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呂 次

事業名称、
掲 載 頁

H25 H26 H27 H28 

歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業 2 9 20 31 

フッ化物洗ロ推進事業 2 

う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデ、ル事業 2 9 20 31 

事業所等口腔保健出前説明会 3 11 21 32 

糖尿病等起因歯周病対策事業 3 11 22 33 

地域巡回指導・普及啓発事業 3 11 22 33 

歯科口腔保健推進講習会 4 10 21 32 

健康教育推進事業

学校保健総合支援事業

健康教育指導者養成支援事業

健康づくり推進費補助金 ~ 13 23 34 

高齢者・障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会 6 14 24 

障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会

心身障害者歯科衛生診療所指定管理事業

心身障害者歯科衛生診療所運営事業

心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業

在宅歯科医療連携室整備事業 7 15 25 

奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会 7 15 25 37 

歯科口腔保健推進検討会

市町村歯科口腔保健検討事業

歯科疾患実態調査

歯科口腔保健情報交換会

歯科検診標準化検討事業 8 18 28 39 

訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業 8 18 28 39 

奈良県歯科衛生士修学資金貸与事業 8 19 

医療機能等情報提供事業

在宅医療人材育成・普及啓発事業

がん患者に対する口腔ケア対策支援事業

在宅歯科医療連携体制推進事業

在宅歯科医療普及促進事業

訪問歯科診療車整備支援事業

歯科医師向け認知症対応力向上研修

平成25年度の施策の実施状況： 2 ～ 8頁

平成26年度の施策の実施状況： 9 ～ 19頁

平成27年度の施策の実施状況：20 ～ 30頁

平成28年度の施策の実施状況： ~1 ～ 41 頁
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111 .施策の実施状況

1 ライフステージごとの取組

( 1 ）歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

対象：妊婦

目的：妊婦は歯周疾患に擢りやすく、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、ル参加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

①医療法人双葉会富雄産婦人科（奈良市）

平成26年2月17日（月）、平成26年3月17日（月）

②赤崎クリニック（桜井市）

平成26年3月 6日（木）

( 2）フッ化物洗ロ推進事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

対象：乳幼児期（うち 4～6歳）

目的：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。

実績： 9施設で実施

①葛城市立磐城第 1保育所 ②葛城市立磐城第2保育所

③葛城市立蛍麻第 1保育所 ④かなえ保育園（大和高田市）

⑤華表保育園（葛城市） ⑥はじかみ保育園（葛城市）

⑦山添村立さくら保育園 ③山添村立ひまわり保育園

⑨山添村立すみれ保育園

( 3）う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業（委託：一般社団法人奈良県歯科衛生

士会）

対象：乳幼児期（うち 3～6歳）・少年期（うち 7～！？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

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

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田平成26年 1月15日（水） 10人に指導
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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） 8人に指導

( 4）事業所等口腔保健出前説明会（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

対象：青年期 09～39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： 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）

③京栄工業株式会社（桜井市）

④梅の宿酒造株式会社（葛城市）

平成26年 2月13日（木）

平成26年2月20日（木）

平成26年 2月20日（木）

⑤有限会社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株式会社品川工業所（田原本町） 平成26年 2月27日（木）

⑦至誠堂製薬株式会社（御所市） 平成26年 2月27日（木）

( 5）糖尿病等起因歯周病対策事業（健康づくり推進課）

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： 3市町（①御所市、②宇陀市、③平群町）で実施

(6）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：県は、後期高齢者医療広域連合と協働して、奈良県健康長寿共同事業実行委員

会を組織し、高齢者の健康の維持・増進に向けた取組を推進するとともに、医

療費の効率化を図る。

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：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

。高齢者の口腔機能等の実態把握
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・老人クラブ会員を対象とした追跡調査等（新規）

－口腔と心身の健康状態についての調査分析（継続）

0 オリジナル体操「全身運動を通じた誤畷予防と身体機能の向上のための

体操」の考案

・前年度に策定した試作版の効果検証及びこれに伴うコンテンツ等の改良

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。）

－平群町 参加者22人 平成25年9月19日（木）

・宇陀市 参加者14人 平成25年9月26日（木）

・川西町 参加者2人 平成25年10月3日（木）

・五僚市（旧大塔町） 参加者9人 平成25年10月20日（日）

五僚市（旧西吉野村）参加者5人 同 上

・宇陀市 参加者20人 平成25年10月24日（木）

2市 2町計5回参加者計72人

O歯科口腔保健指導

－上牧町 参加者15人 平成25年6月初日（水）

－御杖村 参加者28人 平成25年 7月29日（月）

－下市町（午前の部・午後の部）

参加者計426人 平成25年9月14日（土）

－桜井市 参加者50人 平成25年9月19日（木）

－平群町 参加者22人 平成25年 9月19日（木）

－宇陀市 参加者14人 平成25年9月26日（木）

・ニ宅町 参加者30人 平成25年9月27日（金）

－橿原市 参加者52人 平成25年10月23日（水）

－宇陀市 参加者20人 平成25年10月24日（木）

－黒滝村（午前の部） 参加者18人 平成25年10月25日（金）

－黒滝村（午後の部） 参加者15人 平成25年10月25日（金）

－桜井市 参加者17人 平成25年10月29日（火）

－平群町 参加者32人 平成25年10月30日（水）

－山添村 参加者14人 平成25年12月2日（月）

－大和郡山市 参加者72人 平成26年 2月14日（金）

－五イ泉市 参加者7人 平成26年2月21日（金）

5市4町3村計17回参加者計832人

( 7）歯科口腔保健推進講習会（各保健所）

対象：全世代

目的：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。

実績：各保健所 1回実施
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① 郡 山 保 健 所 平 成25年10月29日（火）実施

場所：パナソニック株式会社アフライアンス社、参加者： 38人

内容：講演「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～J

講師 一般社団法人奈良県歯科医師会常務理事上田晴三氏

情報提供「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～」

情報提供者 パナソニック株式会社アブライアンス社健康管理室

室長中谷素子氏

②葛城保健所平成25年11月初日（火）実施

場所：高田総合庁舎、参加者： 42人

内容：講演「小児う蝕の撲滅を目指してj

講師関西女子短期大学歯科衛生学科長教授大嶋隆氏

③桜井保健所平成25年11月7日（木）実施

場所：桜井総合庁舎、参加者： 57人

内容：講演「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 一般社団法人奈良県歯科衛生士会谷裕枝氏、吉福美香氏

口腔ケア相互実習、在宅歯科医療連携室情報提供等

④吉野保健所平成25年9月18日（水）実施

場所：大淀町文化会館、参加者： 51人

内容：講演「労働安全衛生法と歯科口腔保健」

講師 一般社団法人奈良県歯科医師会常務理事上田晴三氏

( 8）健康づくり推進費補助金（健康づくり推進課）

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：一般社団法人奈良県歯科医師会

内容：・歯を守る図画・ポスターコンクール

参加校数 小学校20校、中学校 3校

参加人数 小学校168人よ中学校23人

．高齢者いい歯のコンク｝ル

平成25年：0月3日（木）奈良県歯科医師会館で実施

参加者118人

－なら歯と口腔の健康づ〈りフェスティバル

平成25年11月4日（月）イオンモール大和郡山で開催
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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

( 1 ）高齢者・障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会（委託：一般社団法人奈

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：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歯科口腔保健を進

