
実施主体 連携・協働団体 事業の概要 対象 対象者数 事業費合計
（円）

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会補助）

県
口腔保健協議会

歯と健康の県民フォーラム(新型コロナウイルスの影響により中
止)

県民 －

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会補助）

県
口腔保健協議会

口腔保健指導者研修会(1/28）
  講演『コロナにおける口腔健康管理の重要性』
　　　　　講師：花田信弘氏

口腔保健事業関係者 189人

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会
歯周病予防と早期治療の徹底及び歯科健診の受診率向上を図るた
め、
保険者と連携し、歯周病重症化予防のために歯科健診を実施

県民 84人

県医療福祉連携推進課
県歯科医師会

県歯科医師会 親と子のよい歯のコンクール（新型コロナウイルス感染症の影響
により中止）

3歳児とその親 ―

県医療福祉連携推進課
県歯科医師会

県歯科医師会 小学校1～3年と4～6年で優秀者各1人を選出し知事表彰（新型コロ
ナウイルス感染症の影響により中止）

小学生 ―

県医療福祉連携推進課
県歯科医師会

県歯科医師会 小学校1～6年で優秀者各１人を選出し知事表彰（新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止）

小学生 ―

県医療福祉連携推進課 県歯科医師会 歯の衛生週間(6月4日～6月10日)に歯科保健事業推進のために各保
健所や42市町村へ周知

保健所
市町村

― ―

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会

歯科医療関係者を対象に、障がい児者歯科診療に必要な知識修得
のための研修会等を開催
 研修会(11/19  1/21 3/25）
 実技研修会：個別対応（2/18　2/25）

歯科医療関係者

研修
11/19  27人
1/21  18人
3/25  28人
実技:4人

1,079,000

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会
障がい者支援施設等での歯科健診・歯科保健指導の実施及び施設
職員に障がい児者の口腔健康管理に関する知識・手技を指導
　実施数：32施設　554人

障がい児(者）
高齢者等

32施設
554人

2,137,000

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会補助）

県歯科医師会

障がい児者の歯科医療確保するための心身障がい者歯科診療所の
運営に対する助成
　診療所運営状況：197日
　診察患者数：2,319人

障がい児(者) 2,319人 7,349,000

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会補助）

県歯科医師会
障がい児者等の歯科医療提供体制確保の観点から、感染予防対策
の機能を強化した歯科保健診療車の整備に対する助成

障がい児(者)等 ― 30,926,000

　8020運動推進協議会 県医療福祉連携推進課 ― 保健医療関係者を含め、歯科保健医療の充実に向けた取組みにつ
いて協議（10/1　2/18）

8020運動推進委員 16人 204,750

　口腔保健支援センター推進協議会 県医療福祉連携推進課 ― 保健医療関係者を含め、歯科保健医療を取り巻く背景を基に、今
後必要とされる歯科保健について協議(2/18)

口腔保健支援セン
ター推進協議委員

16人 68,250

　地域歯科医療連携体制構築会議 県医療福祉連携推進課 ― 各圏域の保健医療関係者による歯科保健事業等の推進について協
議(新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

保健医療福祉関係者 ― ―

　歯科医療安全管理体制推進特別事業
県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会

医療安全研修会(10/11)
　講演①『近年の苦情相談・医療事故・医事紛争事例』
　　　　講師：西垣　公順 氏
　講演②『最近の医療安全トピックス』
　　　　講師：仲宗根　歩氏

歯科医療従事者 355人 514,000

　医科歯科連携推進事業
県医療福祉連携推進課
（地域歯科医師会補助）

地域歯科医師会

地域の中核となる病院との病診連携体制を推進するための地域歯
科医師会への助成
　実施歯科医師会：4地域歯科医師会
（岐阜市、羽島、可児、海津）

地域歯科医師会 ― 1,734,000

　口腔機能管理推進研修事業
県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会

①オーラルフレイル、高齢者の口腔機能低下に関する研修を
　歯科医師・歯科衛生士向けに実施　（1/21)
②介護保険施設入所者、在宅療養者の口腔健康管理に関する研修
（1/21)
　を介護保険施設職員に指導できる歯科医師・歯科衛生士の育成
　研修を実施
③介護保健施設職員に対しに介護保険施設入所者、在宅療養者の
　口腔健康管理に関する研修（新型コロナウイルス感染症の影響
により中止）

