者や認知症高齢者の口腔ケアのリーフレット及び訪問歯科診療

紹介リーフレットの作成・配布

補助先：（一社）奈良県歯科医師会

2 0 がん患者に対する口腔ケア対策支援事業（委託：（一社）奈良県歯科医師会）

目的：医科歯科連携によるがん患者の口腔ケア対策を推進する。

内容：①人材育成

1)県内がん診療病院への口腔ケア実施のための歯科衛生士の派遣

2）周術期病診連携講習会（対象：病院関係者、ケアマネ、歯科衛生士等）

3）がん連携講習会（対象：登録協力歯科医）

②普及啓発

実績 CH29.2. 28現在）

①人材育成

1 ）県内がん診療病院 4か所延べ21回歯科医師、歯科衛生士派遣

2）平成28年 9月11日（日） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者54名

3）平成28年12月18日（日） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者38名

平成29年 2月 5日（日） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者28名

②普及啓発

－県民向けの口腔ケア リーフレット 10, 000部

2 1 歯と口腔の健康づくり検討委員会

目的：歯科口腔保健に関する重要事項についての審議

根拠：奈良県附属機関に関する条例、奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会規則

日時：平成29年 3月23日（木）

場所：奈良県文化会館

2 2 圏歯科疾患実態調査（各保健所）

目的：国の歯科保健状況を把握し、 8020運動（歯科保健推進事業等）の種々の対策の効

果についての検討や、健康日本21（第2次）において設定した目標の達成度等

の判定を行い、今後の歯科保健医療対策の推進に必要な基礎資料を得る。

内容：国の委託を受け、調査対象となった地区の住民の調査を保健所が実施。

実績： 1地区（吉野郡吉野町）が調査対象、平成28年11月10日（木）吉野保健所が

調査実施。 長~ip





平成 29年度の歯科口腔保健に関する施策

1 歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業（委託）

対象：妊婦

目的：妊婦は歯周疾患に，寵りやすく、これにより死産や流産が増えるとの報告もあり、

妊婦の歯科口腔保健指導を充実させる。

内容：モデ、ル産科医療機関へ歯科衛生士等を派遣して歯科口腔保健指導を実施する。

計画： 2施設で実施

2 う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業（委託）

対象：乳幼児期（うち 3～6歳）・少年期（うち 7～17歳）

目的：う蝕擢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。

内容：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科

医師及び歯科衛生士が歯ブラシ指導を中心とした歯科口腔保健指導を実施。

計画： 8回開催

3 事業所等歯科口腔保健出前説明会（委託）

対象：青年期 (19～39歳）・壮年期（40～64歳）

目的：重度歯周疾患の，罷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。

計画： 10施設で実施

4 糖尿病等起因歯周病対策事業

対象：青年期 (19～39歳）・壮年期（40～64歳）

目的：歯周病は糖尿病等生活習慣病との関係が指摘されており、集団方式による歯周

病検査と歯科衛生士による歯科保健指導を実施することにより、生活習慣の改

善と生活習慣病の重症化を予防する。

内容：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、その

他特定健診の結果、生活習慣病の疑いのある者を対象とした集団歯科検査指導

の実施

5 地域巡回指導・普及啓発事業（奈良県健康長寿共同事業実行委員会）

対象：高齢期 (65歳以上）

目的：本格的な高齢化が進展する中、県としても高齢者の健康づくりに積極的に関わ

っていくことが大切であるという観点から、広域連合との協働により、奈良県

健康長寿共同事業実行委員会を設置し、高齢者の健康維持・増進を図る。

内容：①取組方策研究事業

医師、歯科医師、大学関係者、保健師、高齢者で構成する有識者会議を設置

14 



し、効果的な取組方策を研究

②地域巡回指導・普及啓発事業

専門人材が地域のニーズに応じて高齢者の健康維持・増進に向けた指導等を

実施

6 健康づくり推進費補助金

対象：全世代

目的：県及び市町村が実施する健康増進事業、特定健康診査等保健事業、母子保健事

業、その他地域保健に関する事業を円滑に運営するため、団体が実施する、健

康づくりの推進に関する事業に対して、その公益性に鑑み予算の範囲内におい

て補助金を交付する。

補助先：（一社）奈良県歯科医師会

7 園障害者歯科医療歯科医師研修事業（委託）

対象：障害のある人

目的：障害者（児）の歯科治療の受け皿を増やすため、歯科医療専門職を対象に障害

者の歯科治療に関する研修を実施することで、県内障害者（児）歯科口腔保健

の体制整備を図る。