めるため、高齢者入所施設及び障害者（児）入所施設を対象に、口腔機能の維

持向上や口腔ケアについての普及啓発や職員等を対象とした研修会等を実施す

る。

実績：高齢者入所施設15施設で実施

①大和桜井園（桜井市） 平成26年 2月20日（木）

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）

③橿原の郷（橿原市） 平成26年 2月27日（木）

④萩の台ちどり（生駒市） 平成26年 2月27日（木）

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）

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）

⑦やすらぎ園（天理市） 平成26年 3月6日（木）

③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）

⑨ぬくもり香芝（香芝市） 平成26年 3月7日（金）

⑩老人保健施設リンク橿原（橿原市） 平成26年 3月13日（木）

⑪フォレストホーム（生駒市） 平成26年3月13日（木）

⑫あくなみ苑（安堵町） 平成26年 3月13日（木）

⑬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）

⑭特別養護老人ホーム和楽園（奈良市） 平成26年 3月17日（月）

⑬学園前西（奈良市） 平成26年 3月19日（水）

障害者支援施設5施設で実施

①フリーシュタッドなかがわ I番館（奈良市） 平成26年 1月30日（木）

②フリーシュタッドなかがわE番館（奈良市） 平成26年 1月30日（木）

③障害者支援施設つわぶき苑（五篠市） 平成26年 2月6日（木）

④葛城苑（葛城市） 平成26年 3月13日（木）

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（田原本町）

平成26年 3月19日（水）

( 2）心身障害者歯科衛生診療所指定管理事業（指定管理者：一般社団法人奈良県歯

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、歯科衛生診療所を運営する。

内容：奈良県社会福祉総合センター内の歯科衛生診療所において、木曜日及び日曜
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日を診療日として、歯科診療及び相談を実施

実績：診察日数 72日

診療人数延べ2,531人

（身体障害者 575人、知的障害者 1 769人、その他 187人）

(.3）在宅歯科医療連携室整備事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

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、ケアプラン策定等の調整

実績：在宅歯科診療訪問件数 281件

在宅歯科医療機器貸出件数 計558件

（内訳）ポータブルユニット 231件

携帯式X線装置 47件

デントエラック給吸ブラシ 64件

パルスオキシメーター 101件

オムロン血圧計 115件

3 社会環境の整備

( 1 ）奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会（健康づくり推進課）

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

実績： 1回開催

日時：平成26年 3月10日（月） 14:00～16:00 

場所：奈良商工会議所

議題：①なら健康長寿基本計画及びなら歯と口腔の健康づくり計画の指標の最新値

等について

② 8 0 2 0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

出席委員数： 7人（ 1人欠席）
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( 2）歯科口腔保健推進検討会（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 1回実施

①郡山保健所平成26年 2月6日（木）実施

場所：郡山保健所、参加者： 17人

②葛城保健所平成26年 3月6日（木）実施

場所：高田総合庁舎、参加者： 17人

③桜井保健所平成26年 3月6日（木）実施

場所：桜井総合庁舎、参加者： 22人

④吉野保健所平成26年 2月6日（木）実施

場所：吉野保健所、参加者： 17人

( 3）歯科検診標準化検討事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：歯科疾患の早期発見及び早期治療のため、定期的に歯科検診を受けることの勧

奨といった支援体制を整備するため、歯科検診の現状を把握し、歯科検診の標

準化を図る。

内容：県内歯科医療機関を対象としたアンケート調査の実施

実績：送付数 625件、回答数 384件（回収率61.4先）

( 4）訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：訪問歯科診療の補助、在宅口腔ケアを担当できる質の高い歯科衛生士を養成す

る。

実績： 4回開催

① 平 成25年11月17日（日）

会場：；奈良県歯科医師会館 参加者23人

② 平 成25年12月1日（日）

会場：奈良県歯科医師会館 参加者20人

③ 平 成26年2月2日（日）

会場：あすなら苑（大和郡山市） 参加者7人

会場：介護老人保健施設オークピア鹿芝（香芝市） 参加者3人

④平成26年 2月9日（日）

会場：あすなら苑（大和郡山市） 参加者7人

会場：介護老人保健施設オークピア鹿芝（香芝市） 参加者3人

( 5）奈良県歯科衛生士修学資金貸与事業（健康づくり推進課）

目的：県内において業務に従事する歯科衛生士の充足を図るため、歯科衛生士学校等

の学生で将来県内において歯科衛生士の業務に従事しようとするものに対し、

修学資金を貸与することを目的とする。

内容：修学資金（月額13,000円）の貸付

実績： 2人
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川．施策の実施状況

1 ライフステージごとの取組

(1 ）歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

対象：妊婦

目的：妊婦は歯周疾患に擢りやすく、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

実績： 2施設で各5回実施

①医療法人双葉会富雄産婦人科（奈良市）

第1回平成26年10月30日（木） 7人に指導

第2田平成26年11月20日（木） 3人に指導

第3回平成26年12月18日（木） 3人に指導

第4回平成27年1月・22日（木） 4人に指導

第5回平成27年2月19日（木） 5人に指導

②赤崎クリニック（桜井市）

第1回平成26年10月16日（木） 16人に指導

第2回平成26年11月20日（木） 6人に指導

第3回平成26年12月18日（木） 7人に指導

第4回平成27年2月5日（木） 8人に指導

第5田平成27年3月5日（木） 8人に指導

( 2）う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業（委託：一般社団法人奈良県歯科衛生

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ブラッシング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ブ

ラッシング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

①第 1回平成26年9月初日（木） 8人に指導

②第2回平成26年10月23日（木） 14人に指導

③第3回平成26年11月27日（木） 12人に指導

④第4回平成26年12月25日（木） 9人に指導

⑤第5回平成27年 1月22日（木） 7人に指導

⑥第6回平成27年2月26日（木） 3人に指導

⑦第7回平成27年3月初日（木） 15人に指導
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( 3）歯科口腔保健推進講習会（各保健所）

対象：乳幼児期（ 0～6歳）・少年期（ 7～18歳）

目的：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。

実績：各保健所 1回実施

①郡山保健所 平成26年10月23日（木）参加者24人

－講演「子どもの歯・口腔の健やかな成長をめざして ～それぞれの立場

でできること～」

講師 （一社）日本ヘルスケア歯科学会副代表藤木省三氏

．保健所から情報提供

②中和（旧葛城）保健所 平成26年11月6日（木） 参加者40人

－講演「子どもの歯・口腔の健やかな成長のために私たちができること」

講師 （一社）奈良県歯科医師会 母子？学校歯科保健委員会

部長花岡靖浩氏

・実技「幼児期・学童期における歯科健康教育の実際J

講師葛城歯科衛生士研究会松尾由佳氏、安斗陽子氏

．保健所から情報提供

③ 中和（旧桜井）保健所 平成26年10月9日（木） 参加者34人

－実践報告「生涯にわたり自立的で健康な生活を実践できる生徒の育成」

講師 曽爾村立曽爾中学校養護教諭峠かな子氏

－実践報告「子どもの発達段階に応じた歯科口腔保健指導について ～明

日香村の保育園・幼稚園・小学校・中学校のむし歯予防教室

より～」

講師 明日香村在宅歯科衛生士花谷隆子氏、荒木昌美氏

．保健所から情報提供

④吉野保健所 平成26年 8月28日（木）参加者33人

－講演「みなさんが案外知らない世界 ～歯科医師が何を見ているのか～J

講師 （一社）奈良県歯科医師会五篠地区長釜田博史氏

－保健所から情報提供

(4）健康教育推進事業（保健体育課）

対象：少年期（ 7～18歳）

目的：各校の健康課題に応じて医師、学識経験者、保健師等の専門家を派遣し、当該

校の教職員等に対して、講演や指導助言を行うことにより、児童生徒の心身の

健康増進を図ることを目的とする。

内容：①歯科医師による講演会

②奈良県歯科衛生士会によるブラッシング指導

③保健所の歯科衛生士及び保健師による口腔衛生指導
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実績：①歯科医師による講演会（ 2校）

