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会長挨拶

一般社団法人大阪市学校歯科医会　会長　岡本　卓士　

　1年間で最も暑い時期を迎えておりますが、会員の皆様におかれましては、益々ご健勝
にお過ごしのことと拝察いたします。日頃は学校歯科保健の活動や大阪市学校歯科医会の
事業にご協力賜わり、厚く御礼申し上げます。
　大阪市学校歯科医会は一般社団法人になって３期目を迎えて、６月29日に開催された
通常総会におきまして役員改選の承認を得て、新執行部を発足させました。そして、総会
後の臨時理事会におきまして次期会長に選出され、平成29年・30年の大阪市学校歯科医
会を運営する重責を担う事になりました。大阪市の学校歯科保健の発展のために役員の先
生方と共に職責を果たしていきたいと思っていますので、ご支援ご協力をよろしくお願い
申しあげます。
　私は平成24年に大阪市学校歯科医会の会長に就任してから、５年間を過ごしましたが、
この５年間を振返りますと、１年目は一般社団法人への移行を手掛けて、新定款を作成し
て総会で承認され、執行部の任期の改革も行いました。２年目は市学歯の事業内容をいち
早く会員の先生方や学校保健関係者に情報発信できるように、ホームページの開設を行い
ました。３年目は学校歯科保健の活動内容をより充実させるために会員研修会だけでなく、
理事や支部長を対象にした指導者講習会を発足させました。また、養護教員との連携を図っ
た保健指導ができるように、テーブルクリニック形式の体験学習型の研修会を開催して、
その同じ養護教員対象の研修会は去年も規模を拡大して開催いたしました。
　４年目の平成27年は大阪都構想の住民投票が行われました。開票結果で賛成票が上回
りますと、大阪市が無くなり５つの分区になってしまいます。それに伴い市学歯も解散す
る危機に陥りましたが、幸い反対票が１万２千票の僅差ですが上回りましたので存続する
ことができました。しかし、来年も同じ住民投票が予定されており、予断を許さない状況
です。
　５年目の去年は指定都市学校保健協議会前日学校歯科協議会を静岡市歯科医師会の代わ
りに主催しました。全国規模の学校歯科保健の大会を運営したのは、平成22年に大阪市
で本協議会を主催して以来ですが、活発な意見交換が行われ成功裏に開催することができ
ました。そして、今年に堺市で開催された本協議会では、主催する都市が無かった来年の
浜松市では名古屋市学校歯科医会が、2年後の新潟市では横浜市歯科医師会が代行開催す
る事が決まり成果が上がったと思われます。
　６年目を迎える会長職でございますが、会員の先生方がより良い環境で学校歯科検診を
行うことができて、子供たちの歯・口の健康づくりを推進するための積極的な保健指導が
できるように、大阪市の学校歯科保健事業を充実し発展させて参りたいと思っております
ので、尚一層のご支援ご協力をお願い申しあげます。
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一般社団法人大阪市学校歯科医会　平成29・30年度　役員名簿
役職名 氏名 担当 支部 担当校園名
会　　長 岡　本　卓　士 － 生　野　区 生野中学校
副 会 長 西　川　　　肇 学術・管理 城　東　区 鯰江小学校
〃 井　手　成　信 会計・福祉 西　　　区 西高等学校
〃 長　崎　三　男 広報・総務 住�之�江�区 平林小学校

専務理事 西　本　達　哉 総　　　括 天�王�寺�区 天王寺小学校
常務理事 川　上　　　力 総務・学術 鶴　見　区 横堤小学校
〃 林　　　昭　典 学術・管理 生　野　区 東小路小学校
〃 河　野　好　昭 管理・福祉 西　　　区 西中学校
〃 羽　生　卓　也 広報・総務 生　野　区 林寺小学校
〃 美　島　達　平 福祉・広報 北�区�大�淀 豊崎中学校
〃 藤　野　康　徳 会　　　計 淀　川　区 新北野中学校

理　　事 村　尾　直　人 管理・会計 西　　　区 堀江小学校
〃 上　田　裕　彦 学術・広報 城　東　区 菫中学校
〃 柳　田　和　彦 学術・管理 住�之�江�区 南港北中学校
〃 普光江　　　暁 学術・福祉 西�淀�川�区 大和田幼稚園
〃 梅　本　　　匡 学術・広報 都　島　区 桜宮小学校
〃 長谷川　昌　徳 学術・福祉 此　花　区 此花中学校
〃 讃　井　茂　行 学術・管理 港　　　区 波除小学校
〃 吉　松　昌　之 学術・総務 福　島　区 大開小学校

監　　事 加　藤　仁　朗 － 東　成　区 深江小学校
〃 曽　我　時　雄 － 天�王�寺�区 大阪ビジネスフロンティア高等学校

事 務 局 伊牟田　裕　加 － － －

大阪市学校歯科医会役員紹介
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常務理事
美島　達平

常務理事
藤野　康徳

理　事
村尾　直人

理　事
上田　裕彦

理　事
柳田　和彦

理　事
普光江　暁

理　事
梅本　匤

理　事
長谷川　昌徳

理　事
讃井　茂行

理　事
吉松　昌之

監　事
加藤　仁朗

監　事
曽我　時雄

事務局
伊牟田　裕加

専務理事
西本　達哉

常務理事
川上　力

常務理事
林　昭典

常務理事
河野　好昭

常務理事
羽生　卓也

会　長
岡本　卓士

副会長
西川　肇

副会長
井手　成信

副会長
長崎　三男
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　私が大阪市学校歯科医会の理事に就任し

まして２年が経ちました。当初、学校歯科

医会の活動に対する認識は、歯に関連する

ものばかりと思っておりました。支部長を

経験し、周りの先輩先生方の活動を目の当

たりにし、社会貢献の一環であるという新

たな認識を持つに至りました。理事会、部

会での役員先生方の市学歯の仕事に対する

使命感に毎回、頭が下がる思いでおります。

私も微力ながら活動に貢献できるよう努力

する所存です。会長はじめ先輩の理事の先

生方からのご指導・ご鞭撻をどうぞよろし

くお願い申し上げます。

長谷川　昌徳

　大阪市学校歯科医会の理事を拝命いたし

まして２年になります。

　私が都島区の桜宮小学校の学校歯科医を

担当させて頂くようになって長い年月が経

ちましたが、子どもたちの歯・口の健康教

育について特に積極的な取り組みを進める

事も無く過ごしてきました。

　２年前の４月より理事会・部会等に出席

させて頂いております。

　そこで役員の先生方が、市学歯の活動に

使命感を持たれて子どもたちの予防、食育

等の歯科保健活動に取り組んでこられるの

を目の当たりにして本当に頭の下がる思い

を致しました。

　私も先輩理事の先生方のご指導のもとに

更に努力し、研鑽を積まなければと思って

おります。先生方、何卒よろしくお願い申

し上げます。

梅本　匡

理事就任２期目の抱負
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新支部長就任挨拶

　この度、大阪市学校歯科医会北区・北支

部長に就任させていただきました。

　全国的に恒常的な少子高齢化が叫ばれて

久しいですが、近年大都市部での都心回帰

や高層マンション建設による児童数急増が

顕著な地域が見られます。先日大阪市教育

委員会は、北区・中央区・西区の５校の小

学校で５年後に児童数が倍増し、これとは

別の３校で同じく５年後に児童数が1,000

人を超えるとの推計を明らかにしました。

小生が校医を仰せ付かっています小学校

(小生の母校でもあり

ます)も毎年20人ずつ

新入生が増加していま

す。

　児童数の急速な変化

に注視しつつ学校歯科

医として、支部長とし

て任にあたる所存で

す。

　今後ともよろしくお

願い申し上げます。

奧村 豪
（北区北支部）

　平成29年４月より大阪市学校歯科医会 

西淀川区支部長に就任いたしました。西淀

川区は幼・小・中・高 22校園を擁します。

私の知る限り各校医と各校園との関係は良

好であります。市学歯・区学校保健協議会

とのパイプ役として区学歯の発展に尽力し

たいと考えております。

関口 成晴
（西淀川区支部）

　今年度より中川博仁先生に代わり平野区

の支部長を仰せ付かる事になりました。就

任直後より学校保健協議会など対外的な仕

事もあることを知り、優秀な平野区の幹事

の方々のお力を得て、まず２年の任期を何

とか全うしようと考えています。

　平成24年度より平野区の長吉中学の学

校歯科医となってからの６年の間に校長、

養護教諭共に３回代わられていますが、皆

様ご協力くださり、朝礼で噛むことの重要

性、口呼吸の危険性などをお話頂けたり、

私自身が校内新聞のイ

ンタビューを受けたり

と意外に大きな反応が

あり、検診時の生活習

慣の注意、講義にも少

しは意義があると実感

しています。

　微力ながら、責務を

全うできるよう精進し

てまいりたいと思いま

す。

吉田 一則
（平野区支部）
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　第57回大阪市学校歯科保健研究大会は、平成29年２月16日(木)に大阪府歯科医師会館大
ホールにて開催されました。当日は日本学校歯科医会の丸山進一郎会長をはじめとする来賓
の方々にご臨席賜り、盛大に挙行することができました。第１部の表彰式では、大阪市良い
歯の学校幼稚園表彰と大阪市学校歯科医会表彰が行われましたが、全日本学校歯科保健優良
表彰校で文部科学大臣表彰を受賞した大阪ビジネスフロンティア高等学校に感謝状が授与さ
れた時は会場も一段と盛り上がりました。当日は来賓６名、学校歯科医85名、学校関係者
344名、その他７名の総数442名と過去最多の参加者で、２階席まで満席の盛況振りでした。
　第２部の学校保健協議会では鶴見区の推進事業研究発表が行われ、その後の質疑応答やシ
ンポジウムまで参加者には最後まで熱心に聴講していただけました。
　また、会場には平成28年度「歯・口の健康に
関する図画・ポスターコンクール」での入選作
品や、「歯・口の健康に関する標語コンクール」
の大阪市の代表作品が展示され、鶴見区で展開
された学校歯科保健活動の資料や、大阪ビジネ
スフロンティア高等学校が第80回全国学校歯科
保健大会で発表したポスターも展示されました。
第 一 部　表彰式
 司　　会 ： 大阪市学校歯科医会　専務理事　西　本　達　哉
開会の辞　大阪市学校歯科医会　副 会 長　西　川　　　肇
挨　　拶　大阪市教育委員会　教務部長　井　上　省　三
　　　　　大阪市学校歯科医会　会　　長　岡　本　卓　士
審査報告　大阪市教育委員会　係　　長　北　　　八重子

平成29年２月16日（木）大阪府歯科医師会館　大ホール

大阪市学校歯科保健研究大会
平成28年度（第57回）
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賞状授与
 （１）大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰（358校園）
　　　代表校　管理指導　 88 校園　城東幼稚園　養護教諭　関　野　宏　子
　　　　　　　保健管理　 24校園　木津中学校　校　　長　竹　村　弘　文
　　　　　　　保健活動　246校園　堀江小学校　教　　頭　永　原　哲　也
 （２）大阪市学校歯科医会表彰 
　　　第55回（平成28年度）全日本学校歯科保健優良校表彰　受賞校（4校園）
　　　文 部 科 学 大 臣 賞　　大阪ビジネスフロンティア高等学校　　教　　頭　　徳　重　　　悟
　　　日本学校歯科医会会長賞　　田 川 幼 稚 園　　養護教諭　　森　本　翔　子
　　　奨　　　 励 　　　賞　　西 船 場 小 学 校　　校　　長　　奧　村　基　治
　　　奨　　　 励 　　　賞　　中 島 中 学 校　　校　　長　　一　安　修　美
 （３）生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業
　　　鶴見区「歯・口の健康づくり推進事業」推進委員会への感謝状贈呈

