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と き
平成３０年 ２月 １日（木）

１４時
ところ

文京シビックホール
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代表 正木忠明 氏

３０年勤続表彰
代表 森岡俊介 氏

３０年勤続表彰者

学校歯科保健優良校表彰
代表 木村泰子 氏
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秋元愛結さん

中学校の部１位
清瀬市立清瀬第二中学校 ３年

久保田萌子さん

小学校高学年の部１位
世田谷区塚戸小学校 ６年

和田璃々花さん
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図画・ポスター講評
東京学芸大学 名誉教授

増田金吾 氏

図画ポスタースライド 歯・口の健康啓発標語コンクール
入選作品表彰

台東区立桜橋中学校 大島美月さん

標語コンクールのスライド
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渡邉葉月さん
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佐々木レヴィ沙羅さん
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研究発表 東京都立水元特別支援学校
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盛況の客席

実行委員のご協力で

スムーズな大会運営
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交流会は
スカイホールにて

皆様お疲れ様でした

乾杯 石川文一監事 司会 澤田章司専務理事

平成２９年度 受賞者

中締め 坂本眞理子監事

図画ポスターコンクール 入賞作品の展示 研究発表ポスター

６ 平成３０年３月 都学歯広報�第１２１号�



東京都学校歯科医会では事業の一環として，毎
年，国公私立の保育所（園）・幼稚園・こども
園・小学校・中学校・中等教育学校・高等学校・
特別支援学校を対象とした「学校歯科保健優良校
（園）」の募集と，小学校・中学校を対象とした
「歯の作文」の募集をしております。
学校歯科保健優良校（園）表彰は，毎年春に行

われる定期健康診断の結果や学校（園）歯科保健
の活動状況を調査票に記入し，東京都学校歯科医
会に送っていただきます。送られた調査票を東京
都学校歯科医会の審査委員会において，学校
（園）歯科保健活動が各学校（園）でどのように
取り組まれ，幼児，児童，生徒の歯・口の健康づ
くりがどのように実践されているかを審査いたし
ます。審査につきましては，う蝕処置率よりも学
校（園）歯科保健の活動状況の評価に重点を置く
ようにしております。また，各学校（園）歯科医
の活動内容も評価の対象になる部分があります。
毎年多数の学校（園）に応募していただいてお

り，平成２９年度は７２０校（園）の応募をいただき
ました。優良校（園）は東京都学校歯科保健研究
大会で表彰させていただいております。
なお，日本学校歯科医会では国公私立の幼稚

園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校を
対象に全日本学校歯科保健優良校表彰を行ってお
ります。東京都学校歯科医会では，応募校（園）
の中から特に優れた６校（園）を選出し，日本学
校歯科医会へ推薦いたします。
この事業の趣旨をご理解いただき，多くの学校

（園）が応募されますようお願い申し上げます。
また，「歯の作文」の応募につきましては，学

校歯科保健優良校（園）表彰の趣旨と同じく子ど
もたちの歯・口の健康づくり育成事業の一環とし
ておこなっております。対象学年は小学校では５
年，６年，中学校では全学年となっております。
平成２９年度の作文応募数は小学校３０７作品，中

学校１７８作品となっております。
応募作品は東京都学校歯科医会の審査委員会に

よって一次審査され，専門家の二次審査へとまわ
されます。これらの審査を経て選別された優秀作
品の中から，小学校部門より一作品，中学校部門
より一作品に絞られ，最優秀作品となります。そ
して，最優秀作品は毎年２月に開催されます東京
都学校歯科保健研究大会の席上において，ご本人
に朗読していただきます。また，優秀作品は本会
ホームページにも掲載させていただきます。
事業内容を充分にご理解いただき，各学校

（園）歯科医の先生方におかれましては，担当さ
れている学校（園）を訪問する際に，ご協力いた
だけるよう校長（園長）先生，養護教諭等に是非
お願いしていただけるよう希望いたします。

「学校歯科保健優良校（園）表彰」応募について
●対 象 校 国公私立の保育所（園）・幼稚園・

こども園・小学校・中学校・中等教
育学校・高等学校・特別支援学校

●応募締切 ６月末日までに東京都学校歯科医
会へご提出ください。

『歯の作文』募集について
●対象学年 小学校５年・６年・中学校全学年
●募集締切 地区教育委員会は，地区学校歯科

医会に７月中旬までにお届けくだ
さい。地区学校歯科医会は７月末
日までに東京都学校歯科医会へご
提出ください。
なお，国立および私立小・中学校
は７月末日までに直接東京都学校
歯科医会へご提出ください。

