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Ｑ．新型コロナウイルス感染予防の観
点から歯みがきする際に注意するこ
とがあれば教えてください。

Ａ．歯みがきのタイミングをずらしたり，歯

みがきをする場所の換気をよくするなど３

密を避けることは予防効果があると思われ

ます。

また，歯ブラシの保管に関しては，他人

との歯ブラシを接触させないなどの配慮も

必要と思われます1)。

Ｑ．歯みがきと飛沫感染について教え
てください。

Ａ．残念ながら，感染者の場合には唾液中に

コロナウイルスが存在し歯みがきで感染す

るリスクがあることも事実です。そこで，

歯みがきでは，極力飛沫しないようにする

工夫が必要になると思われます。

学校の規模，洗口場の有無や広さ，歯ブ

ラシの保管の仕方など，給食後の歯みがき

の条件は各校様々です。そして，むし歯予

防とコロナ予防と今どちらが大事かと聞か

れると，コロナと答える方がほとんどだと

思います。ましてや，今，学校現場では感

染対策以外にも遅れた学業のことなどで大

混乱していると思われます。しかし，せっ

かくの良い習慣をここで途絶えさせるのは

とても残念なことです。

歯みがきはインフルエンザ対策にも効果

があることが言われ，医師会でも推奨して

おります2)。また，歯みがきは学校保健と

いう面でもとても大切なことであり，保健

教育として確立しているものと考えられま

す。したがって，次のことに注意をしなが

ら，是非，継続していただけることを願い

ます。

① 歯みがきをする時には，周りに飛沫し

ないようになるべく口を結んでやさしい

力でみがく。

② 歯みがきの間はしゃべらない，対面に

ならない。

③ 各自の席で少量の水（10ml，ペットボ

トルのキャップ２杯分）をコップに入れ

て，終わったらその水で口をゆすぎ，空

になったコップに吐き出すことで，洗い

場の３密を解消する。

ちなみに，災害時の避難先での歯みがき

も水10ml でゆすぐことを推奨してい

る。

④ みがいた後は，手指をしっかり洗う。

新型コロナウイルス感染予防のための
給食後の歯みがき Q&A

公益社団法人 東京都学校歯科医会
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Ｑ．歯磨剤の使用について教えてくだ
さい。

Ａ．歯磨剤中の発泡剤が新型コロナウイルス

に及ぼす影響として，独立行政法人「製品

評価 技術基盤機構（NITE)」は政府の要

請を受けた国立感染症研究所や北里大と共

同で，新型コロナウイルス対策の消毒に有

効性が期待される成分数種類をピックアッ

プして検証しました。

その中間報告では，アルキルグリコシ

ド3)などの界面活性剤他７種類について有

効性が認められたと発表しました。界面活

性剤は新型コロナウイルス表面を覆う脂質

の膜を壊すなどの効果が期待されていま

す。すでにインフルエンザウイルスなどで

有効性が確認されていましたが，今回の検

証では希釈液に入れた新型コロナウイルス

でも99.99％以上が不活性化され，効果が

裏付けられました3)。

Ｑ．その他に注意点があったら教えて
ください。

Ａ．忘れてはならないのが正しい生活習慣の

継続です。

規則正しい生活（早寝早起き，歯みが

き)，食習慣（朝ご飯もしっかり食べる，

奥歯でよくかむ，間食は時間を決めてダラ

ダラ食べない）を再度しっかり促すことが

大事です。このようなことが口腔内環境を

整えることは意外と知られていないかもし

れません。

また，歯科健康診断が秋以降に，しかも

年１回という学校が多いかと思いますの

で，かかりつけ歯科医の受診も例年にも増

して大切なこととなります。

【参考】

１）【東京医科歯科大学歯学部附属病院】

新型コロナウイルス感染予防と歯みがき

http : //www.tmd.ac. jp/medhospital/ top-

ics / covid － 1 9－mame / shika _ yobou －

hamigaki.html

東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合

診療部 礪波健一講師

２）｢新型コロナウイルス感染症」高齢者と

して気をつけたいポイント，一般社団法人

日本老年医学会，2020年３月

３）歯磨剤中の発泡剤にもアルキルグリコシ

ドが使用されている製品がある，産経新

聞，令和２年６月１日

（令和２年６月23日 作成）
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参考資料
※以下は日本学校歯科医会からの転載です。
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考えを変えたり，人を動かすことのできるの
は上からの圧力ではなく，自らが気づく「教育
の力」と思っています。今世界を震撼させてい
る新型コロナ感染症でも，日本の死亡者数や重
症化率などが低い理由の一つには，医療体制の
整備や社会の衛生環境，国民性もあるかもしれ
ませんが，幼児期からの衛生教育の影響も少な
からずあるのではないと私は思っています。歯
科保健に関しても例外ではなく，学校で友達と
一緒にプラークの赤染めをしたり，顕微鏡で細
菌を見て驚いた印象は特別のようで，診療室で
の指導とはまた違った効果を感じています。
私は学校歯科医になった当初から，むし歯予

