
第179号� 令和２年11月５日

In Portugal（ポルトガル）　新世紀美術協会会員・日本美術家連盟会員　西川　肇



目　　　次

表紙の題字　渚 紀代司 元副会長

会長挨拶…………………………………………………………………………………………… ３

令和元年度（第60回）大阪市学校歯科保健研究大会………………………………………… ４

一般社団法人日本学校歯科医会　第99回　臨時総会………………………………………… ６

一般社団法人日本学校歯科医会　第100回　定時代議員会…………………………………… ７

令和元年度　第３回　支部長会………………………………………………………………… ８

令和２年度　第１回　支部長会………………………………………………………………… ９

新支部長就任挨拶………………………………………………………………………………… 10

令和元年度　臨時総会…………………………………………………………………………… 11

令和２年度　定時総会…………………………………………………………………………… 12

令和２年度　新任学校歯科医研修会と基礎研修会の合同研修会…………………………… 13

新任学校歯科医就任挨拶………………………………………………………………………… 15

令和２年度　新任学校歯科医　令和元年度　退任学校歯科医……………………………… 17

第44回　近畿北陸地区学校歯科医会（学校歯科部）連絡協議会……………………………… 18

第71回　指定都市学校保健協議会　前日歯科保健協議会…………………………………… 20

第71回　指定都市学校保健協議会……………………………………………………………… 23

令和元年度　歯科検診状況集計結果…………………………………………………………… 24

令和２年度　学校保健定期健康診断…………………………………………………………… 26

学校歯科保健教材器具貸出　申込書…………………………………………………………… 33

会務報告…………………………………………………………………………………………… 34

お知らせ　／　編集後記



― 3 ―

会長挨拶

一般社団法人大阪市学校歯科医会　会長　西本　達哉　

　残菊の候、会員の先生方には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また平素よ
り会務運営に格別のご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。この会報は例年ですと７月末頃
の発行ですが、３ヵ月遅れになりました。今年に入り、新型コロナウイルス感染症が全世界
に広がり、日本も例外ではありませんでした。特に４月９日の緊急事態宣言からは、我々の
生活様式も一変しました。学校歯科保健においても、毎年６月末日までの実施となる定期健
康診断も、当初はいつ実施できるのかわからない状態でした。大阪市の特徴である幼稚園か
ら始まる経年的な歯科保健指導も全く実施することもできませんでした。やっと６月から学
校園も始まり、それに合わせて９月10日には今年度新任学校歯科医基礎研修合同研修会を開
催し、市教委とも相談し10月から検診を開始したところです。文部科学省からも今年度中の
実施の通達がありましたので、よろしくお願いいたします。
　この会報にも掲載しましたが、今年度の新任学校歯科医研修会は、３密を避けるため、初
めて大阪府歯科医師会館の大ホールを借りて開催しました。24名の受講者には横長テーブ
ルに一人という感じで受講して頂きました。これまで第６会議室を使って開催してきました
が、日本学校歯科医会の基礎研修受講者もおられて30名ほどの受講者に理事が20名と50名
が第６会議室に入るのは、今思えば窮屈な感じがしました。新型コロナの影響で変わったこ
との一つに大阪市学校歯科医会でも何度か練習をして遅ればせながら９月の理事会は初めて
リモートで開催できました。資料も紙ではなく、タブレットで見ることができるように導入
しましたが、これは政府が提唱し、昨年4月から施行された「働き方改革」の具体策のひと
つとしてのペーパーレス化に繋がります。新型コロナに負けず、逆手に取ってプラスに転じ
ることができたらと思います。
　嬉しい話もありました。10月にある中学校の定期健康診断に行かれた先生のお話ですが、
大変健全者が多く、ミルクボーイの歯みがき漫才を皆が見ており、こんなに検診結果が良い
のはミルクボーイのお陰だと養護教諭が言われたそうです。大阪市教育委員会では、大阪市
と吉本興業株式会社との包括連携協定の取り組みとして、昨年M１グランプリで優勝したミ
ルクボーイによる、歯みがきの大切さを子どもたちにも分かりやすく、楽しく伝える動画「食
べたらみがこう」を作成しました。２分バージョンは漫才バージョン、40秒バージョンは歯
みがきのポイントを伝えるものです。YouTubeで見ることができますので、ご存じでない
先生はぜひご覧になってください。６年生「歯・口の健康教室」でもこの動画を入れるよう
にしています。また今年度より従来の４年生フッ化物塗布を洗口に変えましたが、残念なが
ら実施できずに今日に至っていました。しかし養護教諭からの希望もあり、全小学校にアン
ケートを取ったところ、半数以上の学校が希望されていることが分かり、11月から希望校で
実施することになりました。
　これからも会員の先生方のご支援とご協力を賜りながら、大阪市の学校歯科保健を更に充
実発展させていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
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　令和元年度の大阪市学校歯科保健研究大会は、令和
２年２月13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齋藤秀
子副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。第一部の表彰式では、
大阪市よ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。当日は来賓６名、学校歯科医が
84名、学校関係者が362名、その他が７名の総人数が
459名と昨年の471名に続く過去２番目の参加者で、２
階席まで満席の盛況振りでした。
　第二部の学校保健協議会では、長崎県佐世保市立広田小学校教諭　福田泰三先生の講演が
行われ、参加者は熱心に最後まで聴講しておられました。
　また、会場には令和元年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクールや、歯・口
の健康啓発標語コンクールでの大阪市の入選作品が展示され、山口県の全国学校歯科保健研
究大会において「大阪市の歯科検診の現状」の演題で発表され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　羽　生　卓　也
１．開 会 の 辞　　　　　　　　 大阪市学校歯科医会　副　 会　 長　長　崎　三　男
２．挨　　　拶　　　　　　　　 大阪市教育委員会　学力支援担当部長　飯　田　明　子
　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市学校歯科医会　会　　　　長　西　本　達　哉
３．審 査 報 告　　　　　　　　 大阪市教育委員会　係　　　　長　戸　木　優　子
４．賞 状 授 与
　　（１）大阪市良い歯の学校・幼稚園表彰　（362校園）　　
　　　　 代表校　管理指導　  62校園　住 吉 幼 稚 園　養  護  教  諭　岡　村　波留奈
　　　　　　　　 保健管理　  66校園　刈田南小学校　養  護  教  諭　藤　原　恵理那
　　　　　　　　 保健活動　234校園　豊 崎 中 学 校　養  護  教  諭　湯　峯　麻　衣
　　（２）大阪市学校歯科医会表彰
　　　　 全日本学校歯科保健優良校表彰　受賞校（４校園）
　　　　 日本歯科医師会会長賞　 長吉第二幼稚園　　 養  護  教  諭　清　　　歩　未
　　　　 奨　　　 励　　　 賞　 西生野小学校　　 校　　　　長　武　部　浩　和
　　　　 奨　　　 励　　　 賞　 築 港 小 学 校　　 校　　　　長　又　木　俊　明
　　　　 奨　　　 励　　　 賞　 淀 川 中 学 校　　 校　　　　長　東　田　和　久
５．来 賓 祝 辞　
　　１．日本学校歯科医会　 会　長　川　本　　　強（代理　副会長　齋　藤　秀　子）
　　２．大阪府歯科医師会　 会　長　太　田　謙　司（代理　副会長　片　岡　宏　之）
　　３．大阪市学校保健会　 会　長　茂　松　茂　人（代理　副会長　藤　波　美津子）
６．来 賓 紹 介　主催者紹介

日　時　令和２年２月13日（木）午後２時～
場　所　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
令和元年度（第60回）
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第 二 部　学校歯科保健研究協議会
　　　　　　
講　　演　「子どもたちが元気になる健口食育」
　　　　　～自分の健康・健口は自分で守れる子どもの育成～
講　　師　長崎県佐世保市立広田小学校　教諭　福　田　泰　三
講演項目
１．はじめに
２．健口（歯と口の健康づくり）と食育での学びを「教育」から「響育」にしていく
３．健康食育を通じて個に応じた健康指導と健康相談について
　　（１）健康食育から見えてきた子どもの偏食
　　（２）養護教諭・栄養教諭・学校歯科医との連携を通して見えてきたもの
　　（３）教科等の目標に沿った健口教育を意識した健康教育
４．保健委員会での呼びかけで健康生活スキルを全校児童に広げる
５．アクティブラーニングを取り入れた保健学習の特徴的な実践例（６年生）と考察
　　（１）指導展開（全40時間）
　　　　 総合的な学習の時間・国語・家庭科・修学旅行等
　　（２）指導の実態
　　　　 ① 題材「健口食育」を意識化しながら課題を見つける　家庭科と関連しての食育