歯科医師
歯科衛生士
介護保険施設職員

①1/21 53名
②1/21 33名

715,000

　歯科専門職スキルアップ研修事業
県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会

現役の歯科医師・歯科衛生士、歯科技工士に対し、さらなる知
識・技術修得のための研修会を開催
（11/3）
　講演『令和の歯科医療は炎症消退を通して全身の健康に寄与す
る～糖尿病・認知症領域から歯科が注目される時代～』
　　　　　西田　亙氏
　　　　　対象：歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士
　　　　　参加数：317人

歯科医師
歯科技工士
歯科衛生士

座学
計317人

1,570,000

　在宅歯科医療同行研修事業
県医療福祉連携推進課
（県歯科衛生士会委託）

県歯科医師会 訪問歯科診療に対応出来る歯科衛生士を育成する研修会を実施。
　初心者コース（2/7、3/7）

歯科衛生士
2/7 40人
3/7 40人

440,801

　歯科技工士・歯科衛生士復職サポート研修事業
県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会 結婚、出産、育児、介護等で歯科医療現場から離職した歯科技工
士・歯科衛生士の復職を支援する研修会（2/28)

 歯科技工士
 歯科衛生士

歯科衛生士
42人

500,000

歯科衛生士の勤務環境改善研修事業 県医療福祉連携推進課
（県歯科衛生士会委託）

県歯科医師会
基本的な労働環境・福利厚生制度を整え、働きやすい・働きがい
のある職場づくりに取り組むために必要な知識、人材育成のノウ
ハウを学ぶ研修会を実施。（2/18)

　歯科医師
　歯科衛生士

41人 309,788

在宅医療 　在宅歯科医療連携室整備事業
県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会

在宅歯科医療連携室を運営し、在宅歯科医療の推進及び地域間と
の調整、他分野との連携体制の構築に努めた。また、在宅歯科医
療を担う人材を育成するための研修会、多職種に必要な歯科的見
識を習得するための研修会や啓発活動を実施。

＜在宅歯科医療人材育成研修会＞
　①11/1　内容：全身のサルコペニアと口腔機能との関係ー全身
のフレイル、サルコペニアの基礎知識と口腔との関連ー」
　　　　　対象者：歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
　　　　　参加者数：63人
　②11/29　内容：口腔機能低下症の診断ーオーラルフレイル・口
腔機能低下症の基礎知識ー」
　　　　　  対象者：歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
                    参加者数：82人
　③1/17　  内容：口腔機能低下症への対応と実際　オーラルフ
レイル・口腔機能低下症に対する機能訓練
　　　　　  対象者：歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
　　　　　  参加者数：70人

県民
歯科医療従事者

― 3,270,000

52,181,589

―

摂食・嚥下障害を抱える障がい児（者）の口腔機能向上に資する
ため、関係者への研修会（新型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止)

　歯科保健診療車整備事業

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会

　フッ化物応用推進事業

　岐阜県公衆衛生向上対策事業費補助金（口腔保健推進事業）
　・歯と健康の県民フォーラム

　岐阜県公衆衛生向上対策事業費補助金（口腔保健推進事業）
　・口腔保健指導者研修会

　歯周病予防対策事業

　歯の衛生週間事業

事　　業　　費　　合　　計

　歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール

○歯科口腔保健医療の推進に必要な社会環境の整備

歯科医療提供体制
の整備

県医療福祉連携推進課
（県歯科医師会委託）

県歯科医師会

フッ化物洗口を希望する県内学校等に洗口剤の提供
　配布総数：1,635人分
　配布施設数：6校
　　　　　　　　小学校：5校
　　　　　　　　中学校：1校

学校等

歯科医療関係者
特別支援学校関係者

―

人材確保・育成

岐阜県歯科保健医療対策事業　令和2年度実績

 事　業　名

　障がい者歯科保健医療連携推進事業

　障がい者等歯科医療技術者養成事業

　心身障がい者歯科診療所運営事業

　親と子のよい歯のコンクール

○歯科疾患の予防及び口腔機能の維持・向上

○歯科受診困難者に対する歯科口腔保健（障がい児者・要介護高齢者）

235,000

　歯・口の健康に関する啓発標語コンクール

―

1,129,000

　口腔機能向上推進事業