防を中心とした授業の他に，食育や口腔機能関
連の授業も課外授業として行ってきました。私
を授業へ誘うのは紛れもなく子どもたちの反応
です。最初はどんよりとしていた子供の目がい
つの間にかキラキラしたり，奇想天外の感想を
寄せて驚かせてくれたり，終わった後は爽快感
が残り，次は何をしようかと題材探しを始めて
います。授業のヒントは，学校歯科保健大会や
ジョイント４ワークショップ（日本小児歯科学
会関東地方会・日本障害者歯科学会などの４学
会で開催)，関連書籍，日常臨床から得ており
ます。
そんな折「口腔機能発達不全症」の対応につ

いて書籍（子どもの口腔機能を育てる本，医歯
薬出版）を執筆する機会に恵まれました。拙著
の中で，｢口腔機能発達」の対応は，生活改善
（姿勢の改善・食事のアドバイス，遊びの中で
取り入れられるトレーニング）と書きました。
というのも，小学生の半数近くにみられる“ぽ
かん口”(口唇閉鎖不全）に「口唇閉鎖力の強
化」として口輪筋の筋トレをいくら行っても，
相変わらず口は開いたままということは多々見
られるからです。局所だけを見ているだけで，
日常生活での全身の姿勢や正しい食べ方への改
善がされなければ口唇閉鎖ができるようにはな
りません。そして口腔機能の発達のために行わ
れるべき，‶良い姿勢で口を閉じてよく噛んで
食べる”という本来ならば家庭で身につけるも

のが今の時代は難しいのではあれば，社会全体
つまり学校生活がその役割を果たすべきではな
いかと考えます。姿勢は授業中に，正しい食べ
方は給食の時間にみんなで気を付けたりチェッ
クしあいながら取り組めます。友達と一緒なら
ば楽しく学びながら身につけられるかもしれま
せん。学校で姿勢の指導をしてくれたら親は喜
ぶでしょう。｢うちの子はいくら注意しても一
向に猫背が治らなくて困ります」という親は多
いですので…。子供が学校でよい習慣を身につ
けてきたならば，それが家庭に拡がる可能性も
秘めています。
といっても歯科保健教育の授業は全てに行う

ことは困難です。専門的知識を持つ歯科医師が
必要な教材や資料の提供およびアドバイスを行
い，養護教諭や担任教諭などを通して子どもた
ちの生活指導が行われればよいと考えていま
す。拙著の巻末に説明用媒体を資料としていま
すのでご参考ならびにご活用いただけましたら
嬉しいです。
余談ですが，昨年から東京都学校歯科医会の

学術研究委員会に関わらせていただいていま
す。今回のテーマは「GOを科学する」です。
会議では知識もブラッシュアップさせていただ
き，私の日常臨床の歯肉炎の対応は格段に変わ
りました。“資料が完成しましたら，私の学校
歯科保健教育も変わる！”と楽しみです。皆様
にもご活用していただけたら嬉しく存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。

学校歯科保健教育に思うこと
東京都学校歯科医会 学術研究委員会 委員 浜野美幸（大森）

コ ラ ム

夏休み小池クラブでのひとコマ
養護教諭，歯科衛生士と一緒に課外授業
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歯科大学を卒業してから20年，大学院を卒業
してから16年，あっという間に時間は過ぎたよ
うに思う。女性はいつも１つのことに集中でき
ない。仕事をしながら，家事・育児・介護等々
いくつかのことを平行してやっている。最近の
男性は，私の子供のころの自分の父親に比べれ
ば，格段に家事・育児に参加していると思う。
でもそれは，いまだに“参加”であり，父親が
主導権を握ってやっているのではなく，あくま
でも母親のお手伝いである。男性は，仕事をし
ていればいいのだから，つくづく羨ましい。羨
ましい？ そうではない。確かに，働く女性は
複数のことをやりこなしていかなければならな
いが，人生の一大イベントである出産を経験で
き，男性にはできない体験をしているのだか
ら，働く女性のほうがはるかに充実した人生を
送っていると確信している。
13年前に息子を出産し，11か月から保育園に