活動
　　　　 ② 学びを家庭に広げ自己有用感を育む実践集団思考を生かした個人目標の自己決

定（特別活動）
　　　　 ③ 主体的・対話的で学びが深まる活動を保障するテーマ・ゴールの決定（総合的

な学習の時間）
　　　　 ④自分の探求したいことを仲間と共に、チームの課題を深める
　　　　 ⑤ 知識習得と実体験を通しての生きた情報収集は、学力向上の基礎である様々な

資質能力を育ませた
　　　　 ⑥情報の整理・分析でまとめ
６．まとめとこれからの展望

閉会の辞  　大阪市学校歯科医会　副会長　藤　野　康　徳

　沖縄で開催された第82回全国学校歯科保健
研究記念大会で「学校歯科保健活動のもつ教育
力を考える」のテーマでのシンポジウムで発
表された福田先生は高い評価を受けられまし
た。今回はその時の講演をもとに１時間40分
に亘って詳細にお話しして頂きました。担任の
先生である福田先生は、女子児童から「先生は
あのキャラクターに似ているね。」と言われて、
思わず微笑んだが、そのキャラクターは、少し
変わったキャラクターだったという話のつかみ
から始まり、段々と引き込まれていきました。講演も次第に熱が入ってきて、方言で学校の
児童に向かって話すそのままの言葉で話され、音楽の使い方がとても上手く、児童の写真と
とても合って思わずホロリとする場面が何度もありました。卒業式に保護者への感謝の気持
ちを込めた弁当と手紙のプレゼントを渡す場面も感動的でした。修学旅行では九州大学へ赴
き、大学生相手に健口食育のプレゼンをしたことも紹介され、盛りだくさんな内容でした。
保健指導のヒントが至るところで垣間見ることができた素晴らしい講演会でした。



― 6 ―

■ 一般社団法人日本学校歯科医会　第99回　臨時総会 ■

　　　　　　　日　時　　令和２年３月25日（水）午後１時30分～午後３時
　　　　　　　場　所　　日本歯科医師会館　大ホール
　　　　　　　出席者　　西　本　達　哉　・　藤　野　康　徳

１．開　 会　 の　 辞  副会長　齋　藤　秀　子

２．議事録署名人指名  群馬県　村　山　利　之
    福岡県　泉　　　幸　三

３．黙　　　　　　祷

４．挨　　　　　　拶  会　長　川　本　　　強

５．来　 賓　 挨　 拶　　　　　日 本 歯 科 医 師 会　会　　 長　堀　　　憲　郎
　　　　　　　　　　　　　　　日 本 歯 科 医 師 連 盟　 理 事 長　浦　田　健　二

６．報　　　　　　告 
　　１）特別委員会報告
　　　　①議事運営特別委員会  委 員 長　山　田　　　尚
　　　　②予算決算特別委員会  委 員 長　石　川　文　一
　　２）会務報告  常務理事　澤　田　章　司
　　３）会計報告  常務理事　阿　部　直　樹
　　４）各委員会報告  各委員会担当常務理事
　　５）中間監査報告  監　　事　吉　田　慶　造
７．議　　　　　　事
　　第１号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　令和２年度事業計画
　　第２号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　令和２年度収支予算
　　第３号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　定款変更
８．協　　　　　　議
　　１）公益社団法人日本学校歯科医会　定款（案）
９．そ　　 の 　　他
　　公益法人移行予定について
　　使途不明金に関する刑事告訴の経過報告
10．閉　 会　 の　 辞  副 会 長　柘　植　紳　平
市学歯からの事前質問
　題目　 「災害時における歯・口の健康づくり　学校歯科医の立場として」　　　　　　　

　　 　代表会員　西　本　達　哉
　要旨 　大阪市のある中学校では災害時に地域で積極的に活動することを目的とした防災

ALT（防災アクティブ・ラーニング・チーム）という活動グループがある。災害
時の口腔ケアの必要性やその方法について、日学歯としての取組みをお聞きしたい。
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議　　　　　　事
第１号議案　�令和元度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びに財産

目録の承認
第２号議案　令和２年度補正予算の承認
そ　　 の 　　他
　公益法人移行予定について
閉　 会　 の　 辞� 副 会 長　柘　植　紳　平
市学歯からの事前質問
　題目　「CO（要相談について）」　　　　　　　　　　　代表会員　藤　野　康　徳
　要旨 　ある会員の診療所でCO（要相談）と診断された生徒が来院し、レントゲン

撮影で保護者に「表面の穴はないが、内部でむし歯は大きくなっており、麻酔
をして歯の神経の治療が必要かもしれない」と伝えたら、「COは小さなむし歯
で頑張って歯みがきをしたら治ることがあるのではないか」と言われた。保護
者に理解して貰うのに時間を要したため、「C（要相談）とした方が良いので
はないか？」という意見をもらった。何か良い説明はないだろうか。

■ 一般社団法人日本学校歯科医会　第100回　定時代議員会 ■

日　時　令和２年６月24日（水）午後１時30分～午後３時
場　所　日本歯科医師会館　大ホール
出席者　西　本　達　哉　・　藤　野　康　徳

１．開　 会　 の　 辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　副 会 長　齋　藤　秀　子
２．議事録署名人指名　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼 玉 県　苗　代　　　明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛 媛 県　稲　田　雅　仁
３．黙　　　　　　祷
４．挨　　　　　　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　川　本　　　強
５．来�賓�挨�拶（書面）　　　　　　文部科学省　健康教育・�食育課長　平　山　直　子
　　　　　　　　　　　　　　　　日��本��歯��科��医��師��会　会　　長　堀　　　憲　郎
　　　　　　　　　　　　　　　　日 本 歯 科 医 師 連 盟　�会　　長　高　橋　英　登
６．議事運営特別委員会報告  委 員 長　山　田　　　尚
７．各　�種　�報　�告
　　１）会務報告� 常務理事　澤　田　章　司
　　２）会計報告� 常務理事　阿　部　直　樹
　　３）各委員会報告� 各委員会担当常務理事
　　４）監査報告� 監　　事　吉　田　慶　造
８．事　�業　�報　�告
　　１）令和元年度　事業報告
９．予算決算特別委員会報告� 委 員 長　石　川　文　一
10．

11．

12．
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― 令和元年度　第３回　支部長会 ―

日　時　令和２年３月14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

　新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、上記開催予定の令和元年度 第３回支部長
会は中止とさせていただきました。当日報告予定の事項並びに報告者は以下の通りです。

　１．第83回全国学校歯科保健研究大会� 常務理事　林　　　昭　典
　２．令和元年度全国学校保健・安全研究大会／第69回全国学校歯科医協議会
� 副 会 長　藤　野　康　徳
　３．会員研修会� 理　　事　讃　井　茂　行
　４．マウスガード講習会� 理　　事　吉　松　昌　之
　５．第60回大阪市学校歯科保健研究大会� 専務理事　羽　生　卓　也
　６．学校歯科保健連絡協議会� 常務理事　川　上　　　力
　７．新年互礼会並びに受賞祝賀会� 副 会 長　美　島　達　平
　８．大阪二学歯連絡協議会� 副 会 長　藤　野　康　徳
　９．日本学校歯科医会関連 加盟団体長会議� 会　　長　西　本　達　哉
　10．大阪府学校歯科連合会関連� 会　　長　西　本　達　哉
　　　・�第63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 受賞祝賀会
　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　美　島　達　平
　12．第２回大阪府学校歯科連合会� 専務理事　羽　生　卓　也
　13．令和２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� 副 会 長　長　崎　三　男
　15．子どもの歯を守る懇談会 開催状況� 常務理事　上　田　裕　彦�
　16．第77回全国小学生歯みがき大会 大阪市内の参加校� 専務理事　羽　生　卓　也
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― 令和２年度　第１回　支部長会 ―

日　時　令和２年６月13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

　新型コロナウイルスの影響で残念ながら、前回令和元年度 第３回支部長会に引き続き中
止とさせていただきました。当日報告予定の事項は以下の通りです。

　１．令和元年度臨時総会
　２．日本学校歯科医会 第99回臨時総会
　３．第44回近畿北陸地区学校歯科医連絡協議会
　４．第71回指定都市学校保健協議会前日歯科保健協議会
　５．第71回指定都市学校保健協議会
　６．第59回全日本学校歯科保健優良校表彰選考会と説明会
　７．令和元年度年間活動報告書の返送と集計結果について
　８．検診器具とマウスガード講習会に関する集計結果について
　９．今年度定期健康診断について（感染予防対策を含む）
　10．日学歯会務速報Vol.11