　　　主幹校　みどり小学校　校　　長　宮　前　愼　一
来賓祝辞　日本学校歯科医会　会　長　丸　山　進一郎
　　　　　大阪府歯科医師会　会　長　太　田　謙　司
　　　　　大阪市学校保健会　会　長　茂　松　茂　人
第 二 部　学校歯科保健研究協議会
　　　　　鶴見区推進事業研究発表
発　　表　座　長　長居小学校　　校　　長　水　野　和　幸
　　　　　発表者　みどり小学校　校　　長　宮　前　愼　一
　　　　　　　　　みどり小学校　養護教諭　歌　門　里　佳
　　　　　　　　　茨 田 中 学 校　養護教諭　宮　本　幸　子
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※鶴見区の小学校・中学校の発表内容
○鶴見区の概要　　　　　　　　　○鶴見区の歯科保健の現状
○歯科保健活動といえば　　　　　○主題設定の理由
○研究を進めるにあたって
○小学校の取り組み
　実践報告　　　　　※歯・口の健康教室、あいうべ体操の実演と保健委員会 劇の上演
　活動を振り返って　※毎日クイズ、歯ッピィータイム、歯科医院への取材
　全校での取り組み　※歯垢染色で親子歯みがきテスト、歯ッピィーニュース発行
○中学校の取り組み
　有所見生徒の指導　※ ２年生の集団個別指導、ＣＯ・ＧＯ所見生徒の個別指導
　給食後の歯みがき週間
　ピアサポート活動による歯科保健活動　※ 生徒の言葉で呼び掛ける
○成果と課題

質疑応答　※会場参加者から出された２つの質問に対して、川上支部長と宮本先生が回答されました。
　①学校歯科医との連携について    　※今回の取り組みで苦労されたことや良かった事
　②中学校全学年「給食後の歯みがき週間」の時に流される「歯みがきソング」について

シンポジウム　※３名の助言者による指導講評が行われました。
　　　　　　大阪市小学校教育研究会保健部　副　 部 　長　北巽小学校　校長　菅　沼　貞　男
　　　　　　大阪市教育委員会事務局　学校保健担当　　　　　指導主事　松　永　かおり
　　　　　　大 阪 市 学 校 歯 科 医 会　　　　　　　　　　　　常務理事　林　　　昭　典

閉会の辞　大阪市学校歯科医会　副会長　井　手　成　信

　大阪市学校歯科保健研究大会における「生きる力をはぐくむ推進事業」の研究発表は平成
25年２月以来４年振りの開催になりました。鶴見区の発表は過去の福島区、淀川区、生野
区の３地区がされたのと同様に２年間に亘って全校で展開された学校歯科保健活動の様子が
具体的に分かりやすく報告され、参加された450名近い学校保健関係者にとっても大変参考
になる素晴らしい発表内容であったと思われます。
　大会終了後の慰労会にはこの推進事業の主催者である日本学校歯科医会の丸山進一郎会長
にもご臨席賜り、鶴見区の研究発表に対して「他団体は推進指定校の学校単位で実施されて
いる所が多いが、大阪市では鶴見区を推進
指定地区として、17校もの学校が連携を
とってこの推進事業を展開され成果を挙
げられたことには敬意を表したい。今後こ
の成果が鶴見区で継続されて子どもたち
の歯・口の健康づくりが実践されることを
願っています。」との指導講評をいただき
ました。
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■ 一般社団法人日本学校歯科医会　第91回　臨時総会 ■

　　日　時　　平成29年３月22日（水）午後１時30分～５時
　　場　所　　日本歯科医師会館　１Ｆ　大会議室
　　出席者　　代表会員（西  川  肇・井  手  成  信・西  本  達  哉）

１．開 会 の 辞  副 会 長　倉　治　ななえ

２．議事録署名人指名  岐 阜 県　林　　　時　晴
  鹿児島県　平　川　純　教

３．黙 祷  議　　長　山　口　勝　弘

４．挨 　 　 　 　 拶  会　　長　丸　山　進一郎

５．来 賓 挨 拶  文部科学省　課　　長　和　田　勝　行
  日歯会長　堀　　　憲　郎
６．会 長 表 彰
　　　※表彰者286名のうち42名の出席者を得て、表彰式が行われた。

７．報 告
　１）特別委員会報告
　　　①議事運営特別委員会  委 員 長　村　山　利　之
　　　②予算決算特別委員会  副委員長　中　原　則　光
　２）選挙管理委員会（会長予備選挙報告）  委 員 長　黒　岩　健太郎
　　　　※投票権利者124名中、投票総数は120名
　　　　　川本強候補（東京都）65票、丸山進一郎候補（東京都）54票で、次期会長には
　　　　　川本強候補が当選された。
　３）会　務　報　告  常務理事　橋　本　雅　範
　４）会 計 現 状 報 告  常務理事　髙　柴　重　幸
　５）各 委 員 会 報 告   各委員会担当常務理事
　６）中 間 監 査 報 告   筆頭監事　髙　瀨　厚太郎
　　　この後、５題の事前質問に対して執行部から回答がなされた。

８．議 事
　　第１号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　平成28年度補正予算 
　　第２号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　平成29年度事業計画
　　第３号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　平成29年度収支予算

９．協 議
　　公益社団法人に向けて

10．そ　　 の　　 他

11．閉　 会　 の　 辞 副 会 長　杉　原　瑛　治
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■ 一般社団法人日本学校歯科医会　第92回　定時総会 ■

開催日時　平成29年６月28日（水）午後１時30分～４時15分
開催場所　日本歯科医師会館　１Ｆ　大会議室

１．開 会 の 辞  副 会 長　倉　治　ななえ
２．議事録署名人指名  秋 田 県　藤　原　元　幸
 岡 山 県　藤　井　龍　平
３．黙 　 　 祷  議 　 長　山　口　勝　弘
４．挨 　 　 拶  会 　 長　丸　山　進一郎
５．来 賓 挨 拶  文部科学省　課長補佐　三　谷　卓　也
  日歯会長　堀　　　憲　郎
６．報　　　　　　告
　　１）特別委員会報告
　　　　①議事運営特別委員会  委 員 長　村　山　利　之
　　　　②予算決算特別委員会  委 員 長　小　嶋　　　憲
　　２）平成28年度事業報告  専務理事　藤　居　正　博
　　３）会務現況報告  常務理事　橋　本　雅　範
　　４）会計現況報告  常務理事　髙　柴　重　幸
　　５）各種委員会現況報告  各委員会担当常務理事
　　６）監査報告  監　　事　髙　瀨　厚太郎
　　７）その他
７．議　　　　　　事
　　第１号議案　平成28年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
　　第２号議案　役員改選の件
市学歯からの質問と要望事項
題　　目　加盟団体ボックスの活用と連携について  代表会員　井　手　成　信
要　　旨　現在、指定都市学校保健協議会前日歯科保健協議会に参加している10都市の学

校歯科医会の団体では共有するドロップボックスの資料倉庫を開設して運用す
ることが協議された。そこで、日本学校歯科医会が創設された「加盟団体ボッ
クス」は各学校歯科の団体が所有する教材や資料をどのくらい収納し、それら
のデータを加盟団体でどのように活用できるのかお聞きしたい。また、10の指
定都市間で創設することが決定した「指定都市共有資料室」とのリンクは考え
ておられるのかお聞きしたい。

題　　目　生きる力をはぐくむ推進事業への補助金について  代表会員　西　本　達　哉
要　　旨　全国の加盟団体で実施されている「生きる力をはぐくむ推進事業」は主幹校の
　　　　　学校単位で行われているのがほとんどであるが、大阪市では中核校を中心にし

た地区（区）単位で実施されている。平成27年・28年の推進事業は鶴見区の小・
中の17校で実施され、平成29年・30年は天王寺区の幼稚園～高校の17校で実施
される。そこで、大阪市のように地区単位の複数校で実施する本事業への補助
金の増額を要望する。

８．そ の 他
９．閉 会 の 辞  副 会 長　杉　原　瑛　治
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― 平成28年度　第３回　支部長会 ―

日　時　平成29年３月18（土）　午後１時30分～３時
場　所　大阪府歯科医師会館　第６会議室　　　 　

  司　会　専務理事　西　本　達　哉
開会のことば 副 会 長　西　川　　　肇
会 長 挨 拶 会　　長　岡　本　卓　士
会 務 報 告（10月16日～３月17日）  専務理事　西　本　達　哉
報 告 事 項
　１．第80回全国学校歯科保健研究大会  　副 会 長　長　崎　三　男
　２．平成28年度全国学校保健・安全研究大会／第66回全国学校歯科医協議会  常務理事　羽　生　卓　也
　３．指導者講習会「京都におけるフッ化物洗口について」  専務理事　西　本　達　哉
　４．会員研修会  常務理事　林　　　昭　典
　５．第57回大阪市学校歯科保健研究大会  副 会 長　西　川　　　肇
　６．新年互礼会並びに受賞祝賀会  副 会 長　長　崎　三　男
　７．大阪二学歯連絡協議会  副 会 長　井　手　成　信
　８．「幼稚園保護者教室」説明会  常務理事　林　　　昭　典
　９．日本学校歯科医会関連  会　　長　岡　本　卓　士
　　　・日本学校歯科医会丸山会長講演会
　　　・日本学校歯科医会会長予備選挙
　　　・加盟団体長会議
　10．大阪府学校歯科医会関連  会　　長　岡　本　卓　士
　　　・第59回大阪府学校歯科保健研究大会
　　　・大阪府学校歯科医会受賞祝賀会
　　　・大阪府立高等学校歯科医会創立60周年記念式典
　11．大阪市学校保健会第２回常任理事・理事会新年会  副 会 長　西　川　　　肇
　12．大阪府学校歯科連合会理事会  副 会 長　井　手　成　信
　13．平成29年度新任学校歯科医・基礎研修合同研修会  常務理事　林　　　昭　典
　14．大阪市立学校ＤＭＦＴ指数調査結果について  常務理事　羽　生　卓　也
　15．平成29・30年度「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」  専務理事　西　本　達　哉
　16．平成29年度社会見学会開催場所について  常務理事　川　上　　　力
　17．第68回指定都市学校保健協議会について（堺市にて開催）  会　　長　岡　本　卓　士
　18．大阪市教育委員会学校保健課所属歯科衛生士の交代  副 会 長　井　手　成　信
　19．小学校歯みがき大会大阪市内参加校について  副 会 長　長　崎　三　男
　20．６年生「歯・口の健康教室」欠席会員への執務依頼について  常務理事　羽　生　卓　也
　21．ＣＯ・ＧＯを多数検出される会員への対応  会　　長　岡　本　卓　士
　22．その他
質  疑  応  答
閉会のことば  副 会 長　井　手　成　信
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― 平成29年度　第１回　支部長会 ―

 司　会　専務理事　西　本　達　哉
開会のことば  副 会 長　西　川　　　肇

会 長 挨 拶  会　　長　岡　本　卓　士

会  務  報  告（３月18日～６月16日）  専務理事　西　本　達　哉

報  告  事  項
　１．平成28年度臨時総会  専務理事　西　本　達　哉

　２．日本学校歯科医会第91回臨時総会  副 会 長　井　手　成　信

　３．新任学校歯科医基礎研修合同研修会  常務理事　林　　　昭　典

　４．第68回指定都市学校保健協議会前日歯科保健協議会  副 会 長　西　川　　　肇

　５．第68回指定都市学校保健協議会  常務理事　羽　生　卓　也

　６．第56回全日本学校歯科保健優良校表彰選考会と説明会  副 会 長　長　崎　三　男

　７．社会見学会の開催について  常務理事　川　上　　　力

　８．会員研修会など学術関連の今後の予定について  常務理事　林　　　昭　典

　９．年間活動報告書の返送と集計結果について  副 会 長　西　川　　　肇

　10．検診器具と検診状況の集計結果について  常務理事　羽　生　卓　也

　11．執務記録簿の集計結果  会　　長　岡　本　卓　士

　12．中学校歯・口の健康づくり実施状況と集計結果  会　　長　岡　本　卓　士

　13．市学歯会報第173号の発行について  常務理事　美　島　達　平

　14．会員名簿の発行と支部会員の確認  常務理事　河　野　好　昭

　15．平成29・30年度「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」

　　　天王寺区での進捗状況について  専務理事　西　本　達　哉

　16．低学年歯みがき指導への不参加会員について  会　　長　岡　本　卓　士

　17．次回支部長会と指導者講習会の予告  専務理事　西　本　達　哉

閉会のことば  副 会 長　井　手　成　信

日　時　平成29年６月17日（土）　午後１時30分～３時
場　所　大阪府歯科医師会館　第６会議室 　　　　　
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― 平成28年度　臨時総会 ―