内容：歯科医療専門職を対象としたに障害者の歯科治療に関する研修の実施

計画： 2回開催

8 奈良県心身障害者歯科衛生診療所運営事業（指定管理者：（一社）奈良県歯科医師

会）

対象：障害のある人

目的：一般の歯科診療所で治療困難な心身障害者（児）に対して、歯科診療及び相談

を行うための心身障害者歯科衛生診療所を運営することにより、心身障害者の

福祉の増進を図る。

内容：一般の歯科診療所で治療困難な心身障害者（児）に対して、歯科診療及び相談

を行う心身障害者歯科衛生診療所を指定管理委託により運営。

計画：指定期間 5年間（平成28年度～平成32年度）

9 奈良県心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業

対象：障害のある人

目的：奈良県心身障害者歯科衛生診療所における効果的・効率的な治療の実施と、利

用者へのサービス向上につなげるとともに、歯科医師等の心身障害者（児）への

歯科診療技術の向上を図る。

内容：心身障害者歯科衛生診療所の歯科診療機器等を整備。

1 0 高齢者通所施設等訪問歯科口腔保健講習会（委託）

対象：介護が必要な高齢者
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目的：県内介護事業従事者を対象に歯科口腔保健への理解を浸透させる。

内容：通所介護施設（老人デイサービスセンター）といった通所施設を対象として、

歯科口腔保健専門職が赴き講習会を実施する。

計画： 10施設で実施

1 1 在宅歯科医療連携室整備事業（委託）

対象：障害のある人、介護が必要な高齢者

目的：在宅歯科医療における医科や介護等の他分野との連携を図るための窓口（在宅

歯科医療連携室）を設置することにより、住民や在宅歯科医療を受ける者や家

族等のニーズに応え、地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体

制構築を図る。

内容： O 在宅歯科医療・口腔ケア指導希望者に対する訪問診療が可能な歯科診療所

の紹介。訪問診療を行う歯科医師等への在宅歯科医療機器の貸出

0 介護サービス事業所等と連携し、ケアプラン策定等の調整

1 2 訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業（委託）

目的：高齢化の進行により施設や在宅で療養生活を送る高齢者数は急増しており、そ

れに伴い在宅・施設での訪問歯科診療、在宅口腔ケアのニーズが増えており、

本事業により訪問歯科診療、在宅口腔ケアを担当する質の高い歯科衛生士を養

成する。

内容：主に歯科診療所に勤務する歯科衛生士を対象とした研修の実施

計画： 4回開催

1 3 歯科医師向け認知症対応力向上研修（委託）

目的：歯科医師の認知症対応力を向上し、認知症の早期診断・治療・支援につなげら

れるとともに、その後も認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理指導ができ

るようにする。

内容：歯科医師を対象とした研修の実施

計画： 1回開催

1 4 在宅歯科医療普及促進事業（委託）

目的：在宅療養を支援する地域包括支援センター（ケアマネジャー）、介護施設従事

者、訪問看護ステーション従事者等に対して在宅歯科医療の教育や口腔機能シ

ミュレーターを活用した実践研修等を行い、地域における在宅歯科医療の推進

を図る。

内容：在宅歯科医療等の教育、口腔機能シミュレータ一等を活用した実践研修等

計画：地域包括支援センター（ケアマネジャー）介護施設従事者及び訪問看護ステー

ション従事者等向け 6回 ~·－16 



1 5 圏歯科検診標準化推進事業（委託）

目的：歯科検診の受診率向上のため、 H28年度に策定した奈良県歯科検診ガイドライ

ンの内容を県内歯科医療機関従事者を対象に研修会を実施して、内容の周知徹

底をはかる。

内容：奈良県歯科検診ガイドラインの内容を周知する研修会の実施

計画： 1回開催

1 6 医療機能等情報提供事業

目的：医療機関の報告情報を集約し、公表することで、県民が医療機関を適切に選択

できるように支援する。

内容：様々な条件で検索可能となる医療機関情報の公表

診療科別、診療時間帯別、救急対応、疾患・治療内容別、検査別、地域別、

最寄駅別等

計画：医療機能情報公表制度による情報公開

奈良県広域災害・救急医療情報システム及び奈良県医療機能情報公表システム

（なら医療情報ネット）による情報公開

1 7 がん患者に対する口腔ケア対策支援事業（委託）

目的：がん患者が安心してがん治療中に口腔ケアや 歯科治療を受けられるように、

歯科医療従事者の質の向上や医科歯科連携の促進を図る。

内容：歯科医師へのがん治療に関する講習会の開催、がん診療病院へ歯科医・歯科衛

生士を派遣等

計画：歯科医師等への研修会 1回

歯科衛生士派遣病院 4施設程度

1 8 歯と口腔の健康づくり検討委員会

目的：歯科口腔保健に関する重要事項についての審議

根拠：奈良県附属機関に関する条例、奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会規則

計画： 2回開催
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