　資料を支部長に送付の際の文書には以下のように記載しました。
　学校園は、年度末から臨時休校となり、やっと６月から始まりましたが、令和元年度定期
健康診断につきましては、現時点では、歯科・眼科・耳鼻咽喉科は原則、当面の間実施しな
いとなっております。学校園が落ち着いてきたら、再開されるものと思われますが、養護教
諭との連携を取り、情報交換をお願いいたします。学校歯科保健事業もなかなか実施しにく
い状況で、子どもたちの歯と口の健康が悪くなることが懸念されます。学校園から助言を求
められた際に、アドバイスをよろしくお願いします。特に日本学校歯科医会のホームページ
には、「新型コロナウイルス感染症対策室」など随時更新されており、大変参考になる情報
も多く掲載されていますので、ご確認をお願いいたします。
　令和元年度年間活動報告書につきましては、今回よりマークシート方式に変更しましたが、
ご協力賜り誠にありがとうございました。その一部を資料として入れておりますので、ぜひ
ご覧になってください。またマウスガードについては、新たな質問項目を設けましたが、実
際に作成された先生は20％、70％弱の先生がマウスガード講習会の受講を希望され、特に市
学歯で力を入れている、学会認定の内容を希望される方が36％もおられました。今後のマウ
スガード講習会の開催に向けて指針が与えられたものと考えています。ただ残念ながら今年
度の講習会は中止とさせていただきました。次年度以降の開催でぜひご参加いただきますよ
う、支部の先生方にも周知をお願いいたします。
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新支部長就任挨拶

　讃井茂行先生の後任として港区支部長に

就任いたしました冨本昌之です。港区住民

になって29年、港区で開業して21年、我

が家の子供たちが通っていた頃は地元の小

学生の児童は500人から600人いたが今で

は300人である。港区内の学校はどこも児

童数が減少している。私の受け持ち校は

200人である。しかし、学校歯科医にとっ

てはゆったりと時間をかけて検診ができる

し子供たちの様子を観察できるゆとりもあ

る。児童数の減少は子供たちの顔が思い浮

かぶくらいきめ細かい保健活動ができるメ

リットがある。行政の効率化だけで学校の

統廃合は進めて欲し

くない。しっかり学

校と連携をして将来

の日本を背負う子供

たちの健全な口腔育

成ができるよう港区

17学校園の学校歯

科医会としてこれか

らも努めてまいる所

存です。皆様のご指

導ご鞭撻をよろしく

お願いいたします。

　この度、西川庄治先生に代わり住吉区学

校歯科医会の支部長に就任させていただき

ました長尾優と申します。

　学校医に就任して間もない身でありなが

ら、支部長を拝命しましたため、戸惑いと

ともに身の引き締まる思いであります。

　右も左もわからないことだらけで、不手

際もあるかと存じますが、諸先輩方のお力

をお借りしながら努

めていきたいと思い

ます。

　今後ともご指導ご

鞭撻のほどよろしく

お願い申し上げま

す。
長尾　　優

（住吉区支部長）

冨本　昌之
（港区支部長）



― 11 ―

― 令和元年度　臨時総会 ―

日　時　令和２年３月26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　川　上　　　力
　　　会員数486名中　出席会員22名　委任状383名　合計405名で総会成立
２．開 会 の こ と ば  副　 会　 長　長　崎　三　男
３．会　 長　 挨　 拶  会　　　　長　西　本　達　哉
４．来　 賓　 祝　 辞  大阪市教育委員会　樽　本　康　隆
  大阪市教育委員会　平　中　早　苗
５．議　 長　 選　 出  北　 区　 北　中　谷　　　勝
６．議事録署名人指名  都　 島　 区　岡　山　哲　郎
  大　 正　 区　鳥　羽　史　郎
７．物 故 会 員 に 黙 祷
８．会　 務　 報　 告  専  務  理  事　羽　生　卓　也
９．議　　　　　　案
　第１号議案　一般社団法人 大阪市学校歯科医会　令和２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た。専務理

事は令和２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　令和２年度歳入歳出予算案承認の件
　　　　　　　 　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た。

会計担当常務理事は令和２年度歳入歳出予算案について説明を行ない、全員異
議なくこれを承認した。

　質 疑 応 答
　（生野区・岡本卓士）
　 　学校歯科保健事業の実施については市教委との協力体制が重要ですが、その具体的な手
段として何か考えておられるのかどうか、その点についてお聴きしたい。
　（会長・西本達哉）
　 　当会主催の新年互礼会・受賞祝賀会と大阪市学校保健会の懇親会等で市教委と相互の意
思疎通を図りたいと思っております。

副　 会　 長　美　島　達　平10．閉 会 の こ と ば
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― 令和２年度　定時総会 ―

　　　　　　　　　　日　時　令和２年６月25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　川　上　　　力
　　　会員数483名中　出席会員23名　委任状350名　合計373名で総会は成立
２．開 会 の こ と ば  副 会 長　長　崎　三　男
３．会　 長　 挨　 拶� 会　　　　長　西　本　達　哉
４．来　 賓　 祝　 辞� 大阪市教育委員会　三　嶋　賢　慶
５．議　 長　 選　 出� 北 区 北　中　谷　　　勝
６．議事録署名人指名� 東 淀 川 区　堀　田　博　史
　　　　　　　　　　� 中 央 区 東　柴　田　啓　子
７．物 故 会 員 に 黙 禱
８．会　 務　 報　 告� 専 務 理 事　羽　生　卓　也
９．議　　　　　　案
　第１号議案　一般社団法人 大阪市学校歯科医会　令和元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

は令和元年度事業報告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　令和元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た。

会計担当常務理事は令和元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った。全員異議なくこれを承認した。

　（生野区・岡本卓士）
　�　令和元年度・年間活動報告書のダブルミラーの項目の集計結果を教えて頂きたい。また
今回オートクレーブについて項目が無かったが、その理由とオートクレーブの100％完備
についての具体的な考えを教えて欲しい。
　（会長・西本達哉）
　�　まずダブルミラーの件、残念ながら83％と前回より下がっておりました。次に滅菌の件
ですが、事務処理能力の限界に加えて滅菌器使用は暗黙の了解事項との認識から調査項目
の削減対象となりました。次回は可能ならば調査致します。滅菌器完備の件は、やはり学
校歯科医が各々の担当校園に直接働きかけるべきです。また前回の調査ではダブルミラー
とオートクレーブの両方を揃えている学校は148校と約30％でした。これを100％にしなけ
ればならないと思います。今後はこの課題について協議していこうと思います。
� 副 会 長　美　島　達　平11．閉 会 の こ と ば

10．質　 疑　 応　 答
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　令和２年度の新任学校歯科医研修会は、下記の通
りに開催されました。本来は４月に開催予定でした
が、新型コロナウイルスの影響で何度も延期になり
ました。市教委が10月より歯科検診を行うと決定
したことを受け、開催について理事会で検討を重
ね、感染予防のためにも従来の第６会議室ではなく
初めて本会大ホールでの開催としました。当日は、市教委から保健体育担当の吉田係長と
中井指導主事のお二人に参加頂き、市学歯からは４名の役員が担当して講演が行なわれま
した。
　市学歯の講師陣は日本学校歯科医会の専門研修を修了された讃井茂行常務理事と吉松昌
之理事が新しく加わり、他の２名の理事も、講演内容を市学歯の事業内容に則したものに
改編して臨みました。参加された新任学校歯科医の先生方には３時間半の長丁場の研修会
を熱心に聴講して頂きました。最後に受講者を代表して、都島区の久我雅則先生に新任研
修会と基礎研修の２つの受講修了書が手渡されて研修会は終了しました。

日　　時　　令和２年９月10日（木）午後２時～５時30分
場　　所　　大阪府歯科医師会館　大ホール
受 講 者　　令和２年度から大阪市立学校園の学校歯科医に就任された24名の先生方
　　　　　
日　　程� 司　会　専務理事　羽　生　卓　也
　１．開��会��の��辞� 副 会 長　長　崎　三　男
　２．会��長��挨��拶� 会　　長　西　本　達　哉
　３．大阪市教育委員会挨拶� 係　　長　吉　田　和　子
　４．大阪市教育委員会紹介
　５．新入会員紹介
　６．研修会資料の確認と紹介� 専務理事　羽　生　卓　也
　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　吉　田　和　子
　　　　 �　平成23年から施行された学校保健安全法など学校歯科の法律関連の解説をした。

令和２年度　新任学校歯科医研修会と基礎研修会の合同研修会
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　　　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　中　井　美　紀
　　　　 �　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した。
　　　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　讃　井　茂　行
　　　　 �　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、学校保健関