１．氏　 名　 点　 呼  常務理事　羽　生　卓　也

　　　会員数488名　出席22名　委任状362名　合計384名で総会は成立

２．開 会 の こ と ば  副 会 長　西　川　　　肇

３．会　 長 　挨 　拶  会　　長　岡　本　卓　士

４．議　 長　 選　 出  北 区 北　中　谷　　　勝

５．議事録署名人指名  阿倍野区　出　口　和　邦

  天王寺区　森　浦　弘　行

６．物故会員に黙祷

７．会　 務　 報　 告  専務理事　西　本　達　哉

８．議　　　　　　案

　第１号議案　一般社団法人 大阪市学校歯科医会　平成29年度 事業計画案承認の件

　議長は発言し、議案の提案理由について専務理事に説明を求め、専務理事

は平成29年度事業計画案について説明を行った。全員異議なくこれを承認し

た。

　第２号議案　一般社団法人 大阪市学校歯科医会　平成29年度 歳入出予算案承認の件

　議長は発言し、議案の提案理由について会計担当常務理事に説明を求め、

会計担当常務理事は平成29度歳入歳出予算案について説明を行った。全員異

議なくこれを承認した。

　質 疑 応 答　特になし

　そ　の　他　　大阪市教育委員会学校保健担当の北八重子係長が、平成11年に市教委所属

の歯科衛生士として就任して以来、平成29年３月に定年退職されるにあたり、

ご挨拶に来られました。

10．閉 会 の こ と ば  副 会 長　井　手　成　信

日　時　平成29年３月30日（木）　午後２時～
場　所　大阪府歯科医師会館　第６会議室 　
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― 平成29年度　通常総会 ―

　　　　　　　　　日　時　平成29年６月29日（木）   午後２時～
　　　　　　　　　場　所　大阪府歯科医師会館　第６会議室

　１．氏 名 点 呼  常務理事　羽　生　卓　也
　　会員総数488名中　出席会員30名　委任状368名　合計398名で総会は成立

　２．開 会 の こ と ば  副 会 長　西　川　　　肇
　３．会 長 挨 拶  会　　長　岡　本　卓　士
　４．来 賓 挨 拶  大阪市教育委員会　眞　野　麻　美
　５．議 長 選 出  北 区 北　中　谷　　　勝
　６．議事録署名人指名 阿倍野区　出　口　和　邦
  中央区東　柴　田　啓　子
　７．物 故 会 員 に 黙 祷
　８．会 務 報 告  専務理事　西　本　達　哉
　９．議 案
　　第１号議案　

一般社団法人大阪市学校歯科医会　平成28年度事業報告の承認を求める件
　議長は発言し、議案の提案理由について専務理事に説明を求めた。専務理事は平
成28年度事業報告について説明を行なった。全員異議なくこれを承認した。

　　第２号議案　
一般社団法人大阪市学校歯科医会　平成28年度歳入歳出決算の承認を求める件
　議長は発言し、議案の提案理由について会計担当常務理事に説明を求め、会計担
当常務理事は平成28年度歳入歳出決算について説明を行ない、ついで監事が監査報
告を行なった。全員異議なくこれを承認した。

　　第３号議案　
一般社団法人大阪市学校歯科医会　平成29・30年度理事及び監事の選出の件
　議長は発言し、提案理由を専務理事に求めた。専務理事は慣例に従って選考委員
制を取ることを説明し、議長に取り計らいを依頼した。全員異議なくこれを承認し
た。５名の選考委員が指名され、会長もオブザーバーとして参加のため、共に退出
した。選考委員長より平成29・30年度の理事が発表された。全員異議なくこれを承
認した。 
　ついで議長は監事の選出について提案理由を専務理事に求めた。専務理事は提案
理由を説明し、2名以内の監事の選出を求めた。選考委員長より平成29・30年度の
監事が発表され、全員異議なくこれを承認した。

　　質 疑 応 答　特になし
  副 会 長　井　手　成　信 10．閉 会 の こ と ば
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　幼稚園の園医の先生方を対象にした「幼稚園保護者教室の説明会」が３月11日にホテル
アウィーナ大阪で開催されました。平成17年に幼稚園の保護者教室の講師を理事派遣型か
ら園医の先生方に移行した際に同じ研修会を開催しましたので、今回は３回目の幼稚園保護
者教室の説明会になりました。当日は大阪市立幼稚園を担当する58名の先生の内、35名の
園医の先生方に最後まで熱心に聴講していただきました。説明会では７名の講師陣による幼
稚園における歯科保健指導のさまざまな情報提供が行われ、参加者に配布された「幼稚園保
護者教室講話用ファイル」のスライド紹介も行われました。
日　　時　平成29年３月11日（土）　午後３時～５時
場　　所　ホテルアウィーナ大阪　３階　二上の間
演　　題　幼稚園保護者教室の講師をしていただくために
参　　加　大阪市立幼稚園の園医35名　市学歯役員13名　その他３名
研修内容
　①幼稚園保護者教室の実施状況と幼稚園での検診について
 大阪市学校歯科医会　会　　長　岡　本　卓　士

　全日本優良校表彰で高い評価をもらっている大阪市立幼稚園の様子（１）や近年の
保護者教室の開催状況（２）が紹介されました。そして、保護者教室を開催するまで
の段取りを説明し、保護者教室への積極的な参加を依頼しました。

 大阪市教育委員会　係　　長　平　中　早　苗
平成30年度から幼児健康診断票が改訂され、ＣＯや歯肉炎の診断項目が幼稚園での
歯科検診に追加されることが説明されました。

　②大阪市立幼稚園における歯科保健指導の現状紹介　　　
 大阪市立東小橋幼稚園　養護教諭　小　中　みずほ
 園　　医　畠　平　剛　志

　平成28年度の全日本優良校表彰で日本学校歯科医会会長表彰を受賞された東小橋
幼稚園の小中みずほ先生から、第80回全国学校歯科保健研究大会の領域別協議会の

大阪市学校歯科医会　幼稚園保護者教室説明会
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幼稚園部門で発表された同幼稚園での保健指導の様子が紹介されました。また、同園
の園歯科医の畠平剛志先生からは大阪市の歯科衛生士派遣制度を使って東成区で行わ
れている歯みがき指導が紹介されました。

　③保護者教室を実施された先生の体験談
 大阪市立味原幼稚園　園　　医　岩　本　　　治
 大阪市立北中道幼稚園　園　　医　天　上　吉　隆

　味原幼稚園の岩本先生からは、パワーポイントスライド編集をして、幼稚園保護者
教室の講師を務められた様子が紹介され、北中道幼稚園の天上先生からは、保護者か
らの質問に回答する質疑応答形式の保護者教室を開催された様子が紹介されました。

　④幼稚園保護者教室向けの講演の実演
 大阪市学校歯科医会　常務理事　林　　　昭　典

　12年前に作成配布した初版に続いて今回の研修会に備えて作製された「幼稚園保
護者教室講話用ファイル新版」を上映して講話で使用できるスライドの紹介を行いま
した。このファイルにはむし歯予防編（61枚）歯並び咀嚼編（74枚）歯・口の食育
講話編（46枚）の３編に総計181枚のスライドが収納されており、保護者への健康
教育に役立つ内容になっております。

　※この「幼稚園保護者教室講話用ファイル新版」は幼稚園園医の先生方だけでなく、大阪
市学校歯科医会役員や支部長にも配布しておりますので、ご利用ください。

参考資料
（１）大阪市立幼稚園の全日本優良校表彰での受賞記録

文部科学大臣表彰　　　　　　　　　 日本学校歯科医会　会長表彰
・平成21年　長吉幼稚園　　　　　　 ・平成22年　菅南幼稚園
・平成25年　海老江西幼稚園　　　 　・平成23年　中大江幼稚園

・平成26年　靭幼稚園
・平成27年　東小橋幼稚園
・平成28年　田川幼稚園

（２）平成24年～28年までの５年間の幼稚園歯みがき指導と保護者教室の開催状況
　　　　　　　　　 歯みがき指導　　保護者教室　　園医の先生が講話

・平成24年　　　31園　　　　　16園　　　　　　 ６ 園
・平成25年　　　32園　　　　　24園　　　　　　 ９ 園
・平成26年　　　28園　　　　　19園　　　　　　 ６ 園
・平成27年　　　29園　　　　　27園　　　　　　10園
・平成28年　　　29園　　　　　27園　　　　　　10園
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　上記研修会は、例年通りに日学歯の基礎研修会の課程を修了できるように合同研修会の
形式にして下記の通りに開催されました。当日は、市教委から学校保健課の曽我部係長と
西木指導主事のお二人に参加頂き、市学歯からは日学歯の生涯研修制度の専門研修を受講
した４名の学術担当理事が担当して講演が行なわれました。
　講演した４名の理事は去年と同じ項目を担当しましたが、より充実した内容になるよう
検討して研修会に臨みました。
　参加された20名の先生方には最後まで熱心に受講して頂き、質疑応答では検診や中学校
での保健指導に対する質問が出されました。
　最後に受講者を代表して、北区の石田憲嗣先生に受講修了書が手渡されて研修会は終了
しました。

日　　時　　平成29年４月13日（木）午後２時～５時30分
場　　所　　大阪府歯科医師会館　第６会議室
受 講 者　　平成29年度から大阪市立学校の学校歯科医に就任した20名の先生方
日　　程 司　会　専務理事　西　本　達　哉
　１．開  会  の  辞 副 会 長　西　川　　　肇
　２．会  長  挨  拶 会　　長　岡　本　卓　士
　３．大阪市教育委員会挨拶 大阪市教育委員会　係　　長　曽我部　しのぶ
　４．大阪市教育委員会紹介
　５．新入会員自己紹介　市学歯役員紹介
　６．研修会資料の確認と紹介 専務理事　西　本　達　哉
　７．研　　　　修
　　　① 学校保健安全法　学校歯科医の法的身分について
 大阪市教育委員会　係　　長　曽我部　しのぶ

　平成23年から施行された学校安全法など学校歯科の法律関連の解説をされた。
　　　② 日本スポーツ振興センター法　学校医療券について
 大阪市教育委員会　指導主事　西　木　澄　江

　学校内での外傷による障害見舞金と学校医療券の取扱いについて解説された。
養護教員会の会長でもあった西木指導主事は、学校歯科医の積極的な保健教育へ
の参加を要望された。

　　　③ 学校歯科保健の目的と意義
 大阪市学校歯科医会　常務理事　川　上　　　力

　学校歯科保健の目標とそれを実現するための学校歯科医の職務や学校保健関係
者との組織活動を解説した。また、最近の検診トラブルの事例も紹介した。

　　　④ 学校歯科保健の活動内容とホームページの活用について
 大阪市学校歯科医会　理　　事　柳　田　和　彦

　保健教育の概念と校種別の指導目標を説明し、保健指導に必要な教材や大阪市
における具体的な保健教育の実例を紹介した。市学歯ホームページの資料ダウン
ロードコーナーの活用も解説した。