平成３０年度
「東京都学校歯科保健優良校（園）表彰の応募」と

「歯の作文募集」に関するご協力のお願い
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品川区には荏原学校歯科医会と品川学校歯科医
会があり，同じ行政区から委託された事業や研
究，研修を協調しながらそれぞれの会で行ってい
ます。
品川区は，教育特区として「教育改革・プラン

２１」を１９９９年から開始し，日本では早い時期から
学校自由選択制が採られ，教育カリキュラムが変
更となり，小中一貫教育が始まりました。小１プ
ロブレム，中１プロブレム解消のため，発達段階
により小学校１～４年生，小学校５・６年生と中
学校１年生，中学校２，３年生の３段階でカリ
キュラムが組まれています。そのため小中一貫校
（義務教育学校）は，区内に６学園ありますが，
その学校歯科医は３名制をとっています。
区内公立学校は，小学校が３１校（品川地区１７

校），中学校が９校（品川地区５校），義務教育学
校６校（品川地区３校）あり，幼稚園は９園（品
川地区７園）あります。また，公立保育園は４３園
（品川地区２７園）あり，園嘱託歯科医も学校歯科
医会の会員として活動を一にしています。全会員
数は６５名です。
品川学校歯科医会は，公益社団法人東京都品川

歯科医師会（以下，本会という）から委託業務を
請け負う独立した組織として存在し，事業は，す
べて本会事業の中に公益性の高い事業として位置
づけられており，創立８６周年を迎えました。
役員（写真）は，８名おり，年間１１回（８月は

休み）の理事会を開催しています。総会は，年に
２回，委員会が２つあり，区からの研究委託の特
別委員会，給食後の歯みがき実施モデル事業調査
研究委員会です。特別委員会の結果は，品川区学
校保健会において口頭及び誌上発表をしていま
す。
主な事業は，年に２回の研修会開催，２年に１

回の新任者研修会の開催，全国並びに東京都の学
校歯科保健研究大会参加，品川区学校保健会に関
与，品川区教育委員会との連携，荏原学校歯科医

会と連絡調整・連携，品川区養護教諭部会と連絡
協議，東京都学校歯科医会の各種事業に参加，図
画ポスターコンクール，歯の作文の募集・審査，
区保育課との連絡協議，学校歯科医・園嘱託歯科
医の推薦，区行政への予算要望，周年誌の発行，
学校歯科保健教材の作成・配布など，１年を通じ
て活発に活動をしています。
品川学校歯科医会規則では会の目的を「本会

は，園児・児童，生徒の口腔の健康保持増進を行
い，次代を担う品川区民の健全な心と身体の発育
発達に寄与することを目的とする」と謳っていま
す。また，会員には積極的熱意を有することを義
務として頂いているので，各種事業の年間を通じ
た参加状況を各会員ごとに記録して，会員はもと
より，執務記録の補填として教育委員会へも報告
をしています。それは会員にとって励みになって
いるようです。
会員の活動状況を知るために数年に１回くらい

はアンケート調査をしています。昨今は，若い会
員も積極的に学校に出向き，朝会で歯科講話をし
たり，口腔保健指導へも関わって頂いており，と
ても刺激になっています。また，東京都歯科衛生
士会や公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，新
東京歯科衛生士学校にもご協力を頂いています。
今後の課題としては，品川区内全域で「給食後

の歯みがき実施」ができるようにサポートしてい
くことです。来年度から一斉に開始してほしいと
要望を教育委員会にお願いしていますが，「一斉
には無理」と言われ，いろいろと画策していると
ころです。
今後も品川学校歯科医会の歴史と伝統を守り，

区内の児童生徒の健康を守るために尽力していく
所存です。

地区学校歯科医会からのメッセージ

品川学校歯科医会

会長 丸山進一郎
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目黒区は，東急東横線が縦断する中目黒や自由