係者との組織活動を解説した。
　　　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　梅　本　　　匡
　　　　 �　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、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。

　　　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　吉　松　昌　之
　　　　 �　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、スクリー

ニング診査やプライバシー保護についても詳細に解説した。
　　　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　長谷川　昌　徳
　　　　 �　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　藤　野　康　徳

　この新任学校歯科医研修会は、学校に
おける歯科保健活動の中で、歯科という
専門性を活かしながら、教育者としての
視点を持ち、積極的に歯科保健活動を進
めていく学校歯科医になるための基本的
な事項を習得するために行うものであり
ます。また、この研修会と日本学校歯科
医会の基礎研修会を兼ねるため名称は合
同研修会としています。
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　今年度より市岡中学校の学校歯科医に就
任させていただくことになりました小川哲
と申します。
　今回、新任学校歯科医研修会を受講させ
ていただき、今までの一開業医としての歯
科診療と公衆衛生活動に加え、文部科学省
の管轄下で教育者である学校歯科医として
の立場で学校保健活動に従事する重要性を
学ばせていただきました。

　生活の乱れが出やすく多感な中学校の生
徒達の歯と口の健康づくりを通じて自己管
理能力を少しでも向上させ「生きる力」を
育んでいけるよう精進していきたく存じま
す。
　今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。

小川　　哲
（港区支部）

　今年度より旭陽中学校の学校歯科医を拝
命いたしました浦田智久と申します。
　今回、新任学校歯科医 基礎研修 合同研
修会に参加させていただきました。
　日々、子供達の口腔内を治療してまいり
ましたが、これからは保健学習、保健指導

を通してより深く地域に貢献できることを
うれしく思っております。
　『生きる力の育成』の一翼を担える様、
誠心誠意努めてまいりますので、今後とも
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致し
ます。

浦田　智久
（旭区支部）

　今年度より六反幼稚園の園歯科医に就任
いたしました藤井 勉と申します。
　今回、新任学校歯科医 基礎研修 合同研
修会を受講させていただき、学校歯科医と
いうものがどれだけ園児・児童・生徒を健
全な成人に導いていくのに大切な存在なの
かを再確認させていただきました。
　いつまで続くかわからないコロナ禍では

ありますが、園の先生方とよく相談した上
で、保健学習、保健指導を行っていきたい
と思います。
　これからは歯科医であると共に一教育者
として、努力していく所存でございます。
今後とも諸先輩方のご指導ご鞭撻の程よろ
しくお願いいたします。

藤井　　勉
（平野区支部）

新任学校歯科医就任挨拶



― 16 ―

　今年度より巽東小学校の学校歯科医に就
任させていただくことになりました新井貴
治と申します。いくつになっても初めて経
験することは緊張ばかりですが、今回の新
任学校歯科医 基礎研修会を受講させてい
ただき、新たな発見とともに責任の大きさ

を実感いたしました。
　これからは地域保健に貢献するととも
に、教育者として責任を感じながら、日々
努力していくつもりですので、今後とも諸
先輩方のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い
申し上げます。

新井　貴治
（生野区支部）

　今年度より茨田西小学校の学校歯科医
に就任いたしました国田 完一と申します。
今回の研修会は私にとって、正にバック・
トゥ・ザ・フューチャー。小学生の頃、学
校歯科医といえば近所のおじさん（おじい
さん）がやってきたというイメージでした。
この度、約50年ぶりに小学校の門をくぐり
ます。彼らにとっては、たぶん興味のない
おじさん。きっと遊ぶことに夢中です。し
かし、そのおじさんもバックグラウンドで

研修を受け、何百人も同じ姿勢で検診。結
構、頑張っていたんですね。今回の新任学
校歯科医 基礎研修会を通じて、ふと小学
校の頃の自分に戻ることが出来ました。目
線を下げる。今後の私のモットーにしてい
きたいと気づかされました。コロナ禍での
ゴー・トゥー・スクール。学校歯科関係者
はじめ支援して頂いている方々のご厚意に
添えるよう、学校歯科医として微力ながら
頑張っていけたらと思います。

国田　完一
（鶴見区支部）

新任学校歯科医就任挨拶
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令和２年度　新任学校歯科医　令和元年度　退任学校歯科医

敬称略　★＝学校歯科医経験者

新任学校歯科医 支部・校園名 退任学校歯科医

久　我　雅　則 都　　島 東 都 島 小 学 校 西　田　基　之

吉　田　光　則 都　　島 都 島 工 業 高 等 学 校 橋　本　憲　次

木　村　浩　利 中 央 東 玉 造 小 学 校 松　田　　　毅

★ 藤　村　公　一 　 西 西 船 場 小 学 校 藤　野　　　明

磯　田　剛　志 西 明 治 小 学 校・分 校 入　江　　　正

三　好　秀　幸 港 三 先 幼 稚 園 吉　田　耕　次

村　上　　　崇 港 弁 天 小 学 校 溝　口　　　修

小　川　　　哲 港 市 岡 中 学 校 平　栗　英　樹

三　角　佐代子 浪　　速 木 津 中 学 校 谷　　　世志昭

※�佃西小学校と統廃
合の為、閉校 西 淀 川 佃 南 小 学 校 塚　本　康　裕

小　島　哲　也 西 淀 川 大 和 田 小 学 校 松　田　　　茂

上　野　彰　夫 淀　　川 十 三 中 学 校 末　廣　秀　次

堀　田　敬　史 東 淀 川 豊 新 小 学 校 広　瀬　浩　三

上　田　明　忠 東　　成 今 里 幼 稚 園 清　水　良　祐

加　藤　　　準 東　　成 深 江 小 学 校 加　藤　仁　朗

新　井　貴　治 生　　野 巽 東 小 学 校 錦　　　　　勲

花　谷　正　信 生　　野 新 巽 中 学 校 康　　　祐　國

浦　田　智　久 旭 旭 陽 中 学 校 稲　田　芳　樹

国　田　完　一 鶴　　見 茨 田 西 小 学 校 安　井　久　好

河　野　智　生 住　　吉 墨 江 幼 稚 園 髙　田　和　茂

山　本　弘　敏 住　　吉 我 孫 子 南 中 学 校 小　林　太一郎

河　野　智　生 住　　吉 大 和 川 中 学 校 佐々木　卯一郎

藤　井　　　勉 平　　野 六 反 幼 稚 園 櫻　井　宏　守

李　　　和　錫 平　　野 加 美 南 部 小 学 校 浅　野　清　一

村　上　正　一 平　　野 新 平 野 西 小 学 校 柿　野　雅　一

中　村　智　文 西　　成 北 津 守 小 学 校 三　代　文　夫
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― 第44回 近畿北陸地区学校歯科医会（学校歯科部）連絡協議会 ―

３．来　　賓　　挨　　拶� 　日本学校歯科医会　会　　長　川　本　　　強
� 大阪府教育委員会　教 育 長　酒　井　隆　行
� 大阪市教育委員会　教 育 長　山　本　晋　次
４．来賓並びに出席者紹介
５．座 長・副 座 長 選 出
６．協　　　　　　　　議
　　⑴　マウスガード取扱医療機関のホームページへの掲載について

【兵庫県歯科医師会】

　　⑵　乳幼児歯科検診における低フォスファターゼ症患者の早期発見について
【大阪府学校歯科医会】

　　⑶　マルトリートメント（親の子に対する不適切な対応・虐待）について
【大阪市学校歯科医会】

７．情　　報　　交　　換
　　⑴　学校歯科医の選定基準について� 【奈良県歯科医師会】

　　⑵　特別な支援が必要な児童生徒に対する各団体の取り組みについて
� 【兵庫県歯科医師会】
　　⑶　歯科健康診断後の歯科受診を促すリーフレットについて【兵庫県歯科医師会】

　令和２年度５月23日（土）、シェラトン都ホテル大阪にて開催予定の本協議会はコロナウイ
ルス感染症対策により中止となりました。当会報では会議当日に予定されていた日程及び協
議事項・情報交換事項等を掲載し、報告に代えさせていただきます。

司会　大阪府歯科医師会　理　　事　岩　月　勇一郎
１．開　　　　　　　　会
２．挨　　　　　　　　拶� 大阪府歯科医師会　会　　長　太　田　謙　司
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　　⑷　学校歯科保健の啓発活動における媒体について� 【滋賀県歯科医師会】

　　⑸　就学前歯科健康診断における事後措置について� 【滋賀県歯科医師会】

　　⑹　学校歯科医配置の選定基準について� 【京都府歯科医師会】

　　⑺　学校におけるフッ化物洗口事業への反対意見と文科省からの
　　　　学校現場の負担軽減に向けた協力依頼について� 【石川県歯科医師会】

　　⑻　障がいを持つ子どもたちの「口腔機能発達不全」について
� �【大阪府学校歯科医会】
　　⑼　「学校における働き方改革の推進」にともなう
　　　　図画・ポスターコンクール等への対応について� 【大阪府学校歯科医会】