－桜井市立桜井南小学校 平成26年10月16日（木）

－奈良市立青和小学校 平成26年11月6日（木）

②奈良県歯科衛生士会によるブラッシング指導（ 2校）

－御所市立秋津小学校 平成26年11月21日（金）

・田原本町立平野小学校 平成26年10月7日（火）

③保健所の歯科衛生士及び保健師による口腔衛生指導（ 3校）

－橿原市立香久山小学校 平成26年7月2日（水）

－県立二階堂養護学校 平成26年11月初日（水）

－御所市立葛城小学校 平成26年11月26日（水）

( 5 ）事業所等口腔保健出前説明会（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

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： 6施設で実施

①奈良学園大学（三郷町） 平成26年11月20日（木）

②品川工業所（田原本町） 平成27年 1月22日（木）

③梅乃宿酒造（株）（葛城市） 平成27年2月19日（木）

④（有）エミューコーポレーション（葛城市）

⑤（有）サカタ技研（奈良市）

⑥ラ・グラッツェAzuma（大和郡山市）

( 6）糖尿病等起因歯周病対策事業（健康づくり推進課）

対象：青年期 (19～39歳）・壮年期（40～64歳）

平成27年2月19日（木）

平成27年3月5日（木）

平成27年3月7日（土）

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： 3市町（①御所市、②宇陀市、③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。
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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：①取組方策研究事業

「食べる能力と社会参加の促進j をテーマに以下の取組を実施

。高齢者の口腔機能等の実態把握

－老人クラブ会員を対象とした追跡調査等（継続）

－口腔と心身の健康状態についての調査分析（継続）

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J

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

。歯科検診・指導（講演会含む）

・五俊市（午前の部） 参加者6人

・五篠市（午後の部） 参加者6人

・川西町 参加者8人

・宇陀市 参加者19人
・宇陀市 参加者14人

2市 1町計5回参加者計53人

0歯科口腔保健指導

・上牧町 参加者14人

・桜井市 参加者25人

・桜井市 参加者19人

・下市町（午前の部） 参加者167人

・下市町（午後の部） 参加者215人

・宇陀市 参加者25人

・橿原市 参加者41人

・宇陀市 参加者19人

・宇陀市 参加者14人

・黒滝村（午前の部） 参加者26人

・黒滝村（午後の部） 参加者18人

・桜井市 参加者18人

平成26年 9月11日（金）

平成26年 9月11日（金）

平成26年 9月18日（木）

平成26年10月23日（木）

平成26年10月30日（木）

平成26年 6月19日（木）

平成26年 6月25日（水）

平成26年 7月29日（火）

平成26年 9月13日（土）

平成26年 9月13日（土）

平成26年9月30日（火）

平成26年9月30日（火）

平成26年10月23日（木）

平成26年10月30日（木）

平成26年10月31日（金）

平成26年10月31日（金）

平成26年11月8日（土）

－河合町 参加者12人 平成26年12月8日（月）

・田原本町 参加者28人 平成26年12月10日（水）

・山添村 参加者21人 平成27年1月初日（月）

・黒滝村 参加者17人 平成27年 2月25日（水）

3市4町2村計16回参加者計679人
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( 8）健康づくり推進費補助金（健康づくり推進課）

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：一般社団法人奈良県歯科医師会

内容：・歯を守る図画・ポスター・標語コンクール

参加校数小学校11校、中学校2校

参加人数小学校106人、中学校17人

．高齢者いい歯のコンクール

平成26年10月2日（木）奈良県歯科医師会館で実施

参加者99人

－なら歯と口腔の健康づくりフェスティパル

平成26年11月3日（月・祝）奈良県社会福祉総合センターで開催

など

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

( 1 ）心身障害者歯科衛生診療所指定管理事業（指定管理者：一般社団法人奈良県歯科

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、歯科衛生診療所を運営する。

内容：；奈良県社会福祉総合センター内の歯科衛生診療所において、木曜日及び日曜

日を診療日として、歯科診療及び相談を実施

実績：診察日数 72日

診療人数延べ2,391人

（身体障害者 537人、知的障害者 1 707人、その他 147人）

( 2 ）心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業（障害福祉課）

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

談を行う心身障害者歯科衛生診療所の歯科診療機器等の整備・更新を行い、

利用者へのサービス向上と当診療所で歯科診療に関わる歯科医師等の心身障

害者（児）への歯科診療技術を向上させることにより、障害者医療の充実を

図る。
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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、効果的・効率的

な歯科診療の実施に必要な診療機器の整備・更新を行う。

実績：可搬式歯科用ユニット外 4品目の診療機器を整備・更新

( 3 ）高齢者・障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会（委託：一般社団法人奈

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：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歯科口腔保健を進

めるため、高齢者入所施設及び障害者（児）入所施設を対象に、口腔機能の維

持向上や口腔ケアについての普及啓発や職員等を対象とした研修会等を実施す

る。

実績：高齢者入所施設15施設で実施

①十津川村特別養護老人ホーム高森の郷（十津川村）

平成27年 2月5日（木）

②矢田の郷（大和郡山市） 平成27年2月5日（木）

③特別養護老人ホーム大和園（広陵町） 平成27年 2月12日（木）

④特別養護老人ホーム祥水園（五篠市） 平成27年 2月12日（木）

⑤大宇陀特別養護老人ホームラガール（宇陀市）平成27年 3月4日（水）

⑥ （医）岡谷会介護老人保健施設やくしの里（奈良市）

⑦介護老人保健施設アップル学園前（奈良市）

③特別養護老人ホーム瑞祥苑（大和郡山市）

⑨あすなら苑（大和郡山市）

⑬特別養護老人ホーム第二慈母国（斑鳩町）

⑪老人保健施設竹取の丘（広陵町）

⑫特別養護老人ホームあいの郷（大和郡山市）

⑬明日香楽園（明日香村）

⑬介護老人保健施設オークピア鹿芝（香芝市）

⑬特別養護老人ホームすばる（香芝市）

障害者支援施設5施設で実施

①大和高原太陽の家（山添村）

平成27年 3月16日（月）

平成27年3月19日（木）

平成27年 3月19日（木）

平成27年 3月20日（金）

平成27年 3月23日（月）

平成27年 3月24日（火）

平成27年 3月26日（木）

平成27年 3月26日（木）

平成27年 3月27日（金）

平成27年 3月30日（月）

平成27年 1月15日（木）

②愛の集い学園（大和高田市） 平成27年 1月17日（土）

③県立登美学園（奈良市） 平成27年 1月22日（木）

④どんぐり（香芝市） 平成27年 1月29日（木）

⑤社会福祉法人青垣園 指定障害者支援施設青垣園（大和高田市）

平成27年3月19日（木）
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(4）在宅歯科医療連携室整備事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

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）を設置することにより、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歯科診療所の紹介

0 訪問歯科診療実施の際の医療機器の貸し出し

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

0 介護サービ、ス事業所等への出張説明会の実施

実績：在宅歯科診療訪問件数 291件

在宅歯科医療機器貸出件数 計697件

（内訳）ポータブルユニット 206件

携帯式X線装置 23件

デントヱラック給吸ブラシ 151件

パルスオキシメーター 137件

オムロン血圧計 180件

3 社会環境の整備

( 1 ）奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会（健康づくり推進課）

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

実績： 1回開催

日時：平成27年3月23日（月） 14:00～16:05 

場所：奈良商工会議所

議題：①なら歯と口腔の健康づくり計画の指標の最新値等について

②歯科口腔保健に関する平成26年度の取り組み内容と平成27年度の実施計画

について

出席委員数： 6人（ 2人欠席）

( 2 ）市町村歯科口控保健検討事業（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26年5月15日（木）実施