が丘といった若者が集まる商業地域と住宅街が混

在した人口約２７万人の町です。

ブラタモリでも紹介されましたが，古くは江戸

の郊外に位置し，当時は江戸から日帰りで目黒不

動のお参りに行く“江戸のリゾート地”として栄

えました。また，競馬場や将軍様の鷹狩り場が

あったり，歌川広重の浮世絵でも江戸名所百景の

中で数点描かれている程に歴史的に興味深い場所

です。落語“目黒のさんま”に因んで毎年９月に

は“さんま祭”が盛大に行われ，気仙沼から来る

５，０００匹のさんまを区民が楽しみにしています。

近年，区内小学校児童数は増加していますが，

私立中学へ受験する児童の増加に伴い区立中学校

生徒数は減少傾向にあるようです。

さて，目黒区学校歯科医会は区立小学校２２校，

中学校９校，幼稚園・こども園３園，都立中・高

校５校を総勢３９名，役員８名により運営していま

す。その中で健口づくり，学術，広報と３つの委

員会があり，健口づくり委員会ではフッ素啓発パ

ンフレット作成や給食後の歯みがき対策，学術委

員会は講演会テーマを決定したり，広報委員会で

は目黒区学校歯科医会ホームページ（http : //

school.meguro.dentist）の管理を行っています。

小・中学校の学校歯科健康診断は，春と秋の年２

回行い，その他に歯みがき指導や子供達に歯の大

切さを知ってもらうための講話を行っています。

幼稚園・こども園では保護者や園児を交えての歯

みがき指導を歯科衛生士と共に行っています。ま

た学校保健委員会では，教諭・保護者や他科の校

医を交えて健康診断報告や歯と口のトピックスを

紹介しています。さらに行政との繋がりを目的と

した連絡協議会を毎年開催し，目黒区教育委員会

との意見・情報交換を行っています。

秋には，小・中学生の歯と口の健康啓発図画・

標語コンクールの審査を行い，優秀作品は，“い

い歯の日”１１月８日に因んで目黒区役所ロビーに

展示されます。昨年は，応募総数１２５作品が集ま

りました。

また，目黒区独自かもしれませんが，小学校５

年生と中学１年生にRDテストを行っています。

これは，唾液内のう蝕活動性を判定する方法で，

子供達自身の唾液採取した後に自分の体温で菌代

謝を活発にさせて菌数を色で判定させます。自分

の判定結果から，歯みがきの必要性や唾液の重要

性を体験的に学習してもらっています。

学術講演会は，毎年養護教諭と校医との合同研

修会として開催しています。これは，学校サイド

と校医が共通認識のもとで問題に対して対応でき

ることを目的としています。講演テーマは，養護

教諭の要望を取り入れながら決定し，昨年は，東

京医科歯科大学の宮新美智子先生から“子どもの

歯と口の外傷”をテーマに講演を頂きました。

我々の活動は，子供達が健康に対する知識を身

に付けることにより，自分で自分の健康を維持で

きる子供の育成を目指しています。それには，

我々だけでなく学校関係者・保護者・行政や地域

の人々の協力が必要と考えます。

目黒区学校歯科医会

副会長 上保 基
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港区学校歯科医会合同研修会

麻布赤坂

平成２９年１１月１４日に赤坂区民センターにて芝歯科医
師会学校歯科医部会，麻布赤坂学校歯科医会の合同研
修会を行いました。講師には台東区立東浅草小学校の
学校歯科医をされている久保和彦先生を招聘し日頃の
学校歯科医としての活動についてご紹介いただきまし
た。久保先生といえば平成２８年の学校歯科医会の会誌
にも寄稿され，またNHKでも紹介されており，内容
もかなり興味深いものでした。現状ではなかなか難し
いフッ素洗口を久保先生の熱意で定期的に行うなど，
『やればできる』を自でいく活動内容には目を見張る

ものがありました。学校歯科医として，今後どのよう
な心構えで活動していこうかを考えさせられる身の引
き締まるご講演でした。 （田島一滋）

平成２９年度学校保健（学校歯科医）
研修会
平成２９年１２月２１日（木）１５時より，歯科医師会館１

階大会議室で行われました。末髙会長の挨拶に続き，
講演は東京都教育庁教育支援部歯科保健担当の山田善
裕課長による「学校歯科医の職務について」と，公益
社団法人日本小児科医会理事・吉村小児科院長の内海
裕美先生による「子どもと電子映像メディアの問題
～スマホ社会の落とし穴～」についてでした。
内海先生のご講演を拝聴するのは，２回目でした