　　⑽　大阪都構想可決後の学校歯科保健の状況について� �【大阪市学校歯科医会】

　　⑾　大阪市におけるG・GO／C・COの関連性について� 【大阪市学校歯科医会】

８．そ　　　 の　　　 他
９．次 期 当 番 挨 拶� 福井県歯科医師会　学校保健会副会長　梅　田　英　樹

10．閉　　　　　　　　会
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第71回　指定都市学校保健協議会　前日歯科保健協議会

　令和２年度の指定都市学校保健協議会前日歯科保健協議会は、岡山市歯科医師会の主催で６月６
日（土）にホテルグランヴィア岡山で開催の予定でしたが、新型コロナウィルス感染症が拡大して
いる現状を受け、４月９日に早々と開催の中止が決定しました。しかし協議題に関しては、各都市
へアンケート回答を求め、岡山市歯科医師会のご尽力により集計をして頂きました。紙上でのやり
取りですが、それぞれの都市の状況や事業、学校歯科保健への取組みについての回答は、今後の各
都市での学校歯科保健活動の参考になりました。

　参加（アンケート回答都市）
　　　　　�札幌市　　横浜市　　相模原市　　名古屋市　　大阪市　　堺市　　神戸市
　　　　　福岡市　　北九州市　　岡山市　（以上10都市）

◆令和元年度事業報告（特色のある事業・新事業・変化のあった事について）
　令和元年度に当会が実施した主な事業については以下の通り。

　４月11日　�新任学校歯科医研修及び基礎研修の合同研修会を実施。20名の新任学校歯科医と３名
の基礎研修受講学校歯科医の計23名が聴講。この研修会実施以降、483名の当会会員
がそれぞれの大阪市立の担当校園で検診をはじめとする学校歯科保健事業を行う。

　５月25日～26日　新潟市で行われた第70回指定都市学校保健協議会に参加。

　６月20日　�令和元年度定時総会において理事及び監事の改選を行い、岡本卓士会長の後任とし
て西本達哉新会長を選任。

　８月22日　�第７回歯・ロの健康づくり研修会を開催。当研修会は幼稚園から高等学校までの養
護教員を対象にしたもので、当日は約150名の参加者があった。研修の具体的な内
容は、位相差顕微鏡・糖度計や濃度計・pH計・かみかみセンサー・健口くん・咬合
力計・ロ唇圧計・歯みがき圧計など学校歯科保健教材や器具を使って、養護教員が
子どもたちと一緒に学校現場で体験学習ができるように、その使用法について自ら
の体験を通して習熟して貰うというもの。

　８月31日　和歌山市で行われた第43回近畿北陸地区学校歯科医会連絡協議会に参加。

　９月14日　会員の為の社会見学会を大阪市立あべの防災センターで行う。

　10月17日～18日　山口市で行われた第83回全国学校歯科保健研究大会に参加。
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　11月８日～20日　�日学歯　歯・ロの健康に関する図画・ポスター・標語コンクール入選作品を
大阪市立中央図書館にて展示。

　11月21日～22日　�さいたま市で行われた第68回全国学校歯科医協議会及び令和元年度全国学
校保健・安全研究大会に参加。

　12月７日　�会員研修会を大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室・仲野和彦教授を講師とし
て「学校歯科医の先生方にお伝えしたい小児歯科領域のトピックス」と題した講演
を中心に行う。特に小児の低フォスファターゼ症についても解説をしていただく。

　12月14日　�マウスガードを製作する講習会を行う。講師は大阪大学大学院歯学研究科特任教授
の前田芳信先生にお願いした。

各都市からの協議題
札 幌 市：新しい項目が加わった就学時健康診断はスムーズに実施されたか。
　　　　：�（日学歯推進事業について）指定校1校あたりの助成金額はいくらか。また、推進事業

の活動に係る収支・支出明細等の会計報告を受けているか。
　　　　：�推進事業の研究成果をフィードバックし、他の学校にも学校歯科保健活動を広げ推進し

ていく方策について。
横 浜 市：私立学校への対応について
　　　　：特別支援学校と歯科医師会との関連性について
　　　　：札幌市のミラー滅菌について詳しく伺いたい。
　　　　：校務支援システムIT化について。
名古屋市：「口腔崩壊」に関する、実態数の把握ならびに対応策についてご教示ください。
　　　　：「食育」に関する事業で、実績のある具体例をご教示ください。
　　　　：指定都市ならではの、今後の学校歯科保健に関する指標を策定したい。
堺　　市：�学校歯科全般、市に対して予算の折衝はどのようにしているか。また苦労した点などあ

ればご教示ください。
　　　　：�（日学歯推進事業について）選出された学校に対して、学校歯科医会からアドバイスや

協力などをしているか。
　　　　：保健教材の会員への周知や使用実績を教えていただきたい。
神 戸 市：�学校園へのフッ化物洗口導入を実施されている都市へ。導入の過程と、関係各所への対

応策についてご教示ください。
福 岡 市：各指定都市における口腔機能発達不全症についての取組みについて。
　　　　：マウスガードへの取組みについて、行っている指定都市があればご教示ください。
　　　　：学校歯科医の定年制について規則を作成してありますか。
　　　　：学校の統廃合における学校歯科医の人事について、各都市の取組みを教えて下さい。
岡 山 市：学校保健指導の実施状況はどうなっていますか。
　　　　：校医の通勤・労災がどうなっているか？
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　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「主体的・対話的で深い学び」の保健指導での手法について
　　�　大阪市では養護教諭対象に様々な学校歯科保健教材器具を使った研修会をこれまでに何度も
開催してきた。これまで学校歯科保健は染め出しを例に挙げても、児童生徒にとっても自分の
目で見てわかるので教材として大変適したものであった。さらにこれらの教材器具を使うこと
で、自らの生活習慣も見直す良い機会となるので、大阪市では推奨しているが、他都市ではど
のようなことをされているのかお聞きしたい。

　②マウスガード製作実習の普及について
　　�　学校現場における安全管理、安全指導、またマウスガード普及啓発を含めた教育に役立てて
もらえるように、平成30年度大阪大学歯学部前田芳信教授により支部長対象のマウスガード
講習会を開催した。昨年度はスポーツ歯学会の認定がもらえるグレードアップした講習会を開
き20名の会員が受講した。今後も事業として開催する予定である。他都市ではどのように取
組まれているのか教えて頂きたい。

　③今後の前日歯科保健協議会の開催方法について
　　�　静岡市では大阪市が、浜松市では名古屋市が、新潟市では横浜市が代行主催をしてきたが、
地元開催でないと負担が大きい。今後、前日協議会のメンバーでない開催地では、協議会は止
めて懇親会のみの開催ではどうだろうか？会場だけでも開催都市で押さえていただけたら、何
とかなるのではないだろうか？
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第71回　指定都市学校保健協議会（誌上開催）

　第71回指定都市学校保健協議会は、令和２年６月７日に岡山市にて開催予定でしたが、新型コロ
ナウイルス感染症のため、全国の指定都市から学校保健に携わる人たちが一堂に会する本協議会の開
催の適否について実行委員会で協議されました。開催を止めることのデメリットの意見も出ましたが、
開催時のリスクも数多くあることを考えると予定している期日に開催することはできないという結論
に達したようです。
　今回はこれまでの記念講演という形ではなく、「平成30年７月豪雨災害を経験して～安心・安全の
視点から～」というテーマに沿って、パネルディスカッション形式を取り入れました。いつ起こるか
もしれない災害に備えて、学校保健の立場で子どもたちの安全・安心のため何が必要か、災害当時の
校長先生をパネリストに迎え、参加者との意見交換を予定したようですが、課題別協議会での研究発
表と共にいずれも実現できなかったことが残念です。

１．主　　　　　催　岡山市学校保健会　岡山市教育委員会
２．共　　　　　催　公益財団法人　日本学校保健会
３．後　　　　　援　文部科学省
４．主　　　　　題　�社会の変化に対応し、持続可能な未来を切り拓く子どもたちの資質や能力を育

む学校保健の推進
５．課題別協議主題　各分科会における学校歯科関連並びに大阪市学校保健会の発表
　　第１分科会（健康教育）　岡山市立小串小学校　養護教諭　川上　莉那
　　　　　　　　　　　　　 主体的に自分の歯・口の健康づくりに取り組む子どもの育成
　　　　　　　　　　　　　 ～噛むことを題材にして学級活動を通じて～