平成29年度　新任学校歯科医　基礎研修会　合同研修会
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新任学校歯科医の就任にあたって

　　　⑤ 定期健康診断での診査方法と注意事項について
 大阪市学校歯科医会　理　　事　上　田　裕　彦

　健康診断の意義や目的、診査方法とその注意事項について解説した。特に照明
や器具・手指消毒、事後措置について詳細に解説した。

　　　⑥ 学校歯科検診の診断基準について
 大阪市学校歯科医会　理　　事　普光江　　　暁

　学校検診の流れにそって診査項目別の診断基準を詳細に解説
した。また就学時検診や臨時健康診断についても説明した。

　８．質  疑  応  答
　９．学術部　管理部　会計部　広報部　福祉部からのお知らせ
　10．修了書の授与
　11．閉  会  の  辞 副 会 長　井　手　成　信

　今年度より、此花区高見小学校の学校歯
科医に就任させて頂くことになりました立
花薫と申します。私の出身地区ではありま
せんのでより地元に密着した活動ができる
機会を頂きましたことに感謝致します。
　また、新任学校歯科医研修会に参加させ
て頂き、学校保健活動や歯科検診だけでな

く、学校保健教育の重要性をご教授頂きま
した。より地域社会に貢献していけるよう
精進して参る所存です。
　今後とも諸先輩方のご指導並びにご鞭撻
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

立花　薫
（此花区支部）
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　今年度より中大江幼稚園の園医を拝命致
しました近藤逸亮と申します。
　今まで何人かから話を聴いたり見たりし
た印象では、校医は楽だということでした。
　ところが今回、二度に亘る研修講習（３
月11日の幼稚園保護者教室説明会も）を
受けて、その印象は立ちどころに消え去り
ました。一部の人の為にその全体像を誤っ
て捉えていたようです。
　通常の診療での治療と違い、検診方法の

違いや、その困難さを知らされました。検
診のみならず、ブラッシング指導や食育
等々、校園医の多岐に及ぶ業務の煩雑さに
身の引き締まる思いです。
　学校歯科医会の名に恥じないように、又、
園児の口腔環境改善の為に、鋭意努力致し
たいと思います。
　ご指導ご鞭撻、よろしくお願い申し上げ
ます。

近藤　逸亮
（中央区東支部）

　今年度より、平野区瓜破西中学校の学校
歯科医に就任させて頂くことになりまし
た、砂田和久と申します。
　今回、新任学校歯科医基礎研修合同研修
会に参加させて頂きまして、今までの臨床
医としてだけでなく、教育者の一面をもつ
歯科医師として地域保健活動に携わってい

くことを実感し、その責任を感じておりま
す。
　研修会で先生方にご教示頂いた教えを基
に地域保健活動に貢献できるよう精進して
参りたいと思います。
　今後とも諸先輩先生方のご指導・ご鞭撻
のほどよろしくお願い致します。

砂田　和久
（平野区支部）

　この度、藤森俊彦先生のご勇退を受け、
新巽中学校の学校歯科医に就任致しまし
た。生まれ育った生野区巽の地で開業し、
大阪府歯科医師会に入会して30年目の遅
き就任です。
　新任学校歯科医研修会を受講し、学校歯
科医会という新たなフィールドの一端を見
させて頂き、感心致した所存です。「学校

歯科医は、医師であると同時に教育者であ
る。」とのご教示に、改めて背筋が伸びた
次第です。還暦近くになりましたが、学校
保健、健康教育へ直接関われる事に感謝す
ると同時に責任感を新たに致しました。
　今後は、どうかご厚誼の上、ご指導、ご
鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

康　祐國
（生野区支部）
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平成29年度　新任学校歯科医　平成28年度　退任学校歯科医

敬称略

新任学校歯科医 支部・校園名 退任学校歯科医

石　田　憲　司 北   ・   北 滝 川 幼 稚 園 岡　田　修　二

巌　　　恭　輔 福 島 下 福 島 中 学 校 髙　瀬　浩　司

立　花　　　薫 此 花 高 見 小 学 校 上　野　幸　男

近　藤　逸　亮 中央・東 中 大 江 幼 稚 園 藤　井　　　清

伊　藤　友　秀 中央・東 開 平 小 学 校 井　上　勝　彦

太　田　篤　志 中央・南 上 町 中 学 校 村　田　準　吉

渡　邉　　　岳 大 正 小 林 小 学 校 京　極　要　二

新　開　　　明 浪 速
日本橋小中一貫校浪速小学校
日本橋小学校＋恵美小学校＋日東小学校統合
※平成29年４月開校

橋　本　正　行

玉　利　秀　樹 淀 川 宮 原 中 学 校 玉　利　行　夫

田　中　浩　太 生 野 東 桃 谷 小 学 校 松　井　　　昇

新　井　祥　弘 生 野 北 巽 小 学 校 谷　村　隆　文

中　野　宏　治 生 野 西 生 野 小 学 校 中　野　　　務

康　　　祐　國 生 野 新 巽 中 学 校 藤　森　俊　彦

緒　方　維　教 阿 倍 野 常 盤 小 学 校 緒　方　惟　幸

宮　本　博　文 阿 倍 野 長 池 小 学 校 福　地　康　宏

浅　井　良　英 阿 倍 野 晴 明 丘 南 小 学 校 森　内　　　徹

山　崎　徹　也 阿 倍 野 阿 倍 野 中 学 校 坂　本　寿美枝

長　尾　　　優 住 吉 清 水 丘 小 学 校 中　川　正　男

岡　部　博　一 住 吉 東 我 孫 子 中 学 校 久保野　　　尚

砂　田　和　久 平 野 瓜 破 西 中 学 校 砂　田　直　子

藤　代　　　智 西 成 天 下 茶 屋 中 学 校 石　原　　　宏

吉　田　政　聖 西 成 いまみや小中一貫校今宮中学校 木　下　善次郎
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第68回　指定都市学校保健協議会　前日歯科保健協議会

　平成28年度の指定都市前日歯科保健協議会
は堺市学校歯科医会の主催で５月20日（土）
にホテル・アゴーラリージェンシー堺で開催
されました。会場には10の指定都市の学校歯
科関係者65名が参集して、数多くの協議題に
対して熱心な討議が展開されました。大阪市
からは岡本会長以下７名の役員が参加して、
各都市からの協議題に対して大阪市の対応策等を回答しました。また、他都市からは検診器
具の滅菌配布やオートクレーブの全校設置など貴重な意見を聞くことができましたので、大
阪市でも活かしていきたいと思います。

　　　　　　日　時　平成29年５月20日（土）　午後４時～午後６時　　　 　
　　　　　　場　所　ホテル・アゴーラリージェンシー堺　３階　ガーデンコート

司　会　堺 市 学 校 歯 科 医 会　専 務 理 事　永　橋　理　宏
座　長　堺 市 学 校 歯 科 医 会　副 会 長　富　田　康　則
副座長　名古屋市学校歯科医会　副 会 長　向　田　吉　範

１．開会の辞 堺 市 学 校 歯 科 医 会　副 会 長　加須屋　雅　韶
２．開催都市代表者挨拶 堺 市 学 校 歯 科 医 会　会 長　深　野　英　一
３．来賓紹介 日 本 学 校 歯 科 医 会　専 務 理 事　藤　居　正　博
４．座長・副座長の選出
５．出席者紹介　　合計65名
　　　　札幌市：３名　　横浜市：７名　　相模原市：２名　　名古屋市：７名　　大阪市：７名
　　　　神戸市：６名　　岡山市：５名　　北九州市：５名　　福 岡 市：６名　　堺　市：17名
６．各都市の事業報告
　　※ 大阪市の事業報告は西本達哉専務が、当日資料として配布した市学歯会報と２月大会

冊子を使用して市学歯が開催した平成28年度の数多くの事業について詳細に報告し
ました。

７．各都市からの協議題
札 幌 市： 指導用教材等の共用の具体的方法と著作権等の諸問題について
　　　　： 今後の協議の進め方（協議時間の不足により毎回多数の協議題を中途半端なまま

積み残している実態の改善策）について
　　　　： 各都市におけるフッ化物洗口について
横 浜 市： 各都市における児童虐待について
　　　　： 学校歯科医のなり手（複数校）について
　　　　： 健診レベルのばらつきについて
　　　　： 学校歯科医の推薦基準や研修会、知識向上のために課していることについて
　　　　： 養護教諭や他の学校医との関係を向上していく方法について
名古屋市： ネグレクトに関して実際に現場で遭遇したケースがあればその対応について
岡 山 市： 学校健診等での手指、機材の衛生管理の管理基準等について
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神 戸 市： 学校歯科医の任期有無や任期更新時に課している必要条件等について
　　　　： 各区や支部レベルで養護教諭をはじめとする学校現場との情報交換・意見交換す

る機会の設定について
　　　　： 各都市におけるダブルミラー法（歯科健診）の普及率について
　　　　： ダブルミラー法の普及率を上げる為の工夫等（健診の体制）について
　　　　： 健診時における児童のプライバシーの保護（新たな試み等）について
大阪市学校歯科医会から提出した協議題の主旨説明は下記の通りです
①パワーポイントスライドなどの共有するデータの資料倉庫について
　 　この協議会に参加する指定都市で「前日歯科保健協議会資料倉庫」（仮称）のようなド

ロップボックスを創設して「各団体が所有する歯科保健教材用のパワーポイントスライド
等の資料を共有できないものか」と去年の本協議会で提案した。その資料倉庫を稼働させ
るための具体的な方策や問題点を協議したい。また、日学歯が開設する予定の「加盟団体
ボックス」との連携も協議したい。
②専門研修受講修了者の現状とその人材の活用について
　 　大阪市では５名の理事がこの専門研修に参加して受講修了者となり、現在２名の理事が

受講中である。大阪市ではこの受講修了した理事が講師となって新任学校歯科医を対象に
した生涯研修制度の基礎研修会を開催しているが、専門研修で受講したグレードの高い研
修内容を一般会員にも伝達する方策がないものか模索中である。他団体のこの専門研修の
受講状況と活用方法をお聞きしたい。
③平成30年度の浜松市での本協議会の開催について
　 　来年度の浜松市は本協議会に参加していないので、去年の静岡市で大阪市が代行主催し

たのと同じ状況になっている。しかし、浜松市歯科医師会の学校歯科担当の藤田理事から
大阪市に連絡が入り相談した結果、浜松市での本協議会と懇親会を開催するホテルの会場
の設営は承諾してくれた。そして、協議会の運営は名古屋市学校歯科医会が代行主催をし
てくれる事になったが、平成31年度の新潟市での本協議会も代行主催になるので、それ
をどのように開催するのか協議をお願いしたい。

８．指 導 講 評　　 日 本 学 校 歯 科 医 会 　専務理事　藤　居　正　博
　協議会で検討された内容について日学歯の見解を述べられました。専門研修はまだ始まっ
たばかりでしっかり研修してほしい。基礎研修会は７年間有効でその後には１時間半ほどの
更新研修を予定している。今年の国家試験には発達段階に応じた歯科保健の問題が出題され
た。基礎研修会のテキストなど日学歯の所有する資料を各大学へ送付した。
９．次期代行都市挨拶 名古屋市学校歯科医会　会　　長　高　村　秀　平
　　閉 会 の 辞 堺 市 学 校 歯 科 医 会　副 会 長　高　安　史　仁

　協議会終了後４階のダイヤモンドルームにて懇親会が開催され、深野英一会長と藤居正博
専務理事の挨拶の後、歓談に移りました。会場では年に一度会えるメンバーが学校歯科保健
に対する熱い思いを語りあうなど活発な意見や情報交換が行われました。また、懇親会中に
平成31年の新潟市での本協議会を開催す
る都市を交渉した結果、横浜市歯科医師
会が代行主催することを引き受けて下さ
り、その旨発表されました。こうして前
日歯科保健協議会は２年連続して代行主
催する都市が決まり、その後の平成32年
の岡山市まで継続して開催されることが
確定して大いに盛り上がりました。