が，毎回いろいろ考えさせられます。自分の時には友
人との長電話がラインやメールになってるのかと考え
ましたが，それは中学高校の時で，それ以前は外で遊

んだり絵本を読んだりしていたので，現在とは違うな
あと思いましたし，先日，食事の待ち時間にあやとり
をしている親子を見て，親の考え方も大切なのでは？
とも，思いました。 （奥野圭子）

平成２９年度 第１回参事会
平成３０年１月１８日（木）１６時３０分より歯科医師会館

３階第１会議室で業われました。澤田専務理事の司会
のもと鈴木 博副会長の開会，末髙会長の挨拶に続い
て，東京都教育庁地域教育支援部歯科保健担当の山田
善裕課長，日本学校歯科医会の川本 強会長，東京都
歯科医師会の山崎一男会長，東京都歯科医師連盟の石
島弘己副会長より来賓挨拶を頂きました。
恒例で末髙会長が座長となり，１）第５２回東京都学

校歯科保健研究大会について（髙橋文夫理事），２）
周年記念事業（創立７０周年・法人化４０周年）について
（澤田専務），３）公益社団法人への移行について（箭
本理事），４）第１０回臨時代議員会の開催について（澤
田専務），５）事業部報告：優良校表彰，作文，図

画・ポスター，標語について（清水理事），功労者表
彰について（箭本理事），推進校について（山﨑理
事），島しょ支援について（澤田専務，鈴木あい子理
事），地区支援について（酒井理事），６）学術部報告
について（山室理事），７）その他で会計現況報告（髙
橋裕幸理事），日学歯報告（澤田専務）がなされました。
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第１０回臨時代議員会
平成３０年３月８日（木）１５時より歯科医師会館１階

大会議室で，藤野�男議長，鈴木 勝副議長のもと開
催されました（代議員６８名中６６名出席）。鈴木 博副
会長の開会に続き，点呼，会長挨拶，来賓挨拶（川本
日学歯会長，山崎都歯会長，大越都歯連盟会長），議
事録署名人選出［伊能代議員（江戸川），内山代議員
（日野）］に続き，渡邉理事による逝去会員への黙
祷，会務報告，髙橋裕幸理事による会計現況報告がな
され承認されました。
議事に入り，
第１号議案 平成３０年度事業計画（澤田専務理事

の提案説明）
第２号議案 平成３０年度収支予算（高橋裕幸理事

の提案説明）
澤予算決算特別委員会委員長による予算決算特別委

員会報告の後，議案は可決されました。

協議に入り，箭本理事が公益法人移行に伴う定款改
訂について資料をもとに説明されました。
また，東村山の橋本代議員より会長候補者選挙につ

いて，武蔵村山の土方代議員より議決権について質問
があり，箭本担当理事より回答がありました。最後に
長沼副会長が沖縄が開催地である全国学校歯科保健研
究大会への多くの方の参加をお願いし，閉会を宣言し
ました。

第６７回全国学校歯科医協議会
平成２９年１１月１６日（木）１５時３０分から三重県総合文

化センターの多目的ホールで開催されました。
まず，東京歯科大学臨床教授であり，子ども虐待防

止歯科研究会副会長でもある森岡俊介先生による「歯
科保健から見た児童虐待 －学校歯科医の関わり－」
の講演でした。子どものう蝕罹患率，う歯数減少のな
か，う蝕数が多かったり，本数が少なくても放置して
いるというのが被虐待児の特徴で，経済的貧困，ひと
り親，育児能力の不足等が子ども虐待の大きなリスク
となっているそうです。森田先生は，家庭医として母
親への支援の必要性を語っておられ，大変感銘を受け
ました。
次に公益社団法人三重県歯科医師会副会長の羽根司

人先生による「児童虐待予防 三重県歯科医師会１０年
の歩み」の講演でした。三重県では５０項目の生活習慣
アンケートから優位な差があったものを得点化しまし
た。ここでスクリーニングされ，さらに追加調査され
た児童の特徴としては，給食をむさぼり食べたり，お