　　第２分科会（保健管理）　福岡市立屋形原特別支援学校　学校歯科医　柏木　伸一郎
　　　　　　　　　 　　　　科学的根拠に基づいた「生きる力」を育む歯科保健

　　第３分科会（心の健康）　大阪市立みどり小学校　養護教諭　歌門　里佳
　　　　　　　　　　　　　 小学校体育科保健領域で取り組む「心の健康」について
　　　　　　　　　　　　　 新潟大学大学院医歯学総合研究科　口腔保健学分野　教授　霞原　明弘
　　　　　　　　　　　 　　新たな学校歯科保健活動を求めて　－ は～もに～プロジェクト －

　　第４分科会（地域保健）　堺市立深井小学校　養護教諭　多田　紀子
　　　　　　　　　　　　　 保健センターとの連携を柱とした健康課題への取組　PART２
　　　　　　　　　　　　　 ～協働　互いの視点やつながりを活かして～
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令和元年度　歯科検診状況集計結果
　今回の年間活動報告書は、事務処理の効率化を図るため、マークシート方式とさせて頂
きました。ご回答を有難うございました。歯科検診状況の集計結果は、市学歯の歯科保健
活動を調べる貴重な資料でありますので、調査項目と調査方法については更なる検討を重
ねたいと存じます。何卒、今後ともご理解ご協力をお願いいたします。

令和元年度　校種別検診状況の集計
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 総計

ダブルミラー
有　り 34園 83% 209校 83% 95校 84% 14校 82% 352校園 83%
無　し 7園 17% 44校 17% 18校 16% 3校 18% 72校園 17%

照明器具
ハロゲン灯 6園 15% 47校 19% 34校 30% 2校 12% 89校園 21%

白熱灯 28園 68% 106校 42% 39校 35% 8校 47% 181校園 43%
LED 5園 12% 76校 30% 33校 29% 4校 24% 118校園 28%

ヘッドランプ 11園 27% 85校 34% 49校 43% 3校 18% 148校園 35%
ペンライト 11園 27% 76校 30% 41校 36% 6校 35% 124校園 32%

検診結果記録者
養護教諭 38園 93% 189校 75% 78校 69% 10校 59% 315校園 74%
教　師 2園 5% 43校 17% 14校 12% 8校 47% 67校園 16%

歯科衛生士 5園 12% 52校 21% 31校 27% 2校 12% 90校園 21%
歯科助手 0園 0% 25校 10% 21校 19% 2校 12% 48校園 11%
その他 1園 2% 1校 0% 3校 3% 4校 24% 9校園 2%

児童生徒に外傷予防のマウスガードを作製した経験の有無
作製経験あり 5園 12% 41校 16% 32校 28% 7校 41% 85校園 20%
児童生徒の外傷に対する時間外対応について

対応可能 31園 76% 178校 70% 90校 80% 12校 71% 311校園 73%
対応困難 7園 17% 52校 21% 18校 16% 2校 12% 79校園 19%
その他 3園 7% 20校 8% 4校 4% 3校 18% 30校園 7%

マウスガード講習会の内容についての希望
学会認定の内容 13園 32% 94校 37% 39校 35% 8校 47% 154校園 36%
学会認定の内容
でなくてもよい 5園 12% 53校 21% 30校 27% 2校 12% 90校園 21%

座学のみ実習なし 4園 10% 24校 9% 12校 11% 4校 24% 44校園 10%
出席希望なし 19園 46% 80校 32% 33校 29% 3校 18% 135校園 32%
マウスガード講習会開催希望月

1〜3月 2園 5% 12校 5% 4校 4% 1校 6% 19校園 4%
4〜6月 1園 2% 7校 3% 1校 1% 0校 0% 9校園 2%
7〜9月 0園 0% 25校 10% 11校 10% 2校 12% 38校園 9%

10〜12月 3園 7% 20校 8% 9校 8% 1校 6% 33校園 8%
希望月なし 35園 85% 186校 74% 89校 79% 13校 76% 323校園 76%

マウスガード講習会の費用について
実習あり会費負担あり 14園 34% 82校 32% 41校 36% 4校 24% 141校園 33%
実習なし会費負担なし 8園 20% 80校 32% 37校 33% 7校 31% 132校園 31%
出席希望なし 19園 46% 87校 34% 34校 30% 6校 34% 146校園 34%
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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

１日の検診人数　中学校

１日の検診人数　小学校

１日の検診人数　高等学校

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

1人～100人
73％

101人～200人
25％

201人以上
２％

1人～100人
21％

101人～200人
41％

201人～300人
20％

301人～400人
　　　　10％

401人以上
８％

1人～100人
12％

101人～200人
38％201人～300人

33％

301人～400人
　　　　　10％

401人以上
７％

１～100人
０％

101人～200人
37％

201人～300人
19％

301人～400人
19％

401人以上
25％

1人～60人以下
86％

61人～120人
　　　　12％

121人～180人
２％

180人以上
０％

1人～60人以下
45％

61人～120人
46％

121人～180人
　　　　６％

241人以上
０％

181人～240人
３％

1人～60人以下
36％

61人～120人
53％

121人～180人
　　　　９％

181人～240人
０％

241人以上
２％ 1人～60人以下

６％

61人～120人
35％

121人～180人
47％

181人～240人
　　　　６％

241人以上
６％
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令和２年度　学校保健定期健康診断

《幼・小・中・高共通》
健康診断について
（１）令和２年度の幼児児童生徒の定期健康診断の実施期間について
　定期健康診断については、令和２年５月15日付け教委校（全）第17号並びに６月18

日付け教委校（全）第37号、７月15日付け教委校（全）第48号「令和２年度定期健康

診断の実施について」に基づき、健診項目によリ実施期間を分けて行うこととし、次の

（２）①の項目については、健診等の結果、精密検査等を夏季休業中に受ける幼児児童

生徒が多いことから、原則、１学期中の実施をお願いする。

　なお、健康診断の実施にあたリ、学校園内に感染者が判明した場合は、安全の確認が

できるまでの間、延期することとし、学校（園）医に管理職等から速やかに連絡する

こと。

　また、本市の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、実施期間をさらに変更する

こともある。

（２）各種検査・健診の取扱いについて
　　① 感染症予防策を講じて、原則、１学期の間に実施する
　　 　・�内科健診　・心臓健診　・結核健診（小学校・中学校の結核健康診断調査票、

高等学校Ｘ線撮影） ・尿検査　・身長　・体重測定　・視力検査　・聴力検査

　　② 感染症予防策を講じて、令和３年３月末までに実施する
　　 　・眼科健診　・耳鼻咽喉科健診

　　③ 感染症予防策を講じて、令和２年10月１日以降、令和３年３月末までに実施する
　 　　・歯科健診

　　 　　�（②③の場合は、定期健康診断実施前であっても、保護者が記入する保健調査

票を丁寧にチェックし、学校園生活を送るうえで注意が必要な内容について

は、教職員で共通理解を十分に図っておくこと）

　　※�上記検査結果については、従来どおリ速やかに幼児児童生徒及び保護者に通知する

こと。
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（３）健康診断時の感染症対策についての留意事項
　　① �健診の実施にあたっては、十分に学校（園）医等と協議を行い、健診環境を十分

に整えてから実施する。

　　② �学校（園）医用にアルコール消毒液（手指用）、手袋、フェイスシールド（自家

製可）・ゴーグル等を用意する。

　　③ �健康診断の実施前後には、教職員及び幼児児童生徒の石けんによる手洗いを徹底

する。

　　④ �健康診断当日の幼児児童生徒及び教職貝の健康状態の確認を徹底する。かぜ症状

等体調がよくない場合は受診を控える。学校（園）医、学校（園）歯科医の体調

の確認を徹底する。

　　⑤ �健診会場の換気を十分に行う。１～２時間に一度５～10分程度窓を大きく開け、

換気を行う。その際、２方向の窓を同時に開放する。

　　⑥ �一度に多くの幼児児童生徒を健診会場へ入れない。（会場の広さを十分に確保

し、お互いの距離が１～２m程度あけるなどして、人の密度を減らす。待機時

は、マスクを着用）会話や発声を控えるよう児童生徒等に徹底する。

　　⑦ �視力検査時に、遮眼器使用する場合は、必ずアルコールで消毒し、遮眼器を使用

しない場合はハンカチ等で眼球を覆う。

　　⑧ �耳鼻咽喉科健診時においては、学校（園）医は、メガネ（ゴーグル）とマスク、

あるいはフェイスシールドを着用し、対応する。

　　⑨ �聴力検査時に、聴力検査機器（オージオメータ）の受話器を使用する場合は、同

様に必ずアルコールで消毒する。

　　⑩ �眼科健診時においては、学校（園）医は、メガネ（ゴーグル）とサージカルマス

クで対応する。接触した場合は、70％消毒用アルコールによる手指消毒または石

けんで手洗いできる環境が望ましい。

　　⑪ � 歯科健診時においては、学校（園）医は、メガネ（ゴーグル）とマスクとフェイ 

　　 　 スシールド及びゴム手袋を着用し、必ずダブルミラーで対応する。病的な皮膚や 

　　 　 口腔内に接触した場合は、当然ゴム手袋は交換する。【令和２年10月１日以降実施】

　　⑫ �小学校・中学校は、定期健康診断の結果については、SKIP保健機能、健康診断の

「春」タブに入力すること。

　　⑬ �健康診断時に使用する器具（耳鏡、鼻鏡、舌圧子、歯鏡）の取扱いについて

　　　 １）�使用前に高圧蒸気滅菌器（オートクレープ）で滅菌する。設定温度と時間に

ついては、説明書にあるとおリに行う。できるだけ途中で滅菌することのな
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いように全員分の器具を準備しておく。