場所：平群町役場、参加者4人

－斑鳩町平成26年5月15日（木）実施

場所：斑鳩町保健センター、参加者4人

L~P 



・大和郡山市平成26年 5月16日（金）実施

場所：大和郡山市保健センター、参加者4人

・山添村平成26年 5月16日（金）実施

場所：山添村保健福祉センター、参加者4人

・天理市平成26年 5月20日（火）実施

場所：天理市保健センター、参加者4人

・生駒市平成26年 5月23日（金）実施

場所：生駒市役所、参加者4人

・安堵町平成26年 5月23日（金）実施

場所：安堵町福祉保健センター、参加者6人

・三郷町平成26年 5月26日（月）実施

場所：三郷町保健センタ一、参加者4人

・管内全市町村対象 平成27年1月22日（木）実施

場所：；奈良県郡山総合庁舎、参加者22人

②中和（旧葛城）保健所

・上牧町平成27年 1月29日（木）実施

場所：上牧町保健福祉センタ一、参加者5人

・王寺町平成27年 1月29日（木）実施

場所：王寺町保健センタ一、参加者5人

・河合町平成27年 2月4日（水）実施

場所：河合町保健センター、参加者4人

・広陵町平成27年 2月10日（火）実施

場所：広陵町保健センタ一、参加者5人

・御所市平成27年 2月10日（火）実施

場所：御所市いきいきライフセンター、参加者7入

・葛城市平成27年 2月19日（木）実施

場所：新庄健康福祉センタ一、参加者6人

・香芝市平成27年3月12日（木）実施

場所：香芝市保健センタ一、参加者6人

・大和高田市平成27年 3月26日（木）実施

場所：大和高田市保健センター、参加者4人

③中和（旧桜井）保健所

・三宅町平成27年 1月23日（金）実施

場所：三宅町あざさ苑、参加者4人

・明日香村 平成27年 1月初日（月）実施

場所：吉川歯科医院（明日香村）、参加者4人

・曽爾村平成27年 1月28日（水）実施

場所：曽爾村国民健康保険診療所、参加者6人

・高取町平成27年 1月30日（金）実施

場所：島田歯科医院（高取町）、参加者4人
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－桜井市平成27年2月4日（水）実施

場所：御簾歯科医院（桜井市）、参加者4人

・宇陀市平成27年 2月19日（木）実施

場所：宇陀市室生福祉保健交流センタ一、参加者5人

・橿原市平成27年 3月2日（月）実施

場所：渡辺歯科医院（橿原市）、参加者6人

・御杖村平成27年3月9日（月）実施

場所：菊山歯科医院（御杖村）、参加者4人

・川西町平成27年 3月17日（火）実施

場所：岡津歯科医院（川西町）、参加者4人

・田原本町 平成27年 3月18日（水）実施

場所：田原本町保健センタ一、参加者4人

④吉野保健所

・野迫川村平成26年10月9日（木）実施

場所：吉野保健所、参加者6人

－十津川村平成26年11月5日（水）実施

場所：十津川村役場、参加者6人

・五僚市平成26年11月6日（木）実施

場所：吉野保健所、参加者4人

－吉野町平成26年11月17日（月）実施

場所：吉野町保健センター、参加者 7人

・大淀町平成26年11月26日（木）実施

場所：尾上歯科医院（大淀町）、参加者4人

・川上村平成26年12月2日（火）実施

場所：川上村歯科診療所、参加者6人

・黒滝村平成26年12月5日（金）実施

場所：ほほえみポート天川、参加者5人

・天川村平成26年12月5日（金）実施

場所：ほほえみポート天川、参加者5人

・上北山村平成26年12月9日（火）実施

場所：下北山村歯科診療所、参加者4人
・下市町平成26年12月11日（木）実施

場所：吉野保健所、参加者6人

－東吉野村平成27年12月18日（木）実施

場所：東吉野村役場、参加者5人

・下北山村平成27年2月5日（木）実施

場所：下北山村保健センタ一、参加者6人
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( 3）歯科口腔保健情報交換会（各保健所）

目的：高齢者における歯科口腔保健推進の観点から、地域で高齢者介護に関わるケア

マネジ、ヤ一、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

会を開催し、多職種連携を促進する。

内容：情報交換会の開催

実績：各保健所にて実施

①郡山保健所

平成27年 3月12日（木） 場所： j奈良県郡山総合庁舎、参加者19人

②中和（旧葛城）保健所

平成26年12月18日（木） 場所：ヱルトピア中和、参加者41人

③中和（旧桜井）保健所

平成26年10月23日（木） 場所：；奈良県桜井総合庁舎、参加者8人

平成26年11月27日（木） 場所：；奈良県桜井総合庁舎、参加者64人

④吉野保健所

平成27年 2月22日（日） 場所：下市観光文化センター、参加者104人

平成27年 3月27日（金） 場所：下市観光文化センタ一、参加者49人

(4）歯科検診標準化検討事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：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

し、歯科検診の標準化を図る。

内容：奈良県歯科検診ガイドラインの作成を目指した検討会の開催

実績： 2回開催

① 第1回平成26年10月30日（木）

会場：；奈良県立医科大学 口腔外科学教室

②第2回平成27年 2月5日（木）

会場：；奈良県立医科大学 口腔外科学教室

参加者5人

参加者6人

( 5）訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：訪問歯科診療の補助、在宅口腔ケアを担当できる質の高い歯科衛生士を養成す

る。

実績： 4回開催

①平成26年11月30日（日）

会場：奈良県歯科医師会館（奈良市）

②平成26年12月7日（日）

会場：奈良県歯科医師会館（奈良市）

③平成27年 2月1日（日）

会場：瑞祥苑（大和郡山市）

④平成27年 2月8日（日）

会場：瑞祥苑（大和郡山市）
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( 6）奈良県歯科衛生士修学資金貸与事業（健康づくり推進課）

目的：県内において業務に従事する歯科衛生士の充足を図るため、歯科衛生士学校等

の学生で将来県内において歯科衛生士の業務に従事しようとするものに対し、

修学資金を貸与することを目的とする。

内容：修学資金（月額13,000円）の貸付

実績： 1人

( 7 ）医療機能等情報提供事業（地域医療連携課）

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

ht tp://www. QQ. pref. nara. jp/qq29/qqport/kenmintop/ 

(8）在宅医療人材育成・普及啓発事業（地域医療連携課）

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。

補助先：一般社団法人奈良県歯科医師会

内容：①人材育成

在宅医科歯科連携の強化のための研修の実施 等

②普及啓発

住民向けの在宅医療に関する講演会の実施

在宅医療普及パンフレットの作成等

実績：歯科医師向けに在宅訪問歯科医療対応マニュアルを作成・配付

( 9）がん患者に対する口腔ケア対策支援事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：がん治療における医科歯科連携による口腔ケアを推進する。

内容：①歯科医師等を対象としたがん治療に関する研修会の開催

②医科歯科連携のための病院への歯科衛生士の配置

実績：①周術期（がん）病診連携講習会の開催

平成27年 3月29日（日） 修了者90人

②独立行政法人国立病院機構奈良医療センタ一、社会福祉法人恩賜財団済生

会奈良病院、社会医療法人松本快生会西奈良中央病院へ歯科衛生士の派遣
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111 .施策の実施状況