かわりを何度も要求したり，予防接種や検診を受けて
いなかったり，また親の特徴としては，職員との面談
を拒んだり家族の状況を話したがらなかったり，子ど
もが登校していないのに連絡がなかったり，子どもへ
の言動が乱暴であったりするそうです。歯科医療は生
命の危機に及ぶことは少なく，もっとも後回しにされ
やすい医療であるので，親や保護者が子どもの健全な
成長に必要な歯科受診を意図的あるいは怠慢により行
わないデンタルネグレクトを見つけることに我々は努
力しなければならないと思いました。 （奥野圭子）

平成２９年度学術全体委員会
平成３０年２月８日（木）１５時より学術全体委員会が

歯科医師会館３階会議室で開催されました。澤田専務
理事が司会で，鈴木 博副会長の開会，末髙会長の挨
拶の後，平成２９・３０年度の口臭をテーマとした冊子に
ついての説明を山室理事が，島しょ地区事業報告を鈴
木あい子理事が行い，長沼副会長の閉会で終わりまし
た。
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７／６（木） 第４回事業部会 会館
７／１３（木） 第６回理事会 会館

優良校表彰審査会 会館
７／２０（木） 東京都立高等学校学校保健研究会役員連絡会 会館

城東地区学校歯科医連絡協議会
武蔵屋（西新井大師門前）

７／２５（火） 健康づくりフォーラム 都庁
７／２７（木） 第１回学術部会 会館

第１回学術研究委員会 会館
８／１０（木） 第６８回関東甲信越静学校保健大会 歯科職域部会

山梨
８／２４（木） 第２回学術部会 会館

公益法人移行についての打合せ会 会館
８／３１（木） ライブラリー打合せ会 会館

社労士との打合せ会 会館
第５回事業部会 会館
第２回学術研究委員会 会館

９／６（水） 歯・口の健康啓発標語コンクール（都学歯締切）
９／７（木） 日学歯代表会員打合せ会 会館

第７回理事会 会館
作文審査会 会館
第２回広報委員会 会館
ブロック別学校歯科医研修会（城南ブロック・
品川） 大井町きゅりあん

９／１４（木） 城北地区学校歯科医連絡協議会
練馬区歯科医師会館

９／１５（金） 図画・ポスターコンクール（都学歯締切）
９／２１（木） 公益法人移行についての打合せ会

都庁（東京都生活文化局）
９／２１～２５ 第９回学校歯科保健アジア会議

カンボジア・シェムリアップ
９／２８（木） 第２回選挙管理委員会 会館

歯・口の健康啓発標語コンクール審査会 会館
図画・ポスターコンクール審査会 会館

９／２９（金） 第３回学術研究委員会 会館
１０／５（木） 公益法人移行についての打合せ会 会館
１０／１２（木） 第１回東京都学校歯科保健功労者表彰選考委員会

会館
第６回事業部会 会館
ブロック別学校歯科医研修会（城北ブロック・北）

王子北とぴあ
１０／１９（木） 文京シビックセンター下見 文京シビックセンター

第２回東京都学校歯科保健功労者表彰選考委員会
会館

第８回理事会 会館
第３回広報委員会 会館

１０／２６～２７ 第８１回全国学校歯科保健研究大会 青森
１１／２（木） ライブラリー打合せ会 会館

公益法人移行についての打合せ会 会館
第２回予算決算特別委員会 会館
東京都養護教諭研究会役員連絡会 会館
第７回事業部会 会館

１１／６（月） 島しょ地区校長会 東京都教職員研修センター
１１／９～１２／２８ 図画ポスターコンクール受賞作品展示

市ヶ谷駅地下展示コーナー
１１／９（木） 図画ポスターコンクール受賞作品展示掲載作業

市ヶ谷駅地下展示コーナー
９回理事会 会館
第４回広報委員会 会館

１１／１６～１７ 平成２９年度全国学校保健・安全研究大会
第６７回学校歯科医協議会 三重

１１／１８（土） 多摩①地区学校歯科医連絡協議会 武蔵野公会堂
１１／２９～３０ 島しょ地区学校歯科保健活動サポート 大島
１１／３０（木） ブロック別学校歯科医研修会（多摩ブロック・国分