10．
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第68回　指定都市学校保健協議会

 １．主　　　催　堺市学校保健会　堺市教育委員会
 ２．共　　　催　公益社団法人　日本学校保健会
 ３．後　　　援　文部科学省
 ４．日　　　時　平成29年５月21日（日）午前９時～午後４時30分
 ５．会　　　場　ホテル・アゴーラリージェンシー堺

＜全 体 協 議 会＞ロイヤルホール　
＜課題別協議会＞第１分科会　（健康教育）　ロイヤルホール　
　　　　　　　　第２分科会　（保健管理）　利休①　
　　　　　　　　第３分科会　（心の健康）　利休②
　　　　　　　　第４分科会　（地域保健）　春慶　　

 ６．参　　　加　市学歯の役員18名と一般会員13名の総勢31名が参加しました
 ７．主　　　題　子どもの豊かな心と健やかな体の育成をめざした学校保健活動の推進
 ８．開　会　式　（１）開 会 の 辞 堺市学校保健会副会長
　　　　　　　　（２）国 歌 斉 唱
　　　　　　　　（３）開催市挨拶 堺市長
　　　　　　　　（４）主催者挨拶 堺市学校保健会会長
 堺市教育長
　　　　　　　　（５）来 賓 挨 拶 公益社団法人　日本学校保健会会長
　　　　　　　　（６）閉 会 の 辞 堺市学校保健会副会長
 ９．全体協議会　（１）第67回協議会事後処理について　静岡市
　　　　　　　　（２）第68回協議会運営方法について　堺市
　　　　　　　　（３）次期開催都市の決定・挨拶　浜松市
10．記 念 講 演　演　題　根拠のない自信を信じろ！　～根拠はおのずとついてくる～
　　　　　　　　講　師　元ラクビ―日本代表　　大畑　大介　氏
11．ランチョンセミナー　演　題　子どもの生が輝く眠育　～堺市三原台中学校区の取組～

講　師　熊本大学医学部　名誉教授　三池　輝久　氏
　　　　堺市立三原台中学校　教諭　木田　哲生　氏

12．課題別協議会　各分科会における学校歯科関連の口頭発表
　　第１分科会　さいたま市大宮南小学校　教諭　大森　多恵子
　　　　　　　　学校と家庭・地域が一体となった健康教育の推進
　　第２分科会　大阪市立南小学校　指導養護教諭　中野　美幸
　　　　　　　　国際色豊かな学校における保健管理
　　　　　　　　～基本的な生活習慣の確立と自己肯定感を高めるための取組～
　　第４分科会　北九州市歯科医師会　学校保健委員会　伊藤　宏之　板屋　隆
　　　　　　　　学校保健調査から見えてきた事とその対応について
　　　　　　　　～う歯の変遷と健康格差～
13．閉　会　式
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常務理事　羽生　卓也
第68回　指定都市学校保健協議会に参加して

　平成29年5月21日(日)、堺市学校保健
会、堺市教育委員会主催の下、堺市のホテ
ル・アゴーラリージェンシー堺に於いて｢子
どもの豊かな心と健やかな体の育成をめざ
した学校保健活動の推進｣ をテーマに開催
された本協議会は、開会式の後、午前中は
全体協議会と記念講演、午後からはラン
チョンセミナーと課題別協議会が各々行わ
れました。全体協議会では前回協議会の事
後処理と今回協議会の運営方法、そして次
回協議会開催について説明がありました。
記念講演は元ラグビー日本代表選手の大畑
大介氏を講師に迎えて「根拠のない自信を
信じろ！　～根拠はおのずとついてくる
～」という演題で行われ、氏の貴重な経験
談を聴くことができました。ラグビー選手
だった父親の影響を受け、自身もラグビー
を始めたのは自然の成り行きとも言えます
が、比較的小柄な体格だった事もあり、幾
つもの壁に阻まれます。しかし持ち前の俊
足と負けん気と、ちょっぴり目立ちたがり
な性格を活かして困難を乗り越え、W杯に
出場するまでになりました。ハンディを自
覚したうえで自分の長所を知り、それを伸
ばして短所をカバーする。とても理に適っ
た考え方だと思います。
　ランチョンセミナーでは ｢子どもの生が
輝く眠育　～堺市立三原台中学校区の取組
～｣ と題して同校教諭の木田哲生氏と熊本
大学医学部名誉教授の三池輝久氏が共同で
講演をされました。私にとっては耳慣れな
い眠育という分野について初めて知り、大
変勉強になりました。不登校児問題の背景
には睡眠障害が関係しているというので
す。朝、起きられなければ学校へ行きたく
ても行けなくなります。体内時計のズレや
混乱に伴う睡眠障害は本人の意思とは関係
なく社会生活が送れなくなる怖い病気なの
です。治療法は児童・生徒には夜更かしを
絶対させず、体内時計のリセットを図るこ
とだそうです。演者は話の結びとして、医
療を採り入れた教育は子どもたちを救うと
言っておられましたが、決して大仰ではな
いと感じました。是非、今後も研究を続け
て頂きたいと思います。
　さて、課題別協議会は４つの小会場に分
かれて行われ、私が聴講した第３分科会で

は ｢心の健康｣ として ｢子どもの豊かな心
を育てるための組織体制や支援のあり方｣
について研究協議がなされました。5名の
先生方が研究発表と提言をされましたが、
それぞれ「子どもの豊かな心の育成」の為
に①「アンケートから子どもたちの飲酒・
喫煙・薬物に対する意識を探り、実態に応
じた健康教育を施すべき」②「大規模災害
発生時に学校に於ける対応拠点としての保
健室の物心両面に亘る機能強化を図るべ
き」③「子どもたちの心身の健康を害する
現代の不適切な食事を改め、特に心の健康
に最も重要な影響を及ぼす食育について周
知すべき」④「子どもたちの自己有用感・
自尊感情を高めることによって、意欲的な
精神を醸成し、自らの健康の保持増進につ
いて自ら考え、行動させるべき」⑤「心理
的に問題を抱える子どもたちのいわゆる学
校適応感をアンケートで調べ、問題解決と
発達促進を目指し、子どもたちの援助をす
べき」といった意見を自身の研究成果を基
に述べられました。最後に先生方の提言に
沿う形でプール学院大教授の永井利三郎先
生が、その指導講評の中で述べられた幾つ
かのご意見、「両親の喫煙が元で、その子
どもたちからニコチンの成分が検出されて
いる。ニコチンは体重減少の他、発達障害
の原因にもなっている。」｢子どもたちの食
事バランスや食事内容はやはり悪くなって
いるのかなと思う。特に妊娠中の母親の栄
養状況、睡眠時間、ストレス等全てが子ど
もの生活行動に影響を与えると言われてい
る。｣ ｢大人が他人に接する、その時の態度
や話し方等は、その子が他人に関わる時の
手本であり、経験の代わりにさえなってい
ると思う。親が他人と良い人間関係を作る
事は、子どもの心を育てるのに大切なこと
である。｣ といった事は、我々大人が自分
たちの生活の中で知らないうちに子どもた
ちの心身の発達に大きな影響を与えている
という事の示唆であります。この分科会で
は子どもたちの保健教育において、子ども
たちの心身の健康と発達のレベルを左右す
る要素は学校での保健教育のみならず、家
庭や地域のそれも重要なファクターである
事を当然の事ながら改めて認識させて頂き
ました。
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１．浪速区学校歯科医会　学校歯科医と養護教諭の懇談会
　　日　　時　平成29年２月９日（木）　午後２時～４時
　　演　　題　子ども虐待と歯科の関わり
　　講　　師　立葉幼稚園　園医　眞弓孝弘先生
　　参 加 者　学校歯科医　教職員　　　　24名
　　講演内容　１．子ども虐待の現状
　　　　　　　２．子ども虐待と歯科保健
　　　　　　　３．子ども虐待における歯科の役割

２．第22回　城東区学校歯科医会　学校歯科医と養護教諭の合同研修会
　　日　　時　平成29年２月23日（木）　午後２時～４時
　　場　　所　城東区民センター　４階　大会議室２
　　演　　題　城東区　食育の取組　～学校給食から育む子どもの未来～
　　講　　師　大阪市立諏訪小学校　栄養教諭　風下亜希子先生　
　　参 加 者　学校歯科医　学校関係者　38名
　　講演内容　城東区の６校の小学校に配置されている栄養教諭の取組
　　　　　１．きゅうしょくだより（児童向け）・食のたより（保護者向け）の発行
　　　　　２．献立表・きゅうしょくカレンダーの配布　　　
　　　　　３．栄養教育推進事業　　　
　　　　　４．学校給食試食会における保護者啓発と幼小連携　　
　　　　　５．城東区食育連絡会議や城東まつり・食育まつりへの参画・情報交換

３．平成28年度　生野区支部会員研修会
　　日　　時　平成29年３月25日（土）　午後４時～５時
　　場　　所　リーガロイヤルホテル　６階　扇の間
　　演　　題　学校検診時におけるトラブルとそのリスク回避
　　講　　師　大阪市学校歯科医会　常務理事　川上　力
　　参 加 者　生野区支部会員　20名
　　講演内容　事故に学ぶインシデント、市学歯の事件簿、ヒューマンエラーと予防策
　　　　　　　ＣＯとＣＯ要相談とスクリーニング、組織事故の「スイスチーズモデル」
　　　　　　　鶴見区の推進事業の概要、学校歯科検診のリスク

４．東住吉学校歯科医会　会員研修会
　　日　　時　平成29年３月25日（土）　午後３時15分～４時15分
　　場　　所　東住吉区歯科医師会館
　　演　　題　歯科医師会会員向け歯科研修プログラム
　　講　　師　大阪市学校歯科医会　専務理事　西本達哉
　　参 加 者　東住吉区歯科医師会会員　50名
　　講演内容　市学歯の現状を紹介してから、新任研修会で行っているう蝕、歯肉炎の判

定テストを受けて頂いた。検診の意義やＣＯ・ＧＯの導入の背景、診査の
信頼性を向上させる方法や、検診項目を流れに沿って解説した。市学歯の
会員に送付した検診パネルも当日資料として使った。

支部会員研修会報告書
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５．城東区学校歯科医会　会員研修会
　　日　　時　平成29年４月22日（土）　午後６時～７時
　　場　　所　ホテルアウィーナ大阪
　　演　　題　大阪市学校歯科医会の最新情報
　　講　　師　大阪市学校歯科医会　会長　岡本卓士
　　参 加 者　城東区学校歯科医会会員　17名
　　講演内容　①　城東区の学校歯科保健の現状
　　　　　　　②　ＯＢＦ高校の文部科学大臣表彰と推進事業
　　　　　　　③　平成28年度の市学歯の事業紹介
　　　　　　　④　平成28年度の健康診断基準の改正点について
　　　　　　　⑤　市学歯の事件簿

６．港区支部会員研修会
　　日　　時　平成29年６月３日（土）　午後３時45分～午後４時45分
　　場　　所　弁天町ＯＲＣ２００生涯学習センター　クラフトルーム
　　演　　題　ＣＯ・ＣＯ要相談の診断基準と市学歯の事件簿
　　講　　師　大阪市学校歯科医会　専務理事　西本達哉
　　参 加 者　港区支部会員　11名
　　講演内容　①　市学歯の事業紹介
　　　　　　　②　う蝕判定基準、ＣＯの判定
　　　　　　　③　学校での健康診断はスクリーニング
　　　　　　　④　「学校歯科医の活動指針」の改訂
　　　　　　　⑤　平成28年度年間活動報告書
　　　　　　　⑥　市学歯の事件簿
　　　　　　　⑦　日学歯学術委員会