1 ライフステージごとの取組

( 1 ）歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

対象：妊婦

目的：妊婦は歯周疾患に，罷りやすく、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

実績： 2施設で各6回実施（前年度 2施設で各 5回実施）

①大和郡山病院産婦人科（大和郡山市）

第 1回平成27年10月22日（木） 妊婦5人に指導

第2回平成27年11月初日（木） 妊婦6人に指導

第3回平成27年12月24日（木） 妊婦5人に指導

第4回平成28年 1月28日（木） 妊婦6人に指導

第5回平成28年2月25日（木） 妊婦7人に指導

第6回平成28年3月24日（木） 妊婦6人に指導

②赤崎クリニック（桜井市）

第 1回平成27年10月8日（木） 妊婦11人に指導

第2回平成27年11月5日（木） 妊婦11人に指導

第3回平成27年12月3日（木） 妊婦6人に指導

第4回平成28年 1月7日（木） 妊婦10人に指導

第5回平成28年2月4日（木） 妊婦3人に指導

第6回平成28年3月10日（木） 妊婦 5人に指導

( 2 ）う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業（委託：一般社団法人奈良県歯科衛生

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ブラッシング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ブ

ラッシング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（前年度 7回実施）

①第 1回平成27年9月24日（木） 8人に指導

②第2回平成27年10月22日（木） 9人に指導

③第3回平成27年11月26日（木） 10人に指導

④第4回平成27年12月24日（木） 10人に指導

⑤第5回平成28年 1月21日（木） 8人に指導

⑥第6回平成28年2月25日（木） 9人に指導
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⑦第7回平成28年3月24日（木） 8人に指導

( 3 ）歯科口腔保健推進講習会（各保健所）

対象：乳幼児期（ 0～6歳）・少年期（ 7～18歳）

目的：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。

実績：各保健所 1回実施（前年度 各保健所 1回実施）

①郡山保健所 平成27年11月26日（木）参加者 26人

・生駒市立生駒南中学校養護教諭 山下直美氏実践事例報告

－（一社）奈良県歯科医師会 理事（母子・学校歯科保健）

池田卓也氏講演

－保健所から情報提供

②中和保健所 平成27年8月27日（木）参加者 91人

・（一社）日本ヘルスケア歯科学会副代表藤木省三氏講演

－葛城歯科衛生士研究会による歯科口腔保健指導 実技講習

－保健所から情報提供

③吉野保健所 平成27年12月3日（木）参加者 45人

・（一社）奈良県歯科医師会（五僚地区） 釜田博史氏講演

－保健所から情報提供

( 4）学校保健総合支援事業（健康教育指導者養成支援事業）（保健体育課）

対象：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：平成27年12月3 4日（木金） 平成27年度全国学校保健安全研究大会（愛媛

県）に派遣

平成28年2月12日（金） 伝達講習（はぐくみセンター・奈良市）

平成28年2月16日（火） 伝達講習（県立教育研究所）

（前年度は、健康教育推進事業として

－歯科医師による講演会 2校

－奈良県歯科衛生士会によるブラッシング指導 2校

－保健所の歯科衛生士及び保健師による口腔衛生指導 3校 実施）

( 5）事業所等口腔保健出前説明会（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

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： 9施設で実施（前年度 6施設で実施）

①京栄工業（株）（桜井市） 平成28年 1月14日（木）

②（株）品川工業所（田原本町） 平成28年1月28日（木）
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③介護老人保健施設花橿（橿原市） 平成28年 2月2日（火） ' 16日（火）

④あまがし苑高田（大和高田市） 平成28年2月4日（木）' 18日（木）

⑤梅乃宿酒造（株）（葛城市） 平成28年2月18日（木）

⑥（有）エミューコーポレーション（葛城市） 平成28年 2月18日（木）

⑦光陽サーモシステム（株）（天理市） 平成28年2月18日（木）

⑧ぽれぼれケアセンタ一白橿（橿原市） 平成28年 2月24日（水）

⑨池田工業社（宇陀市） 平成28年 2月25日（木）

( 6）糖尿病等起因歯周病対策事業（健康づくり推進課）

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： 3市町（①御所市、②宇陀市、③平群町）で実施

（前年度 3市町（御所市、宇陀市、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：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

。高齢者の口腔機能等の実態把握

－老人クラブ会員を対象とした追跡調査等（継続）

・口腔と心身の健康状態についての調査分析（継続）

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

②地域巡回指導・普及啓発事業

0歯科検診・指導（講演会合む）

－川西町 参加者10人 平成27年9月17日（木）
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－田原本町 参加者13人 平成27年10月1日（木）

－宇陀市 参加者12人 平成27年10月15日（木）

－宇陀市 参加者15人 平成27年11月19日（木）

－五｛泉市 参加者8人 平成28年2月4日（木）

2市2町計5回参加者計58人

（前年度 2市 1町計5回参加者計53人）

0 歯科口腔保健指導

－大和郡山市 参加者35人 平成27年6月10日（水）

－桜井市 参加者14人 平成27年6月16日（火）

－十津川村 参加者11人 平成27年7月7日（火）

－桜井市 参加者14人 平成27年7月9日（木）

－大和郡山市 参加者11人 平成27年7月14日（火）

－桜井市 参加者17人 平成27年7月21日（火）

－橿原市 参加者45人 平成27年7月22日（水）

－桜井市 参加者32人 平成27年8月初日（水）

－下市町 参加者483人 平成27年9月12日（土）

－宇陀市 参加者25人 平成27年9月29日（火）

－桜井市 参加者17人 平成27年9月29日（火）

－大和郡山市 参加者25人 平成27年10月20日（火）

－桜井市 参加者14人 平成27年10月21日（水）

－黒滝村 参加者34人 平成27年11月20日（金）

－田原本町 参加者22人 平成27年12月16日（水）

－山添村 参加者13人 平成28年1月21日（木）

・二郷町 参加者35人 平成28年 1月25日（月）

4市3町3村計！？回参加者計847人

（前年度 3市4町2村計16回参加者計679人）

( 8）健康づくり推進費補助金（健康づくり推進課）

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：一般社団法人奈良県歯科医師会

内容：・歯を守る図画・ポスター・標語コンクール

参加校数小学校9校、中学校3校（前年度小学校11校、中学校2校）

参加人数小学校89人、中学校16人（前年度小学校106人、中学校17人）

．高齢者いい歯のコンクール

平成27年10月1日（木）奈良県歯科医師会館で実施
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参加者113人（前年度参加者99人）

－なら歯と口腔の健康づくりフェスティバル

平成27年11月1日（日）奈良県歯科医師会館で開催

（前年度 平成26年11月3日（月・祝）奈良県社会福祉総合センターで開催）

など

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

( 1 ）心身障害者歯科衛生診療所指定管理事業（指定管理者：一般社団法人奈良県歯科

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、歯科衛生診療所を運営する。

内容：奈良県社会福祉総合センター内の歯科衛生診療所において、木曜日及び日曜

日を診療日として、歯科診療及び相談を実施

実績：診察日数 73日（前年度 72日）

診療人数延べ2,378人（前年度延べ2,391人）

（身体障害者 504人、知的障害者 1 739人、その他 135人）

( 2）心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業（障害福祉課）

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

談を行う心身障害者歯科衛生診療所の歯科診療機器等の整備・更新を行い、

利用者へのーサービス向上と当診療所で歯科診療に関わる歯科医師等の心身障

害者（児）への歯科診療技術を向上させることにより、障害者医療の充実を

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、効果的・効率的

な歯科診療の実施に必要な診療機器の整備・更新を行う。

実績：歯科用診療台ユニットの購入

（前年度 可搬式歯科用ユニット外 4品目の診療機器を整備・、更新）

( 3 ）高齢者・障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会（委託：一般社団法人奈

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：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歯科口腔保健を進