　　　 ２）�高圧蒸気滅菌器（オートクレープ）がない場合は、近隣の高圧蒸気滅菌器

（オートクレープ）導入校園で器具の滅菌を行うことが望ましい。

　　　　 　�ただし、検診の日程が近い等の理由で、それができない場合は、煮沸消毒器

（シンメルブッシュ）�で煮沸消毒を行う。器具を完全に沈め、沸騰してから

20分以上煮沸する。

　　　　 　�その際、取リ出す鉗子も一緒に煮沸消毒をする。できるだけ途中で消毒する

ことのないように全員分の器具を準備しておく。

　　　 ３）�器具を並べるバットは、ガーゼにアルコール（消毒用エタノール）を染み込

ませて表面を清拭する。

　　　 ４）�使用後は、手袋をして器具を水道水で洗浄し、１）２）の要領で滅菌、消毒

してから保管する。

令和２年７月

「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（第５版）」の主な変更点

１ 幼児児童生徒の出席停止等の考え方
　出席停止の条件について、本市の感染事例を踏まえ「幼児児童生徒の複数の同居家族
に発熱等かぜ症状が見られる場合」を追加

　　【第４版まで】�幼児児童生徒本人について、感染が判明又は濃厚接触者と認定された

場合及び発熱等かぜ症状がみられる場合、幼児児童生徒の同居家族に

ついて、濃厚接触者と認定されたり発熱等かぜ症状がみられたりする

等により検体検査（ＰＣＲ検査）を受検することとなった場合につい

て、幼児児童生徒を出席停止とする。

　　【第５版】　　�幼児児童生徒の複数名の同居家族に、「新型コロナ相談センター」

に相談するめやすに該当する発熱等かぜ症状が見られる場合、学校

（園）医等と相談のうえ、幼児児童生徒本人を出席停止とすることが

できる旨、上記の条件に追加
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２（１）① 学校園の臨時休業
　幼児児童生徒及び教職員に感染が判明した場合、一旦学校園の臨時休業を行うことと
してきたが、国のマニュアルを踏まえ、個別の状況に応じて学校園の臨時休業を実施し
ない、もしくは特定の学年、学級のみの臨時休業とすることもできるよう変更

　　【第４版まで】�感染者が判明した場合、濃厚接触者の特定及び消毒等のため一旦学校

園の臨時休業を行う。

　　【第５版】　　�感染者が判明した場合、濃厚接触者の特定及び消毒等のため必要な期

間、学校園の臨時休業を行う。ただし、学校園が区保健福祉センターや

学校（園）医と相談した結果を踏まえ、学校園の臨時休業を実施しな

い、もしくは特定の学年、学級のみの臨時休業とすることができる。

２（１）② 当該学級の臨時休業
　感染によって出席停止となった幼児児童生徒が属する学級について、学級休業を行う
こととしてきたが、個別の状況に応じて学級休業を実施しないことができるよう変更

　　【第４版まで】�感染による出席停止者の属する学級について、学校（園）医と相談し

た結果を踏まえ、学級休業期間を決定する。

　　【第５版】　　�感染による出席停止者の属する学級について、濃厚接触者を含む出席

停止者の割合が15～20％を上回る場合、濃厚接触者が保健所等に指

示された期間をめやすとして、学校（園）医と相談した結果を踏ま

え、学級休業期間を決定する。ただし、当該学級における濃厚接触者

を含む出席停止者の割合が�15～20％を下回る場合や、当該学級に濃

厚接触者がいない場合は、学級休業をしないことができる。

３（１）③ 保護者への周知
　幼児児童生徒及び教職員に感染が判明した場合、全校臨時休業と当該学級の臨時休業
に引き続く学級休業の連絡を同時に行うこととしてきたが、本市の感染事例を踏まえ、
全校臨時休業の周知を一旦行い、濃厚接触者を特定した後に、学級休業の有無や期間を
決定し、関係する保護者に連絡するよう変更



― 30 ―

　　【第４版まで】�学校園は、全保護者に対し、メール等により一旦学校（園）休業とな

ること等を周知するとともに、併せて当該幼児児童生徒の在籍する学

級の保護者に対し、学級休業となる旨連絡する。

　　【第５版】　　�学校園は、全保護者に対し、メール等により一旦学校（園）休業とな

ること等を周知する。濃厚接触者の特定後、学級休業の有無・その期

間を決定し、当該幼児児童生徒の在籍する学級の保護者に対し、学級

休業となる旨連絡する。

４ その他の学校（園）行事
　　 周年行事について、次年度以降への延期や中止を検討する旨、追加

巻末資料の追加

　・学校園の再開にかかる保護者あて通知文例を追加

　・学校から保護者あてメール文例を追加

　・�検体検査（ＰＣＲ検査）の受検判明以降の学校園の対応フローを追加
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令和２年８月

「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（第６版）」の主な変更点

大原則

　�　国のマニュアルを踏まえ、「感染状況に応じた感染症対策を講じながら、可能な限

り、授業や部活動、各種行事等の教育活動を継続し、子どもの健やかな学びを保障する

こと」を原則に追加

Ⅰ４　３つの密を避ける環境づくり

　�　国のマニュアルを踏まえ、学校園での活動において「３密」に加えて「大声」につい

ても注意する旨、追加。

Ⅰ６　清掃・消毒の実施

　�　国のマニュアルを踏まえ、通常の学校生活では、通常の清掃活動の範囲で対応するこ

とを基本に、多くの者が触れる共用物などポイントを絞った消毒を行うこととし、過度な

消毒作業とならないよう配慮する旨、追加。

　【第５版まで】

　　　・�多くの者が触れるドアノブ・手すり等の共用物は、1日1�回以上消毒液を用いて

清掃。

　【第６版】

　　上記に加えて、

　　　・�器具・用具や清掃用具など共用する物については、使用の都度消毒を行うのでは

なく、使用前後に手洗いを行うよう指導すること。

　　　・�床、机、椅子は通常の清掃活動の範囲で対応し、基本的に特別な消毒作業の必要

はないこと。

　　　・�トイレや洗面所は、家庭洗剤を用いて通常の清掃活動の範囲で対応し、基本的に

特別な消毒作業の必要はないこと。　など
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Ⅲ６　部活動について

　�　緊急事態宣言の解除以降の感染拡大の傾向を踏まえ、部活動の各種目の競技団体が示

すガイドラインも参考に部活動の対応を検討すること、吹奏楽の演奏会等が解禁となっ

たことを受けて開催にあたっての注意事項等を追加。

　【第６版】

　　　・�各種目の競技団体が示す「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイド

ライン」等を参考に活動内容を検討すること。

　　　・�演奏会等の開催にあたっては、来場者について感染症拡大対策が徹底できる最小

限の人数とし健康状態の把握を徹底すること。十分な活動スペースや観覧スペー

スが確保できない場合は、開催を見合わせること。　など



� 令和　　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　令和　　年　　月　　日～令和　　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致します。
・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。

咬合力計で使用する「ディスポーザブルキャップ 20コ」、「咀嚼力判定ガム 20コ」、口唇
力測定器で使用する「りっぷるボタン 10コ」無償支給いたします。
ディスポーザブルキャップ：１コ×46円　咀嚼力判定ガム：１コ×112円　りっぷるボタン：１コ×80円
それ以上の個数が必要な場合は有償支給となりますので、ご了承ください。
・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無くさないように返却をお願い致します。