寺） 国分寺 Lホール
１２／１（金） 第４回学術研究委員会 会館
１２／７（木） 東京都学校保健研究会役員連絡会 会館

公益法人移行についての打合せ会 会館
歯の作文審査のお礼 麹町小学校訪問

千代田区立麹町小学校
第８回事業部会 会館

１２／１４（木） 第１０回理事会 会館
第５回広報委員会 会館

１２／２１（木） 学校保健（学校歯科医）研修会 会館
東京都教育委員会連絡協議会 京王プラザホテル

１２／２８（木） 図画ポスターコンクール受賞作品展示撤去作業
市ヶ谷駅地下展示コーナー

１／５（金） 新年会（品川） 品川歯科医師会館
新年賀詞交歓会（荏原） 荏原歯科医師会館
新年名刺交換会（杉並） 杉並歯科医師会館

１／６（土） 新春の慶事 先輩に感謝する会（葛飾）
テクノプラザかつしか

１／８（祝） ７０周年記念式典（豊島） ホテルメトロポリタン
１／９（火） 新春懇談会（東京都歯科医師会）

ホテルグランドパレス
１／１１（木） 文京シビックセンター打合せ

文京シビックセンター
ライブラリー打合せ会 会館
公益法人移行についての打合せ会 会館
第９回事業部会 会館
新年賀詞交歓会（江東） ホテルイースト２１東京

１／１３（土） 新年祝賀会（板橋） 板橋区歯科医師会館
賀詞交歓会（東京都学校薬剤師会）

グランドニッコー東京台場
新年賀詞交歓会（目黒） 目黒雅叙園
新年祝賀会（練馬） ホテルカデンツァ光が丘
新年会（世田谷区歯科医師会） スカイキャロット

１／１８（木） 中間監査 会館
第１１回理事会 会館
第２回参事会 会館
新年会（大森） 大森歯科医師会館
多摩地区歯科医師会連合会・歯科医師連盟
多摩連合会賀詞交歓会 立川グランドホテル

１／２０（土） 新年会（蒲田） プラザ・アペア
新年懇親会（江戸川） タワーホール船堀

１／２５（木） 新春時局講演会（都歯連盟） ホテルグランドパレス
新春賀詞交歓会（都歯連盟） ホテルグランドパレス

１／２７（土） 新年会（荒川区歯科医師会） ホテルラングウッド
新年会（東久留米市歯科医師会）

ホテルメトロポリタン
１／２８（日） 新年会（日本大学歯学部同窓会） ホテルオークラ
２／１（木） 第５２回東京都学校歯科保健研究大会

文京シビックセンター
第５２回東京都学校歯科保健研究大会 交流会

スカイホール
２／３（土） 新春のつどい（東京都歯科衛生士会）

アルカディア市ヶ谷
新年会（昭和大学歯学部同窓会東京支部連合会）

メトロポリタンエドモンド
２／６（火） 第５回学術研究委員会 会館
２／８（木） 学術全体委員会 会館

第６回広報委員会 会館
第１０回事業部会 会館

２／１５（木） 第１２回理事会 会館
第３回予算決算特別委員会 会館

２／２０（火） ライブラリー打合せ 会館
２／２２（木） 第７回広報委員会 会館
３／１（木） 平成２９年度叙勲・表彰を祝う会（東京医科歯科大学

歯科東京同窓会） ホテルグランドパレス
３／８（木） 第１３回理事会 会館

第１０回臨時代議員会 会館
３／１５（木） 第８回広報委員会 会館

公益法人移行についての打合せ会 会館

【訃 報】

町 田 佐藤 勝己 （町田市立つくし野小学校） H２９．８．１６ご逝去

練 馬 西連寺愛憲 名誉会員 H２９．９．２６ご逝去

京 橋 内藤 征男（中央区立明正小学校・
明正幼稚園）

H２９．１０．６ご逝去

江 戸 川 星野 匠 （江戸川区立篠崎第四小学校） H２９．１１．１３ご逝去

葛 飾 足立 勝正（葛飾区立飯塚幼稚園・
葛飾区立小合保育園）

H２９．１１．２７ご逝去

調 布 川崎 潤一 （調布市立緑ヶ丘小学校） H３０．２．７ご逝去

上記の先生がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り
致します。 （敬称略）

会 務 報 告
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