７．阿倍野区学校歯科医会　会員研修会
　　日　　時　　平成29年６月15日（木）　午後６時30分～午後７時00分
　　場　　所　　はりまや北畠店
　　演　　題　　フッ素の応用と危険性
　　講　　師　　河村泰治先生（大阪市立工芸高校　学校歯科医）
　　参 加 者　　阿倍野区支部会員　17名
　　講演内容　生活とフッ素、フッ素とフッ化物、
　　　　　　　フッ化物によるむし歯予防
　　　　　　　フッ化物の種類と濃度の計算法　
　　　　　　　フッ化物入り歯みがき剤の使用方法
　　　　　　　フッ化水素酸による事故　　
　　　　　　　フッ化物予防を否定する文献
　　　　　　　斑状歯について　
　　　　　　　フッ素の急性中毒量と致死量　　
　　　　　　　事故の対処方法
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平成28年度　歯科検診状況集計結果
　会員の皆様から返送された年間活動報告書を基に、検診器具・照明・記録者・１日の検
診人数・１時間の検診人数などを集計し、大阪市での検診状況を分析しました。
　ダブルミラーの実施率は80％という結果で、去年の71，５％の実施率から増加しまし
た。校種別では高等学校が92％と一番高く、次に中学校の87％、小学校の79％の順番で
した。他の指定都市との情報交換によると隣の堺市はダブルミラー 100％の実施率です
ので、大阪市も完全実施を目指したいと思います。
　照明は白熱灯が57％と半分以上の学校で使用されており、ハロゲン灯は去年の54校か
ら81校に増加しましたが20％の普及率でした。また、ペンライトやヘッドランプと併
用する学校が増えて、ペンライトは去年の77校から129校へ、ヘッドランプも62校から
106校へと増加しました。ＬＥＤは17％の普及率でした。
　記録者は養護教諭が76％ですが、校数は去年と同じ308校でした。歯科衛生士は24％
の99校と去年とほぼ同じですが、担任は54校から67校へと増加しました。
　１日の検診人数は、幼稚園は０人～ 100人が一番多く86％で、小学校は101人～ 200
人が一番多く46％、中学校も同じく101人～ 200人が一番多く39％でした。高校は401
人以上が一番多く44％でした。どの校種においても去年と同じ検診人数帯が一番多い比
率でした。
　１時間の検診人数は、幼稚園は０人～ 100人が一番多く86％でした。小学校は61人～
120人が一番多く50％でしたが、去年は０人～ 60人が一番多く51％でした。中学校は
去年と同じく０～ 60人が一番多く42％でした。高校は61人～ 120人が一番多いですが、
比率が去年の31％から67％と倍増しました。

校種別検診状況の集計
診査項目 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 総計
ダブルミラーの有無

有り 27園 64％ 191校 79％ 91校 87％ 13校 92％ 322校 80％
無し 15園 36％ 50校 21％ 14校 13％ １校 ８％ 80校 20％

照明器具
白熱灯 28園 66％ 130校 54％ 60校 57％ 10校 72％ 228校 57％
ハロゲン ８園 19％ 38校 16％ 30校 29％ ５校 36％ 81校 20％
ペンライト ８園 19％ 81校 33％ 35校 33％ ５校 36％ 129校 32％
ヘッドランプ ６園 14％ 73校 30％ 24校 23％ ３校 21％ 106校 26％

LED ４園 ９％ 48校 20％ 13校 12％ ３校 21％ 68校 17％
検診記録者

養護教諭 36園 86％ 191校 79％ 72校 68％ ９校 64％ 308校 76％
担任教師 １園 ３％ 48校 20％ 14校 13％ ４校 28％ 67校 16％
歯科衛生士 ９園 21％ 51校 21％ 32校 30％ ４校 28％ 96校 24％

助手等 ４校 ２％ ５校 ５％ １＋１校 14％ 11校 ２％
※１は学生
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１日の検診人数

１時間の検診人数

１日の検診人数　幼稚園
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１時間の検診人数　幼稚園

１時間の検診人数　中学校

１時間の検診人数　小学校

１時間の検診人数　高等学校
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平成28年度　中学校　歯・口の健康づくり　調査票　集計結果（26年度・27年との比較表）

26年度 27年度 28年度
１．開催状況

実施した 74校 76校 83校
実施しなかった 40校 28校 33校

２．実施形態について（複数回答あり）
学年単位の講演形式の保健指導 64校 63校 72校
学級単位の保健指導 １校 ３校 ４校
検診を活かした個別指導 ９校 10校 ７校
要観察者を対象にした保健指導 10校 11校 ７校
学校保健委員会の開催 ７校 13校 15校

　　実施対象者について（複数回答あり）
１年生 62校 63校 69校
全学年 ９校 ５校 ５校
抽出者（CO/GO/G/C） 10校 10校 10校
保健委員 ２校 ５校 ３校
未受診 ４校 ２校 ２校
２・３年生 ３校 ２校 ４校

３．指導者について（複数回答あり）
学校歯科医 68校 59校 63校
養護教諭 21校 57校 63校
保健主事・教職員 ８校 31校 28校
歯科衛生士 15校 17校 21校
保健委員の発表 18校 33校 38校
その他 ３校 ６校 ９校

４．使用した学校保健教材について（複数回答あり）
指導用ＤＶＤやビデオ 39校 34校 41校
学校歯科保健教材ファイルのスライド 41校 38校 43校
位相差顕微鏡 ５校 ８校 ８校
咬合力計・かみかみセンサー 10校 ３校 ５校
噛むカムチェックガム ２校 ３校 ３校
デジタルｐＨメーター ２校 ３校 ２校
デジタル糖度・濃度計 ３校 ２校 ３校
歯みがき圧測定器 ３校 ３校 １校
歯垢染色液 10校 ７校 10校
歯みがき指導用人形　顎模型 13校 16校 10校
フッ化物たまご実験 ３校 ２校 ０校
その他（独自のスライド等） ６校 17校 19校
アンケート調査　感想文 － ８校 －

５．平成29年度の実施予定について
実施する 64校 64校 66校
検討中 33校 25校 29校
実施しない ８校 ８校 10校

６．平成29年度の実施形態について
学年単位の講演形式の保健指導 57校 62校 63校
学級単位の保健指導 ５校 ２校 ２校
検診を活かした個別指導 ９校 15校 ８校
要観察者を対象にした保健指導 13校 13校 ８校
学校保健委員会の開催 ７校 11校 10校

市学歯調査回答　116校　　　　回答率　89.2％
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月日 実施時間 学校名 校医名 開催形式 使用教材等
５月12日
５月19日
５月26日

９：00 ～ 12：00 長吉西 古川 検診を活かした
個別指導 顎模型

５月12日
５月17日
５月18日

13：00 ～ 15：00 梅香 森 検診を活かした
個別指導 顎模型

５月26日
６月９日
６月16日

13：30 ～ 15：00 天満 木下 検診を活かした
個別指導 当医院資料

６月４日
７月17日

８：50 ～ 11：50
14：00 ～ 15：30 大領 上谷

学級単位の保健指導
要観察者の保健指導
学校保健委員会

スライド
保健委員の指導

６月７日 ９：50 ～ 10：40 文の里 川西 １年生学年指導 独自のプレゼン
保健委員の感想文

６月18日
12月２日 13：20 ～ 15：00 北稜 谷口 要観察者の保健指導

１年生保健指導
ＤＶＤ
保健委員のクイズ

６月24日 13：25 ～ 14：15 大正東 鳥羽 １年生学年指導 子どもの歯を守る懇談会
（柳田理事派遣）

６月30日 ９：30 ～ 10：30 喜連 槇野 １年生学年指導
要観察者の保健指導 ＤＶＤ　スライド

７月16日
２月16日

13：00 ～ 14：00
16：00 ～ 17：00 三国 田中 １年生学年指導 ＤＶＤ　位相差顕微鏡

保健委員が文化祭で発表

７月20日 ９：00 ～ 11：00 瓜破西 砂田 １年生学年指導 子どもの歯を守る懇談会
（上田理事派遣）

９月26日 13：10 ～ 13：40 住之江 澤田 １年生学年指導 ＤＶＤ　スライド
10月６日 14：00 ～ 15：30 宮原 玉利 １年生学年指導 オリジナルスライド
10月26日
11月19日

15：00 ～ 17：00
14：25 ～ 15：25 東生野 木下 １年生学年指導

学校保健委員会
スライド
感想文の質問への回答

11月４日 13：25 ～ 14：30 生野 岡本 １年生学年指導 スライド　口唇圧測定器
口呼吸のアンケート調

11月４日 14：00 ～ 15：00 高津 加藤 学級単位の保健指導 ＤＶＤ　顎模型　歯垢染色
衛生士学校の生徒制作ビデオ

11月10日 10：00 ～ 11：00 市岡東 田崎 １年生学年指導 位相差顕微鏡　糖度計
歯科医との質問コーナー

11月８日 ８：45 ～ 11：30 昭和 岡村
検診を活かした
個別指導

要観察者の保健指導
ＤＶＤ
保健委員のポスター

11月９日 13：00 ～ 14：00 田辺 市原 １年生学年指導 ＤＶＤ
11月10日 14：00 ～ 15：30 市岡 井村 １年生学年指導 自作のパワーポイント

11月11日 14：30 ～ 15：30 新北野 藤野 １年生学年指導 ＤＶＤ　スライド歯垢染色
顎模型　保健委員の発表

11月11日 14：00 ～ 15：30 東三国 呉城 １年生学年指導 ＤＶＤ　歯垢染色　顎模型
歯ブラシを全員に渡す

11月11日 13：00 ～ 14：00 今津 酒匂 １年生学年指導 ＤＶＤ・保健委員の同級生
へのメッセージスライド

11月11日 13：20 ～ 14：10 桜宮 玉井 １年生学年指導 ＤＶＤ　スライド
歯垢染色　顎模型

11月12日 11：45 ～ 12：15 築港 孔 １年生学年指導
子どもの歯を守る懇談会
（長谷川理事派遣）
保健委員作成の動画

11月15日
12月11日

13：30 ～ 15：30
14：00 ～ 16：00 蒲生 鹿谷

１年生学年指導
要観察者の保健指導
学校保健委員会

ＤＶＤ　スライド
位相差顕微鏡

11月17日 14：00 ～ 14：40 摂陽 福井 １年生学年指導 スライド
11月17日 13：00 ～ 13：40 真住 金沢 １年生学年指導 ＤＶＤ

平成28年度　中学校　歯・口の健康づくり　実施状況
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月日 実施時間 学校名 校医名 開催形式 使用教材等
11月17日 ８：40 ～９：50 本庄 林 学級単位の保健指導

学校保健委員会 スライド

11月17日 14：25 ～ 15：15 淡路 藤原 １年生学年指導
11月17日 14：30 ～ 15：20 難波 長谷川 １年生学年指導 自身作製したスライド
11月18日 13：30 ～ 14：30 緑 尹 １年生学年指導 自分で制作したスライド

11月18日 13：00 ～ 14：00 春日出 上野 ２年生学年指導 スライド　顎模型
保健委員の研究発表

11月22日 14：30 ～ 15：30 咲くやこの花 田中 １年生学年指導 ＤＶＤ

11月24日 14：25 ～ 15：15 日本橋 米永 １年生学年指導 ＤＶＤ
かみかみセンサー

11月28日 13：15 ～ 14：20 加美南 長谷川 １年生学年指導 スライド
自作追加スライド

11月28日 14：30 ～ 15：20 豊崎 美島 １年生学年指導 スライド　歯垢染色
アンケート実施

11月30日 13：30 ～ 15：00 都島 澤田 １年生学年指導 スライド
事前質問の回答

11月30日 14：20 ～ 15：10 玉出 山田 １年生学年指導 ＤＶＤ

12月１日
12月６日 13：20 ～ 15：00 柴島 神谷

検診を活かした
個別指導

要観察者の保健指導

12月１日 14：00 ～ 15：00 西淀川 月野 １年生学年指導 スライド　顎模型
採取した唾液のｐＨ測定

12月２日 13：25 ～ 14：25 阪南 宮田 １年生学年指導
学校保健委員会

ＤＶＤ
自作制作スライド

12月２日 13：25 ～ 14：25 友渕 三浦 １年生学年指導 保健委員の発表とクイズ出題
復習テストとアンケート調査

12月２日 14：20 ～ 15：10 矢田西 西川 学級単位の保健指導 受診しない生徒対象の講話
12月６日 13：25 ～ 14：25 南港南 中村 １年生学年指導 ＤＶＤ