めるため、実施を希望する高齢者入所施設及び障害者（児）入所施設を対象に、

口腔機能の維持向上や口腔ケアについての普及啓発や職員等を対象とした研修

会等を実施する。
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実績：高齢者入所施設8施設で実施

①さくら苑（吉野町） 平成27年11月12日（木）

②特別養護老人ホームかがやきの苑（奈良市） 平成27年12月9日（水）

③特別養護老人ホームこまどりと丘（奈良市） 平成28年1月21日（木）

④特別養護老人ホームふるさと園（天理市） 平成28年2月4日（木）

⑤特別養護老人ホームトマトホーム（奈良市） 平成28年2月4日（木）

⑥特別養護老人ホーム当麻圏（葛城市） 平成28年2月18日（木）

⑦特別養護老人ホームきび秀華苑（桜井市） 平成28年2月25日（木）

⑧特別養護老人ホームきづなの里（大和郡山市） 平成28年3月14日（月）

障害者支援施設3施設で実施

①障害者支援施設こだまの里（十津川村） 平成27年12月17日（木）

②障害者支援施設雅乃郷（高取町） 平成28年2月4日（木）

③独立行政法人国立病院機構奈良医療センター（奈良市）

平成28年2月25日（木）

( 4）在宅歯科医療連携室整備事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

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、ケアプラン策定等の調整

実績：在宅歯科診療訪問件数 129件（前年度 29日牛）

在宅歯科医療機器貸出件数計468件（前年度計697件）

（内訳）ポータブルユニット 184件（前年度 206件）

携帯式X線装置 43件（前年度 23件）

デントエラック給吸ブラシ 137件（前年度 151件）

パルスオキシメーター 43件（前年度 137件）

オムロン血圧計 61件（前年度 180件）

3 社会環境の整備

( 1 ）奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会（健康づくり推進課）
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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

実績： l回開催（前年度 1回開催）

日時：平成28年3月14日（月） 14: 00～16:00 

場所：奈良商工会議所

議題：①なら歯と口腔の健康づくり計画の指標の最新値等について

②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

③その他

出席委員数： 6人（ 2人欠席）

( 2）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（前年度 各保健所にて実施）

①郡山保健所 8回（前年度 9回）

－平群町平成27年 8月6日（木）実施

場所：プリズムヘぐり、参加者8人

・山添村平成27年9月8日（火）実施

場所：山添村保健福祉センタ一、参加者9人

・生駒市平成27年10月1日（木）実施

場所：セラビーいこま、参加者5人

・斑鳩町平成27年10月7日（水）実施

場所：医療法人こうの歯科医院（斑鳩町）、参加者5人

・安堵町平成27年10月13日（火）実施

場所：安堵町福祉保健センタ一、参加者6人

・三郷町平成27年10月23日（金）実施

場所：三郷町保健センタ一、参加者6人

・大和郡山市平成27年10月29日（木）実施

場所：大和郡山市保健センタ一、参加者6人

・天理市平成27年11月26日（木）実施

場所：天理市役所、参加者13人

②中和保健所 18回（前年度 18回）

－大和高田市平成27年11月25日（水）実施

場所：大和高田市保健センター、参加者10人

・田原本町平成27年12月1日（火）実施

場所：田原本町保健センター、参加者6人

・御杖村平成27年12月9日（水）実施

場所：御杖村保健センター、参加者6人

・宇陀市平成27年12月10日（木）実施

場所：室生福祉保健交流センタ一、参加者6人
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－曽爾村平成27年12月10日（木）実施

場所：曽爾村国民健康保険診療所、参加者6人

・香芝市平成27年12月11日（金）実施

場所：香芝市保健センタ一、参加者9人

・桜井市平成27年12月22日（火）実施

場所：御簾歯科医院（桜井市）、参加者6人

・川西町平成28年1月12日（火）実施

場所：川西町保健センター、参加者6人

・御所市平成28年 1月13日（水）実施

場所：いきいきライフセンタ一、参加者7人

・高取町平成28年 1月15日（金）実施

場所：高取町保健センター、参加者5人

・三宅町平成28年 1月19日（火）実施

場所：あざさ苑（三宅町健康福祉課）、参加者7人

・明日香村平成28年1月22日（金）実施

場所：吉川歯科医院（明日香村）、参加者6人

・王寺町平成28年1月28日（木）実施

場所：王寺町保健センター、参加者7人

・河合町平成28年1月29日（金）実施

場所：河合町保健センター、参加者6人

・広陵町平成28年2月1日（月）実施

場所：広陵町保健センター、参加者8人

・上牧町 平成28年2月5日（金）実施

場所：上牧町保健福祉センタ←、参加者9人

・葛城市平成28年2月8日（月）実施

場所：新庄健康福祉センター、参加者7人

・橿原市平成28年2月18日（木）実施

場所：橿原市保健福祉センター、参加者8人

③吉野保健所 12回（前年度 12回）

・吉野町平成28年1月20日（水）実施

場所：健やか一番館、参加者6人

・五篠市平成28年1月28日（木）実施

場所：カルム五僚、参加者7人

・黒滝村 平成28年 1月初日（金）実施

場所：ほほえみポート天川、参加者5人

・天川村平成28年1月29日（金）実施

場所：ほほえみポート天川、参加者6人

・下市町平成28年2月3日（水）実施

場所：下市町保健センター、参加者7人
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－下北山村平成28年 2月9日（火）実施

場所：下北山村保健センタ一、参加者 7人

・上北山村平成28年 2月9日（火）実施

場所：下北山村歯科診療所、参加者5人

・十津川村平成28年 2月17日（水）実施

場所：十津川村役場、参加者5人

・野迫川村平成28年 2月18日（木）実施

場所：吉野保健所、参加者5人

－東吉野村平成28年 2月19日（金）実施

場所：松本歯科医院（橿原市）、参加者4人

・大淀町平成28年 3月16日（水）実施

場所：尾上歯科医院（大淀町）、参加者5人

・川上村平成28年 3月22日（火）実施

場所：川上村歯科診療所、参加者5人

( 3 ）歯科検診標準化検討事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：歯科検診の受診率向上のため、県内歯科医療機関で実施されている歯科検診

の内容の標準化・統一化を図る。

内容：昨年度の検討結果を踏まえ、関係者による検討会を開催し、（仮称）奈良県

歯科検診ガイドライン案の作成。

実績：ガイドライン案策定会議 5回開催及び（仮称）奈良県歯科検診ガイドラ

イン案の作成

（前年度 歯科検診ガイドラインの作成を目指した検討会2回開催）

① 第1回平成27年 9月10日（木）

会場：奈良県立医科大学 口腔外科学教室

②第2回平成27年10月22日（木）

会場：；奈良県立医科大学 口腔外科学教室

③ 第3回平成27年12月17日（木）

会場：奈良県立医科大学 口腔外科学教室

④ 第4回平成28年 1月14日（木）

会場：；奈良県立医科大学 口腔外科学教室

⑤第5回平成28年 2月25日（木）

会場：；奈良県立医科大学 口腔外科学教室

参加者 7人

参加者6人

参加者 7人

参加者 7人

参加者 6人

( 4）訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：訪問歯科診療の補助、在宅口腔ケアを担当できる質の高い歯科衛生士を養成

する。

実績： 4回開催（前年度 4回開催）

①平成27年10月25日（日）

会場：；奈良県歯科医師会館（奈良市）
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②平成27年12月13日（日）

会場：奈良県歯科医師会館（奈良市）

③平成28年 1月24日（日）

会場：奈良県歯科医師会館（奈良市）

④平成28年2月7日（日）

会場：瑞祥苑（大和郡山市）

( 5）医療機能等情報提供事業（地域医療連携課）

参加者39人

参加者35人

参加者34人

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（継続）

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. QQ. ,Pref. nara. jp/qq29/qqport/kenmintop/ 