５．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　　　　　　　　　　　　　　

貸出有無 器 材 名 商　品　名 無償支給 個　数

位相差顕微鏡 ペ リ オ ス コ ー プ ー 貸出は１台のみ
バクテリア・セルフチェッカー『見る菌』 ー 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 ー 貸出は１台のみ
ディスポーザブルキャップ 20コ 　　　　　　個

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

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

歯みがき圧測定器 歯 み が き 圧 指 導 器 ー 貸出は１台のみ
糖 　度 　計 ATAGO ペン糖度・濃度計 ＰＥＮｰJ PENｰ1ST ー 貸出は２台
ｐＨ 　 計 ＡＴＡＧＯ ＤＩＧＩＴＡＬ ｐＨ ＭＥＴＥＲ ー 貸出は１台のみ
ガ　　　　ム キシリトール入り咀嚼力判定ガム 20コ 　　　　　　個
りっぷるくん 口 唇 閉 鎖 力 測 定 器 ー 貸出は１台のみ
りっぷるボタン 10コ 　　　　　　個
健 口 く ん 口 腔 機 能 測 定 器 － 貸出は１台のみ
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会務報告
(R2.2.1 ～ R2.6.30)

令和元年度
 ２ 月 ６ 日（木）  学校歯科衛生室員会（府歯 第６会議室）
 ２ 月 ６ 日（木）  大阪府学校歯科連合会（府歯 第３会議室）
 ２ 月 ６ 日（木）  大阪市学校保健会 常任理事・理事会／新年会（ヴィアーレ大阪）
 ２ 月 ８ 日（土）  第11回理事会（リアライブ）
 ２ 月13日（木）  第60回大阪市学校歯科保健研究大会（府歯 大ホール）
 ２ 月19日（水）  日学歯 加盟団体長会議（日歯会館）
 ２ 月22日（土）  第２回学術部会（リアライブ）
 ３ 月 ３ 日（火）  すこやか大阪21推進会議（大阪市役所）
 ３ 月 ５ 日（木）  第12回理事会（府歯 第６会議室）
 ３ 月 ５ 日（木）  小学校教育研究会 保健部との懇談会（ホテル日航大阪弁慶）  中止　　
 ３ 月12日（木）  養護教員会との懇談会（プラザ14）  中止　　
 ３ 月13日（金）  大阪市食育推進連絡調整会議（大阪市役所）  中止　　
 ３ 月14日（土）  第３回支部長会（府歯 第６会議室）  中止　　
 ３ 月14日（土）  生野区支部定時総会・懇親会（シェラトン都ホテル）  中止　　
 ３ 月24日（火）  日学歯 学術委員会（日歯会館）
 ３ 月25日（水）  日学歯 第99回臨時総会（日歯会館）
 ３ 月26日（木）  臨時総会（府歯 第６会議室）
令和２年度
 ４ 月 ２ 日（木）  第１回理事会（府歯 第６会議室）
 ４ 月 ４ 日（土）  東淀川区学校歯科医会 令和元年度 懇親会（ウェスティンホテル大阪）  中止　　
 ４ 月 ９ 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）  延期　　
 ５ 月14日（木）  第59回全日本学校歯科保健優良校表彰推薦校への選考会（府歯 第６会議室）
 ５ 月16日（土）  第２回理事会（リアライブ）  中止　　
 ５ 月21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）  延期　　
 ５ 月23日（土）  第44回近畿北陸地区学校歯科医会(学校歯科部)連絡協議会（シェラトン都ホテル）  誌上開催
 ５ 月28日（木）  会計監査（分室）
 ５ 月28日（木）  第59回全日本学校歯科保健優良校表彰推薦校説明会（大阪市立神津小学校）
 ６ 月 ４ 日（木）  第59回全日本学校歯科保健優良校表彰推薦校説明会（大阪市立日東幼稚園）
 ６ 月 ４ 日（木）  第59回全日本学校歯科保健優良校表彰推薦校説明会（大阪市立矢田中学校）
 ６ 月 ６ 日（土）  第71回指定都市学校保健協議会前日歯科保健協議会（ホテルグランヴィア岡山）  誌上開催
 ６ 月 ７ 日（日）  第71回指定都市学校保健協議会（ホテルグランヴィア岡山）  誌上開催
 ６ 月11日（木）  第３回理事会（府歯 第６会議室）
 ６ 月13日（土）  第１回支部長会（府歯 第６会議室）  中止　　
 ６ 月20日（土）  第１回学術部会（松下ビル）
 ６ 月24日（水）  日学歯 第100回定時代議員会（日歯会館）
 ６ 月25日（木）  定時総会（府歯 第６会議室）



　コロナウイルス感染症のため学校歯科の多く
の事業が延期や中止となるなか、会報記事の編
集や校正には困難な点が多々ありましたが、漸
く会報179号を発行することができました。ご
協力いただいた先生方には、心よりお礼申し上
げます。皆さまのお手元に届くころには、「大
阪市を廃止し、4つの特別区を設置する大阪都

編集後記
構想」の住民投票の結果が出ていることでしょ
う。都構想の是非がいずれにせよ、大阪市の子
どもたちの歯科保健がより向上することを願
い、そのための最善の方策を検討したいと思い
ます。昭和６年に設立された大阪市学校歯科医
会は令和３年に90周年を迎えます。

１　令和２年度　会員研修会（受講登録は終了しました）
　　日　　時　令和２年 12 月 12 日（土）午後 3 時～ 5 時
　　場　　所　大阪府歯科医師会館　大ホール
　　講　　師　大阪大学大学院 歯学研究科 口腔分子免疫制御学講座  予防歯科学
　　　　　　　天野 敦雄 教授
　　演　　題　「歯周病は小児期から始まる」

２　令和２年度 第 61回大阪市学校歯科保健研究大会
　　 令和３年２月４日（木）の予定でしたが、コロナウイルス感染症のために中止となりま

した。

３　市学歯ホームページ更新情報
　　10月   9 日　最新の経口補水液スライドをアップロードしました。
　　　・熱中症対策の実際　～歯科医師の立場から～
　　　　学術部員　豊田裕章先生が作成された最新の経口補水液スライドです。
　　  9月 12日　学校歯科医紹介を更新しました。
　　  9月 12日　新任学校歯科医研修会を更新しました。
　　  5月 18日　会員報告書２を更新しました。
　　  5月   1 日　動画「食べたらみがこう」をリンクしました。
　　  2月 24日　令和元年度第60回大阪市学校歯科保健研究大会をアップロードしました。
　　 2月   3 日　新年互礼会並びに受賞祝賀会をアップロードしました

お知らせ

第179号　令和２年11月５日　発行
発行所

〒543-0033
大阪市天王寺区堂ヶ芝町1-3-27
大阪府歯科医師会館内

大阪市学校歯科医会
広　報　部

電話　大阪（6772）8362



DVD で参加する歯みがき大会です

開催概要

大　会　期　間

全国小学生歯みがき大会は、 小学生の歯と口に対する健康意識を育むことを目的に、

毎年、 「歯と口の健康週間 （6 月 4 日～１０日）」 にあわせて開催しております。

参加小学校に教材提供を行い、 収録した大会 DVD で参加いただくことができます。

第７８回大会では、 新しい生活様式に沿った歯みがき大会の運営をしてまいります。

ぜひ、 日頃の歯科保健指導の一環にご活用ください。

参　加　対　象

定　　　　　　員

２０２１年６月１日 （火） ～１０日 （木）

小学校５年生
※４年生 ・ ６年生でも参加いただけます。

※いずれか１学年の参加となります。

５， ０００校　／　２９０， ０００人 （先着順）

参　加　費　用 無料 ※使用する教材 （児童用ドリル、 歯ブラシ、 デンタルフロスなど）

　 も無償で提供いたします。

申　込　期　間 ２０２１年１月 　 ４日 （月） １０ ： ００～

　　　　　　２月 26 日 （金） ２４ ： ００まで

申　込　方　法 ライオン歯科衛生士研究所のホームページよりアクセス

ライオン歯科衛生士研究所 検索

主　催 ： （一社） 日本学校歯科医会　（一財） 東京都学校保健会　ライオン株式会社　（公財） ライオン歯科衛生研究所

後　援 ： 文部科学省　東京都教育委員会　（公財） 日本学校保健会　（公社） 日本歯科医師会　（公社） 東京都歯科医師会

　　　　　 （公社） 東京都学校歯科医会　（公社） 日本歯科衛生士会

【お問い合わせ先】

公益財団法人ライオン歯科衛生研究所　　　　　　　　　　　　TEL　０３ （３６２６） ６４８０

〒１３０－８６４４　東京都墨田区本所１－３－７　　　　　　　　　　　6480@lion.co.jp