12月６日 13：15 ～ 15：00 歌島 岡谷 １年生学年指導 ＤＶＤ　位相差顕微鏡
衛生士学校の教員の講演

12月８日 14：25 ～ 14：15 旭東 吉田 １年生学年指導 ＤＶＤ　大学准教

12月８日 ８：45 ～９：35 井高野 多田 １年生学年指導
学校保健委員会 ＤＶＤ　咬合力計

12月９日 13：25 ～ 14：15 城陽 福本 ２年生学年指導 ＤＶＤ　スライド

12月９日 14：00 ～ 15：00 放出 柳本 １年生学年指導
学校保健委員会 ＤＶＤ　あいうべ体操

12月10日 13：25 ～ 14：15 高倉 正田 １年生学年指導 スライド　
保健委員アンケート調査発表

12月13日 14：30 ～ 14：00 鯰江 山本 １年生学年指導
学校保健委員会

ＤＶＤ　歯みがき圧測定
咀嚼力判定ガム
保健委員の実演と結果発表

12月25日 13：00 ～ 14：00 天下茶屋 石原 要観察者の保健指導
学校保健委員会

12月　　 13：00 ～ 15：00 淀 寺尾 全学年の保健指導
学校保健委員会 ＤＶＤ　歯垢染色

１月11日 13：20 ～ 14：10 堀江 松井 １年生学年指導 スライド　咬合力計
糖度計　ｐＨメーター

１月14日 10：40 ～ 11：25 今市 多名部 １年生学年指導 ＤＶＤ　協力歯科医
１月16日 13：30 ～ 14：20 旭陽 稲田 １年生学年指導 ＤＶＤ

１月16日 13：15 ～ 14：15 城東 河見 １年生学年指導 スライド
保健委員が司会進行

１月18日 13：10 ～ 14：00 成南 小郷 １年生学年指導 ＤＶＤ　スライド
西成地区の他の養護教諭

１月20日 14：25 ～ 15：15 中島 崎原 １年生学年指導 スライド
咀嚼力判定ガム

１月25日 13：00 ～ 15：30 淀川 吉村 １年生学年指導
ＤＶＤ　スライド　
位相差顕微鏡　歯垢染色
整美委員の発表
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平成28年度　中学校　歯・口の健康づくり　実施状況月日 実施時間 学校名 校医名 開催形式 使用教材等
１月25日 14：30 ～ 15：15 港 橋本 １年生学年指導 スライド

保健委員の発表

１月30日 14：25 ～ 15：15 南 藤原 １年生学年指導 スライド
生徒ビデオ作成し発表

１月27日
10月８日
10月28日

13：00 ～ 15：00 茨田 長崎
１年生学年指導
検診の個別指導
学校保健委員会

ＤＶＤ　スライド
位相差顕微鏡　
かみかみセンサー

２月２日 14：10 ～ 15：00 松虫 吉村 １年生学年指導 独自のスライド

２月２日 ８：50 ～ 9：30 菫 上田 １年生学年指導 ＤＶＤ　スライド
歯垢染色

２月６日 14：30 ～ 15：20 東 西谷 １年生学年指導 スライド　顎模型
保健委員の発表

２月10日 13：25 ～ 14：15 瑞光 中尾 １年生学年指導 ＤＶＤ
２月17日 13：25 ～ 14：15 加賀屋 中澤 １．２年生学年指導 ＤＶＤ　スライド

２月22日 14：20 ～ 14：50 新東淀 井上 １年生学年指導
学校保健委員会

ＤＶＤ　スライド
保健委員が取組や予防発表

２月23日 14：00 ～ 15：40 十三 末廣 １年生学年指導 ＤＶＤ　スライド
保健委員がむし歯の芝居

２月23日 14：25 ～ 16：20 平野 江上 １年生学年指導
学校保健委員会

ＤＶＤ　顎模型
歯ブラシ　手鏡

２月23日 14：00 ～ 15：00 大淀 小坂 １年生学年指導 ＤＶＤ　
３月１日 14：30 ～ 15：20 美津島 小石 全学年の保健指導 保健委員の協力

３月10日 14：30 ～ 15：30 大正中央 弘田 １年生学年指導 スライド　咬合力計
顎模型　保健委員の実演

３月14日
12月13日

15：00 ～ 15：40
14：05 ～ 14：50 此花 長谷川 ２年生学年指導 スライド

３月29日
６月28日
12月13日

13：30 ～ 14：30 佃 片岡 １年生学年指導 ＤＶＤ

西 河野 １年生学年指導 スライド
天王寺 小室 １年生学年指導 独自のスライド

大桐 金山 １年生学年指導 位相差顕微鏡
自分で作製したスライド

田島 坂本 １年生学年指導 スライド　歯垢染色

茨田北 堤之 １年生学年指導 ＤＶＤ　スライド　
位相差顕微鏡　歯垢染色

南港北 柳田 １年生学年指導 ＤＶＤ　スライド　顎模型

新豊崎 松井 学年単位の保健指導
学校保健委員会

咀嚼能率テスト器
顎模型

　実施校数は年々増加しています。実施形態は１年生の学年指導が主ですが、学校保健委

員会を開催してこの保健指導をする学校が増えてきました。そして保健委員の生徒さんた

ちが調査したことを発表したり、クイズを出題したり、劇の上演やＤＶＤ制作など積極的

な参加型になってきたのは喜ばしいことです。また、指導者も養護教諭や教職員の先生方

による全面協力をする学校が増えてきました。保健教材器具を使った保健指導も数多く行

われていますが、講話される学校歯科医の中では自作のスライドで実施された先生が８名

もおられます。
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司会：今回は鶴見区の支部長で市学歯の常務理事の川上力先生に、２年間の鶴見区の推進
事業についてお聞きしたいと思います。２月大会の研究協議会でも素晴らしい研究
発表をして下さいましたが、まずは鶴見区の学校保健の概要についてお聞かせ下さ
い。

川上：幼稚園から高校まで全部の校種が揃っていますが、鶴見区の推進事業には小学校
12校と中学校５校が参加してくれました。児童生徒数が多くて、500名以上の中
規模校が８校で800名以上の大規模校が３校あります。

司会：主幹校になってくれたみどり小学校はどのような学校ですか。
川上 ：宮前校長が小学校教育研究会保健部の部長をされていて保健教育に熱心な学校で

す。この推進事業をする前にも大阪市の健康づくり推進指定校を２年間されていて
引き続きこの事業の主幹校を引き受けてくれました。

司会：鶴見区で推進事業を実践するにあたっての進め方をお聞かせください。
川上：校長や保健主事、養護教諭、学校歯科医で構成される推進委員会が中心になって行

いました。主幹校のみどり小学校に集まって、２年間の鶴見区での学校歯科保健活
動の方針を決めたり、アンケート調査の実施や各校の歯科保健活動や小中連携の活
動などの打合せが行われました。主幹校のみどり小学校の養護教諭の歌門先生が中
心になって運営されて、２年間で９回開催されました。

司会：推進事業を始めるに当たって、鶴見区の学校保健関係者が歯科保健の知識を得るた
めの研修会は行われましたか。

川上：毎年開催される鶴見区の学校保健協議会の講演会は27年・28年度は「歯・口の健
康づくり」に関する講演をしました。27年は市学歯の西本達哉専務と林昭典常務
理事と私の３名で「咬むことの大切さ」の講演をしました。２年目は朝日大学歯学
部の磯崎篤則教授に「歯と歯肉を強くして歯科疾患予防！」という講演で「つまよ
うじ法」を取り入れた歯みがき法を教えてもらいました。また、サンスターから講
師を招いて区内保健関係者職員が一同に集まって「歯科保健研修会」も行いました。

司会：小学校ではどのような歯科保健活動が行われたのでしょう。
川上：27年度の６月から各校において「歯科保健指導」が実施されました。児童保健委

員会による集会活動で「あいうべ体操をしよう」の集会があって、２月大会の発表
で舞台上で披露したお口の模型を使って行われたようです。保健委員の児童が各教
室へその模型で「あいうべ体操」を教えに行ったり、朝礼台の上で実演したようで
す。また、ある小学校では給食時に毎日クイズを実施しました。児童のアイデアや
意見を参考に養護教諭が問題を考えて給食時に保健委員が放送で出題しました。イ
チロー選手の１日の歯みがき回数なども問題になったようです。また、歯みがき圧
測定器を使用した歯みがき指導など保健委員の児童が各教室へ保健指導に行ったよ
うです。

司会：鶴見区全体で取り組んだ活動はどのようなものでしょう。
川上：２年目の28年の６月から「歯と口の衛生週間」に「鶴見区・歯ッピィーニュース」

の発行をしました。毎月８日を「歯」の日と設定し、毎月、各校当番制で各校の情
報交換や保護者への情報提供を目的として発行して区内全児童に配布しました。ま
た、ライオン歯科衛生研究所が主催する「小学生歯みがき大会」にも数校が参加し、
歯肉炎を治す歯みがき方法について学びました。

鶴見区での平成27年・28年の
生きる力をはぐくむ推進事業を振り返って
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司会：家庭との連携した歯科保健活動はされましたか。
川上：親子歯みがきテストをしました。夏休み期間中や歯みがき週間後に歯垢染色錠を１

児童に２錠ずつ配布し、家庭で児童とともに保護者にも歯みがきテストを実施しま
した。歯みがき実施後に親子で歯垢染色して、ワークシートにその結果を記入して
もらって家の人の感想もたくさん書いてもらえて反響があったようです。

司会：学校歯科医との連携はどうでしたか。
川上：28年の３月に学校歯科医と養護教諭の意見交流会を開催しました。区役所の会議

室に全校の関係者が集まり、大阪市学校歯科医会や教育委員会からも参加してもら
いました。養護教諭からは、鶴見区のう蝕の状況や、学校間の検診結果の差につい
て報告がありました。また、学校歯科医の先生からは歯垢染色による歯みがき指導
やデンタルフロスの使用法や校内教職員研修で講話をされたりなど、保健指導に関
わった具体的な話があり皆さんが頑張っているのが分かりました。

司会：中学校でも色々な保健指導が行われたようですね。
川上：中学２年生にＣＯやＧＯ・Ｇなど検診で有所見生徒への集団個別指導や、全学年の

ＣＯ・ＧＯ所見生徒の個別指導が行われた学校があります。また、中学校でも給食
が全校で実施されたので、給食指導として全学年で「昼食後の歯みがき習慣」が行
われました。しかし、生徒数が多いので奇数クラス・偶数クラスに分けて行い、給
食終了後に保健委員が放送で「歯みがき」を呼びかけて、昼休憩中に「歯みがきソ
ング」を流しました。また、ピアサポート活動ですが、学校歯科医や養護教諭の保
健指導の後に保健委員からのメッセージを発表しました。治療率が低い原因を全員
で考えて、早く治療に行くためのメッセージを「思いやり保健委員会」として優し
い言葉で呼び掛けることにより、教職員が言うよりも共感を得たようです。