( 6 ）在宅医療人材育成・普及啓発事業（地域医療連携課）

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。

補助先：一般社団法人奈良県歯科医師会

内容：①人材育成

②普及啓発

実績：①歯科医師、歯科衛生士を対象に在宅歯科医療に関する講習会実施

平成27年 5月10日（日） 会場：；奈良県歯科医師会館参加者68人

平成27年8月9日（日） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者78人

歯科医師を対象に難病及び小児慢性特定疾病に関する講習会実施

平成28年 1月14日（木） 参加者51人

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、小冊子の作成

・配布

（前年度は歯科医師向けに在宅訪問歯科医療対応マニュアルを作成・配付）

( 7）がん患者に対する口腔ケア対策支援事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師

会）

目的：がん治療における医科歯科連携による口腔ケアを推進する。

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）
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4）県下の歯科衛生士への指導アドバイス

②普及啓発

実績：①人材育成

1 ）県内がん診療病院 4カ所延べ37回歯科衛生士派遣

2）平成28年 1月31日（日） 奈良県歯科医師会館 参加者： 85人

3）平成28年3月13日（日） 奈良県歯科医師会館 参加者： 37人

4）平成28年2月28日（日） やまと会議室 参加者： 36人

②普及啓発（平成28年3月作成、配布）

・がん患者に対する口腔ケア啓発のためのリーフレット 10, 000部

・がん患者医科歯科医療連携事業マニュアル 1, 000部

（前年度は周術期（がん）病診連携講習会 1回開催及び県内3病院へ歯科衛

生士派遣）

( 8 ）圏在宅歯科医療連携体制推進事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：在宅歯科医療を提供できる歯科医師及び歯科衛生士、日常的な口腔ケアを提

供できる介護施設従業者及び訪問看護ステーション従事者等を養成する。

内容：研修会の開催

実績：歯科医師及び歯科衛生士向け（ 2回）

① 平 成28年2月4日（木） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者35人

② 平 成28年3月3日（木） 会場：奈良県歯科医師会館 参加者48人

介護施設従業者及び訪問看護ステーション従事者等向け（4回）

①平成27年12月17日（木） 会場：王寺町やわらぎ会館 参加者4人

②平成27年12月24日（木） 会場：香芝市総合福祉センター 参加者8人

③ 平 成27年12月24日（木） 会場：御所市いきいきライフセンター

参加者30人

④平成28年 1月14日（木） 会場：大和高田市総合福祉会館 参加者8人

( 9）圏訪問歯科診療車整備支援事業（地域医療連携課）

目的：無歯科医地区等の歯科医療サービスを確保するため、訪問歯科診療車を整備

する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

補助先：一般社団法人奈良県歯科医師会

内容：訪問歯科診療車 1台の整備に要する経費を補助
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Ill.施策の実施状況

1 ライフステージごとの取組

( 1 ）歯科衛生士産科医療機関派遣モデル事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

対象：妊婦

目的：妊婦は歯周疾患に擢りやすく、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

実績： 2施設で計11回実施（前年度 2施設で各 6回実施）

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） 妊婦4人に指導

第6回平成29年3月23日（木） 妊婦4人に指導

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） 妊婦5人に指導

第4回平成29年3月16日（木） 妊婦2人に指導

第5回平成29年3月23日（木） 妊婦5人に指導

( 2）う蝕ハイリスク児歯科保健指導モデル事業（委託：一般社団法人奈良県歯科衛生

士会）

対象：乳幼児期（うち 3～6歳）・少年期（うち 7～17歳）

目的：う蝕羅患リスクの高い若年層の県民にブラッシング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ブ

ラッシング指導を中心とした歯科口腔保健指導を実施

実績： 8回実施（前年度 7回実施）

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1.9日（木） 5人に指導

⑦第7回平成29年2月16日（木） 12人に指導

③第8回平成29年3月16日（木） 4人に指導
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( 3 ）健康教育指導者養成支援事業（保健体育課）

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（東京都）に県内中学校養護教諭を派遣

平成28年11月16日（水）、 17日（木）

伝達講習：平成28年度学校保健課題解決研修会 平成29年2月9日（木）

（前年度は、平成27年度全国学校保健安全研究大会（愛媛県）に派遣、伝達講

習を 2回実施）

( 4）事業所等口腔保健出前説明会（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

対象：青年期 (19～39歳）・壮年期（40～64歳）

目的：重度歯周疾患の，寵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： 10施設で実施（前年度 9施設で実施）

①京栄工業（株）（桜井市） 平成29年 1月12日（木）

② （株）柿の葉ずし（天理市） 平成29年1月！？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）

平成29年2月23日（木）

平成29年2月23日（木）

平成29年2月23日（木）

平成29年2月23日（木）

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（吉野町）

南都銀行榛原支店（宇陀市）

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑬

 

38人

講演

75人

講演

( 5）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実施要領の改正内容の周知、歯科口腔保健指導の普及等に

関する講習会の実施により、歯科口腔保健の向上を図る。

実績：各保健所1回実施（前年度 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

②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

．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
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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（健康づくり推進課）

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

（前年度 3市町（御所市、宇陀市、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、奈良県後期高齢者医療広域連合と

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：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

。高齢者の口腔機能等の実態把握

－老人クラブ会員を対象とした追跡調査等（継続）

－口腔と心身の健康状態についての調査分析（継続）

0高齢者の誤嘱防止と身体機能の向上を目的として「誤礁にナラん！体操J

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）

－宇陀市 参加者29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43人

（前年度 2市2町計5回参加者計58人）
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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25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 11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 29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）

－桜井市 参加者 17人 平成29年 2月21日（火）

5市 2町3村計34回参加者計1,136人

（前年度 4市 3町 3村計17回 参 加 者 計847人）

( 8）健康づくり推進費補助金（健康づくり推進課）

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
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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：一般社団法人奈良県歯科医師会

内容：・歯を守る図画・ポスター・標語コンクール

参加校数小学校11校、中学校3校（前年度 小学校9校、中学校3校）

参加人数小学校118人、中学校18人（前年度小学校89人、中学校16人）

．高齢者いい歯のコンクール

平成28年10月6日（木）奈良県歯科医師会館で実施

参加者113人（前年度参加者113人）

－なら歯と口腔の健康づくりフェスティパル

平成28年10月23日（日）かしはら万葉ホールで開催

（前年度 平成27年11月 1日（日）奈良県歯科医師会館で開催）

など

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

( 1 ）心身障害者歯科衛生診療所運営事業（指定管理者：一般社団法人奈良県歯科医師

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。奈良県社会

福祉総合センター内の歯科衛生診療所において、木曜日及び日曜日を診療日

として、歯科診療及び相談を実施

実績：診察日数 72日（前年度 73日）

診療人数延べ2,383人（前年度延べ2,378人）

（身体障害者 477人、知的障害者 1 725人、その他 181人）

( 2）心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業（障害福祉課）

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・更新。
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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