司会：小学校と中学校の参加でしたが、小中連携は行われましたか。
川上：小学校と中学校の養護教諭がお互いの歯科保健指導の参観に行きました。中学校の

保健委員の生徒が小学校２年生に歯科保健指導をしたり、作成した「ほけんニュー
ス」を小学生に配布しました。

司会：地域との連携や協力も図られたようですね。
川上：先程の区民ホールでの学校保健協議会の講演会や鶴見区の「健康フェスタ」への参

観や栄養教諭が「大阪市食育展」へ展示参加をしました。
司会：２年間の鶴見区学校保健関係者の親身になった保健指導が結実して、２月大会の研

究協議会での立派な研究発表になり、当日の４００名を超えた参加者も大いに参考
になったのではと思います。その後のシンポジウムでも３名の助言者から高い評価
の指導講評をもらえて良かったと思います。最後に川上先生にこの２年間の推進事
業の思い出や感想をお願いします。

川上：私にとってとりわけ印象深かったのは、学校保健委員会に参加したことです。その
発表の中でも、児童たちが実際に学校歯科医を訪れ、取材し歯科のことをより身近
なものとし、発表して成果につなげたのが良かったと思います。また児童たちに興
味を持たせた先生方の努力、創意工夫も見逃せません。「クイズ形式」というのは
一般的手法ですが、我々専門職は知識理論に偏りがちな出題を考えてしまいます
が、今回先生方は、その素材を身近なものに求め、「この歯ブラシはどの先生の物？」
などと子供たちも親近感を覚え、会場における反応も素晴らしいものがありました。

司会：本当に児童生徒の参加型の保健指導が数多く実践されて、自分たちで調べて発表す
る形式で成果が上がったと思われます。それらをサポートされた先生方にも厚く御
礼を申し上げたいと思います。今後も鶴見区の推進事業で実施された内容が継続さ
れることを願っております。
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会務報告
 （H29.2.1 ～ H29.6.30)
 ２ 月 ２ 日(木) 大阪市学校保健会　第２回　常任理事　理事会／新年会（ヴィアーレ大阪）
 ２ 月 ４ 日(土) 第２回　学術部会（リアライブ）
 ２ 月 ９ 日(木) 市学歯　第11回　理事会（リアライブ）
 ２ 月 ９ 日(木) 浪速区支部合同研修会（浪速区民センター）
 ２ 月15日(水) 日学歯加盟団体長会議（日歯会館）
 ２ 月16日(木) 第57回　大阪市学校歯科保健研究大会（府歯 大ホール）
 ２ 月16日(木) 第57回　大阪市学校歯科保健研究大会慰労会（シェラトン都ホテル）
 ２ 月17日(金) 日学歯　第３回　学術委員会（日歯会館 第２会議室）
 ２ 月23日(木) 城東区支部合同研修会（城東区民センター）
 ３ 月 ２ 日(木) 大阪府学校歯科連合会（東天紅）
 ３ 月 ９ 日(木) 子どもの歯を守る懇談会（海老江西小学校）
 ３ 月 ９ 日(木) 市学歯　第12回　理事会（府歯 第６会議室）
 ３ 月11日(土) 「幼稚園保護者教室」説明会（ホテルアウィーナ大阪）
 ３ 月18日(土) 市学歯　第 ３ 回　支部長会（府歯 第６会議室）
 ３ 月22日(水) 日学歯　第91回　臨時総会（日歯会館）
 ３ 月25日(土) 生野区支部会員研修会（リーガロイヤルホテル）
 ３ 月25日(土) 歯科医師会会員向け歯科研修プログラム（東住吉歯科医師会館）
 ３ 月30日(木) 平成28年度　臨時総会（府歯 第６会議室）
 ４ 月 １ 日(土) 天王寺区支部「生きる力をはぐくむ推進事業」会員向け説明会（ホテルアウィーナ大阪）
 ４ 月 ６ 日(木) 市学歯　第１回　理事会（府歯 第６会議室）
 ４ 月 ６ 日(木) ２年・４年・６年歯科保健事業打合せ会（府歯 第６会議室）
 ４ 月 ６ 日(木) 全日本学校歯科保健優良校表彰推薦校選考会（府歯 第６会議室）
 ４ 月13日(木) 新任学校歯科医・基礎研修合同研修会（府歯 第６会議室）
 ４ 月20日(木) 第１回　総務部会（分室）
 ４ 月22日(土) 城東区支部会員研修会（ホテルアウィーナ大阪）
 ５ 月11日(木) 市学歯　第２回　理事会（府歯 第６会議室）
 ５ 月11日(木) 大阪市教育委員会との歓送迎会（ホテルアウィーナ大阪）
 ５ 月20日(土) 第68回　指定都市学校保健協議会前日歯科保健協議会（堺市）
 ５ 月21日(日) 第68回　指定都市学校保健協議会（堺市）
 ５ 月25日(木) 市学歯　会計監査（分室）
 ６ 月 １ 日(木) 全日本学校歯科保健優良校表彰推薦校への説明会（大阪市役所）
 ６ 月 ３ 日(土)　　 港区支部会員研修会　（弁天町ORC200生涯学習センター）
 ６ 月 ８ 日(木) 市学歯　第３回　理事会（府歯 第６会議室）
 ６ 月10日(土) 第１回　管理部会（分室）
 ６ 月13日(火) 日学歯「学校歯科医生涯研修制度更新研修」（日歯会館）受講者：岡本会長
 ６ 月15日(木) 第１回　広報部会（分室）
 ６ 月15日(木)　　 阿倍野区支部会員研修会（はりま屋北畠店）
 ６ 月17日(土) 市学歯　第 １ 回　支部長会（府歯 第６会議室）
 ６ 月28日(水) 日学歯　第92回　定時総会（日歯会館）
 ６ 月29日(木) 通常総会（府歯 第６会議室）
 ６ 月29日(木) 第２回　広報部会（分室）



  平成　　年　　月　　日

１．貸出器具に○と個数をご記入ください。

２．貸出希望日　※貸出期間は１週間でお願い致します。

  貸出希望　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日（返却）　
３．貸出・返却方法

・教材器具を貸出希望される学校は、事前に電話にて事務局に貸出状況をお問合せく
ださい。そして、この用紙にご記入の上、市学歯へFAXにてお申し込みください。

  FAX：６７７４―０４８８
・貸出は市学歯事務局まで取りに来ていただくか、または、市学歯から貸出日までに
宅配いたします。（その際は着払いでお願いします。）
・返却は事務局へお持ちいただくか、宅配でも結構です。

４．注意事項
・位相差顕微鏡は備品の中の『取扱説明書』や操作方法を録画したCDファイルを参考
にして下さい。また、サンプル画像の入ったCDファイルも同封していますので、口
腔内細菌の説明にお役立てください。
・咬合力計のディスポーザブルキャップは、測定する児童・生徒の人数分の個数を記
入してください。
・かみかみセンサーは小学校低学年用のＳサイズ、小学校高学年以上のＭサイズとも
５台まで貸出できます。
・それぞれの器材の付属品や備品は紛失しないように返却をお願い致します。

５．教材器具貸出器材について
市学歯ホームページの会員専用ページをご覧ください。

６．担当者連絡先
　　　〒543-0033　大阪市天王寺区堂ヶ芝１―３―27　大阪府歯科医師会館内
  大阪市学校歯科医会　事務局　伊牟田　裕加　☎６７７２―８３６２

学校歯科保健教材器具貸出　申込書
校　 園　 名　　　　　　　　　　　　　　

学校歯科医名　　　　　　　　　　　　　　

貸出の有無 器 材 名 商　品　名 個　数
位相差顕微鏡 ペ リ オ ス コ ー プ 貸出は１台のみ

咬 合 力 計
オクルーザルフォースメーター 貸出は１台のみ
ディスポーザブルキャップ 　　　　　　個

お口の万歩計 か み か み セ ン サ ー
Ｓサイズ　　台
Ｍサイズ　　台

顎 　模 　型
歯 み が き じ ょ ー ず く ん 貸出は１台のみ
歯 み が き 指 導 用 模 型 貸出は１台のみ

歯みがき圧測定器 歯 み が き 圧 指 導 器 貸出は１台のみ
糖 　度 　計 ATAGO ペン糖度・濃度計 ＰＥＮ―J PEN―1ST 貸出は２台まで
　 計 ＡＴＡＧＯ ＤＩＧＩＴＡＬ ｐＨ ＭＥＴＥＲ 貸出は１台のみ
口唇閉鎖力測定器 り っ ぷ る く ん 貸出は１台のみ
ｐＨ
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　プロ野球ペナントレースは連日熱戦が繰
り広げられている。交流戦も終わり、今年
もパ・リーグが勝ち越した。広島カープと
福岡ソフトバンクホークスでの決勝戦で
あった。まさにこちらも西高東低という形
だった。関東勢の不調は関西人にとっては
喜ばしくさえ思えた。現在セ・リーグの上
位はカープとタイガース、パ・リーグでは
イーグルスとホークス、関西以西のチーム
の頑張りが伺える。今年の新年会のある席
でコメントを求められその席上で私は「今
年は何やら『Ｔ』というイニシャルが話題
になりそうだ」といった記憶がある。
　去年の都知事問題以降、トランプ政権に
移行し益々その傾向があらわになったよう
だ。築地・豊洲問題をはじめ、都議選その
他。以下はすべて頭にＴがつく。天皇退位
特例法案、テロ等準備罪、高浜４号機再稼

編集後記
働、東芝債務超過、特殊詐欺、待機児童、
特区、タカタ、相撲界では高安の大関昇進、
所属部屋が稀勢の里と同じ田子の浦部屋。
　最近に至っては「このハゲェーー」「ちー
が一う一（違う）だ一ろー」といったのが
〇よだ衆議院議員、まだまだ出てきそう
だ。野球の話に戻るが今年の優勝予想は鷹

（ホークス）と虎（タイガース）。なかでも
虎の鳥谷、高山の活躍で日本一を奪還して
欲しい！ Ｔ.Ｍ

１　社会見学会（能のレクチャーや体験コーナー、能「羽衣」の上演など）
日　　時　平成29年９月２日（土）午後３時30分～５時
場　　所　山本能楽堂（中央区徳井町１－３－６）　　
懇 親 会　午後５時30分より近くの大江ビル16階の湖陽樹（中華料理）で行います。

２　会員研修会
日　　時　平成29年12月２日（土）午後３時～５時
場　　所　未定
講　　師　名古屋市学校歯科医会　高村秀平会長
講演内容　名古屋市は、大阪市と同じく指定都市の学校歯科医会として様々な学校歯科

保健事業を展開されていますが、その活動内容を講演して頂きます。
３　平成29年度第58回大阪市学校歯科保健研究大会

日　　時　平成30年２月15日（木）午後２時～５時
場　　所　大阪府歯科医師会館　大ホール
講　　師　元・福岡県春日市須玖小学校　養護教諭　田中さえ子先生　
講演内容　第80回記念全国学校歯科保健研究大会のシンポジウムで講演され高い評価

を受けた須玖小学校での学校歯科保健指導の様子を紹介して頂きます。
４　市学歯ホームページ更新情報

５月27日　第68回指定都市前日学校歯科協議会をアップロードしました。
・５月20日に堺市で開催された協議会の様子を紹介しています。

４月20日　新任学校歯科医研修会を更新しました。
・４月13日に開催されました新任学校歯科医研修会の様子を紹介しています。

４月14日　会員報告書を更新しました。
・市学歯に提出して頂いた幼稚園９園、小学校12校、中学校15校、高等学校３校

の「学校での講話や授業」の報告書を閲覧できるようにしています。
４月14日　学校歯科医紹介を更新しました。

・新任研修会を受講した21名の新任学校歯科医を表示しています。
３月16日　幼稚園保護者教室説明会を更新しました。

・３月11日に幼稚園の園医の先生方を対象に開催した幼稚園保護者教室説明会の
様子を紹介しています。

お知らせ