（前年度 歯科用診療台ユニットの購入）

( 3 ）障害者（児）入所施設訪問歯科口腔保健講習会（委託：一般社団法人奈良県歯科

医師会）

対象：障害のある人

目的：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歯科口腔保健を進

めるため、実施を希望する障害者（児）入所施設を対象に、口腔機能の維持向

上や口腔ケアについての普及啓発や職員等を対象とした研修会等を実施する。

実績：障害者支援施設2施設で実施

① 重症心身障害児学園・病院パルツァ・ゴーデル（奈良市）

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）

平成29年3月9日（木）

( 4）在宅歯科医療連携室整備事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

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、ケアプラン策定等の調整

実績：在宅歯科診療訪問件数 433件（前年度 129件）

在宅歯科医療機器貸出件数計392件（前年度計468件）

（内訳）ポータブルユニット 190件（前年度 184件）

携帯式X線装置 32件（前年度 43件）

デントエラック給吸ブラシ 81件（前年度 137件）

パルスオキシメーター 40件（前年度 43件）

オムロン血圧計 49件（前年度 61件）
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3 社会環境の整備

( 1 ）奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会（健康づくり推進課）

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

実績： 1回開催（前年度 1回開催）

日時：平成29年3月23日（木） 14:00～16:00 

場所：；奈良県文化会館

議題：①なら歯と口腔の健康づくり計画の指標の最新値等について

②歯科口腔保健に関する平成28年度の取り組み内容と平成29年度の実施計

画について

③その他

出席委員数： 8人

( 2 ）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（前年度 各保健所にて実施）

①郡山保健所 8回（前年度 8回）

－平群町平成28年9月15日（木）実施

場所：プリズムへぐり、参加者 7人

・三郷町平成28年9月16日（金）実施

場所：三郷町保健センタ一、参加者5人

・斑鳩町平成28年9月28日（水）実施

場所：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）実施

場所：山添村保健福祉センタ一、参加者5人

・大和郡山市平成28年10月27日（木）実施

場所：大和郡山市保健センタ一、参加者5人

・安堵町平成28年10月31日（月）実施

場所：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）実施

場所：セラビーいこま、参加者5人

・天理市平成29年 1月19日（木）実施

場所：天理市役所、参加者16人

②中和保健所 18回（前年度 18回）

－上牧町平成28年8月25日（木）実施

場所：上牧町保健福祉センタ一、参加者22人

・香芝市平成28年9月7日（水）実施

場所：香芝市保健センタ一、参加者6人

・曽爾村平成28年10月13日（木）実施
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場所：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）実施

場所：大和高田市保健センタ一、参加者12人

・葛城市平成28年10月31日（月）実施

場所：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）実施

場所：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）実施

場所：御杖村保健センター、参加者5人

・川西町平成28年11月22日（火）実施

場所：川西町保健センタ一、参加者6人

・宇陀市平成28年12月15日（木）実施

場所：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）実施

場所：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）実施

場所：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）実施

場所：王寺町保健センタ一、参加者7人

・田原本町平成29年 1月17日（火）実施

場所：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）実施

場所：橿原市保健福祉センタ一、参加者8人

・高取町平成29年 1月23日（月）実施

場所：高取町保健センタ一、参加者6人

・三宅町平成29年2月2日（木）実施

場所：あざさ苑（三宅町健康福祉課）、参加者7人

・広陵町平成29年2月22日（水）実施

場所：広陵町保健センター、参加者8人

・明日香村平成29年3月9日（木）実施

場所：明日香村健康福祉センタ一、参加者11人

③吉野保健所 12回（前年度 12回）

・東吉野村平成28年12月5日（月）実施

場所：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）実施

場所：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）実施

場所：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）実施

場所：健やか一番館、参加者6人

・大淀町平成29年 1月16日（月）実施
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場所：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）実施

場所：ほほえみボート天川、参加者5人

・天川村平成29年 1月27日（金）実施

場所：ほほえみポート天川、参加者6人

・下市町 平成29年2月6日（月）実施

場所：下市町保健センター、参加者9人

・五俊市平成29年2月9日（木）実施

場所：カルム五僚、参加者5人

・十津川村平成29年2月22日（水）実施

場所：十津川村役場、参加者5人
・野迫川村 平成29年3月9日（木）実施

場所：野迫川村歯科診療所、参加者5人

・川上村 平成29年3月21日（火）実施

場所：川上村歯科診療所、参加者5人

( 3）圏歯科疾患実態調査（吉野保健所）

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：調査対象 1地区（吉野郡吉野町） 平成28年11月10日（木）調査実施

( 4）歯科検診標準化検討事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：歯科検診の受診率向上のため、県内歯科医療機関で実施されている歯科検診

の内容の標準化・統一化を図る。

内容：昨年度の検討結果を踏まえ、関係者による検討会を開催し、奈良県歯科検診

ガイドラインを作成し、県内歯科医療機関に送付する。

実績：ガイドライン案策定会議 1回 平成29年 1月12日（木）実施

会場：；奈良県立医科大学口腔外科学教室 参加者： 6人

ガイドライン作成部数： 2,000部

送付先：県内歯科医療機関、診療科に歯科関係科を含む病院、保健所等

（前年度 歯科検診ガイドライン案作成検討会5回開催）

( 5）訪問歯科指導対応歯科衛生士研修事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

目的：訪問歯科診療の補助、在宅口腔ケアを担当できる質の高い歯科衛生士を養成

する。

実績： 4回開催（前年度 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）

②平成28年12月25日（日）
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会場：奈良県歯科医師会館（奈良市）

③平成29年1月29日（日）

会場：；奈良県歯科医師会館（奈良市）

④平成29年2月5日（日）

会場：瑞祥苑（大和郡山市）

( 6）医療機能等情報提供事業（地域医療連携課）

参加者18人

参加者ll人

参加者12人

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（継続）

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. QQ. pref. nara. jp/qq29/qqport/kenmintop/ 

( 7 ）在宅医療人材育成・普及啓発事業（地域医療連携課）

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。

補助先：一般社団法人奈良県歯科医師会

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

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

（前年度は歯科衛生士を対象とした講習会2回、歯科医師を対象とした講習

会 1回開催。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、小

冊子を作成・配付）

( 8）がん患者に対する口腔ケア対策支援事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師

会）

目的：医科歯科連携によるがん治療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医師・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）がん診療医科歯科連携講習会（対象：登録協力歯科医）

4）全国共通がん医科歯科連携講習会（対象：歯科医師）
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②普及啓発

実績：①人材育成

1 ）県内がん診療病院 4カ所延べ30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64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

4）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

－県民向け口腔ケア啓発のためのリーフレット 10, 000部

（前年度は、講習会3回開催及び県内4病院ヘ歯科衛生士派遣）

( 9 ）圏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：認知症の人とその家族を支えるために必要な基本知識や、医療と介護の連携

の重要性等を習得し、早期の気づき、かかりつけ医等と連携した対応、認知

症の人の状況に応じた歯科治療・口腔管理を適切に行い、認知症の人への支

援体制構築の担い手となることを目的とする。

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 受講修了者37人

(10）在宅歯科医療普及促進事業（委託：一般社団法人奈良県歯科医師会）

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、口腔機能シミュレータ一等を活用した実践研修等

実績：歯科医師及び歯科衛生士向け（4回）

① 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

② 平 成29年1月15日（日）会場：あやめ館 参加者70名

③ 平 成29年 1月15日（日）会場：橿原観光ホテル 参加者22名

④ 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

介護施設従業者及び訪問看護ステーション従事者等向け（ 5回）

① 平 成28年9月29日（木）会場：あらかしホール 参加者31名

② 平 成28年10月13日（木）会場：たけまるホール 参加者 6名

③ 平 成29年 1月21日（土）会場：；奈良県歯科医師会館 参加者 5名

④ 平 成29年 2月2日（木） 会場：大和信用金庫八木支店 参加者 3名

⑤ 平 成29年3月4日（土）会場：；奈良県歯科医師会館 参加者14名

（前年度は、歯科医師及び歯科衛生士向け研修会2回、介護施設従業者及び訪

問看護ステーション従事者等向け研修会4回）

4~ 