息子を預けて仕事に復帰した。息子の出産と同
時に主人も私の実家の歯科医院に入ってくれた
ので，当時は実父と主人と私の３人の歯科医師
が出勤していた。とは言っても，息子が熱を出
せば休むのは私で，子供が小さいときはなかな
か仕事に集中できなかったり，実母の介護も重
なり，仕事に対するモチベーションを保つのが
難しい時期もあった。ただ，少しでも診療室に
出なければ，腕もなまり歯科医師として生きて
いけなくなるのではという不安な思いで少しで
も時間を作って働くようにしていた。６年前，
息子の小学校入学と同時にフルタイムで仕事に
復帰し，父から全面的に診療室を引き継いだ。
それと同時に育児は全面的に主人に担当しても
らうことを約束して，私は自分の時間のほとん
どを仕事に費やすことができたのである。それ
まで，行けなかった勉強会にも積極的に参加し
たし，地元の歯科医師会や同窓会にもなるべく
出席した。最初は面倒くさいと思っていた歯科
医師会の業務だったが，地元の諸先輩方から聞

く話はどれもためになるものばかりで，理事の
お仕事も４年間務めた。昨年６月から，社会保
険の審査委員をさせて頂いている。また，昨年
８月からは東京都学校歯科医会の学術のお仕事
にも参加させて頂いている。
学校歯科医としては，地元の小学校，幼稚

園，保育園の校医をしているが，もともとは父
が40年以上携わってきた小学校・幼稚園を引き
続き担当しており，親子２代で健康診断やフッ
化物塗布または学校の行事にも参加させて頂い
ている。長年，地元で歯科医院をやっている以
上，地域に密着した医療を提供するべきであ
る。その中で，地元の子供たちの治療だけでな
く，歯科健康診断・歯科の健康教育はとても重
要であり，大切な仕事である。長年，父が診療
室でもまた学校健康診断の場でも，大切にして
きた予防歯科とかかりつけ歯科医の重要性は，
私がこれから引き継いでいかなければならな
い。学校歯科医会の学術においても，長年学校
歯科医として活躍されていらっしゃる先生方の
お話がとても勉強になり，今後の私の学校歯科
医としての業務に大変参考になる事ばかりであ
る。
日々，勉強しなければいけないことが山積み

ではあるが，歯科医師として，また保険審査委
員として，学校歯科医としてまだまだ努力しな
ければならないと思っている。

女性歯科医師として思うこと
東京都学校歯科医会 学術研究委員会 委員 平野光恵（荒川）

コ ラ ム
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小平市は，東京都多摩地区の東北部，いわゆる
武蔵野台地にあり，その地名の通りに起伏はあま
り無く，自転車でも市内を楽に移動することが出
来ます。青梅街道が市の中央部を東西に貫き，こ
れと並行して南に五日市街道，北に東京街道，新
青梅街道が，さらに南北には府中街道，新小金井
街道，小金井街道が通り抜けています。また，市
内をぐるりと一周する“小平グリーンロード”
は，玉川上水，野火止用水，狭山・境街道，都立
小金井公園を結ぶ全周21ｋｍの水と緑の散歩道
で, 小平市民の憩いの場となっています｡ 平成27
年には「新日本歩く道紀行100選」に認定されま
した。小平市の人口は約19万強，その数は微増傾
向にありますが，少子高齢化が進みそろそろピー
クを迎えようとしています。
小平市内には，市立の19小学校，８中学校，９

保育園と，都立の３高等学校，１特別支援学校が
あり，定期健康診断と口腔衛生指導を行っていま
す。また，小学校における就学時健康診断，市の
健康課の歯科衛生士と協同でブラッシング指導も
行っています。
また，本会には学校歯科保健研修会という勉強

会があり，市内にある小・中学校の養護教諭と担

当する学校歯科医が全員参加する形で，毎年１回
開催されます。ここで行われる講演会の講師は，
小児歯科や学校歯科の専門家をお招きしていま
す。昨年度は都学歯理事の酒井克典先生に，CO
に関する取り扱いを中心に，今年度より変更され
る歯科健康診断結果のお知らせについて，西村
健先生には就学時健康診断の注意事項についてお
話をしていただきました。養護教諭の方々にも大
変好評で，講演後にはグループ分けをして子供た
ちの現状や問題点等について意見を出し合い，次
年度の活動に生かせるようにしています。
その他，歯・口の健康に関する図画ポスターコ

ンクールにも毎年参加させて頂いていますが，最
近は他の団体から協力依頼も多く，応募数も減少
傾向にあり悩むところであります。
５月末現在，東京都は新型コロナウイルス禍に

あり，子供たちは３ヶ月近くに渡り，学校で勉強
することもできず，友達と会うこともかないませ
ん。本来ならば学校歯科医の先生方全員の写真を
と思うのですが，歯科医師会の事務所もテレワー
ク，理事会もリモートとなっています。昨年11月
に小平市福祉会館で行われた「図画・ポスターコ
ンクール表彰式」の写真を掲載させて頂きます。
入賞者とその御家族，市長，教育長，本会会長，
学校歯科医での集合写真です。早くこの状態が終
息し，子供たちの笑顔が見られるようになる事を
願っています。

地区学校歯科医会からのメッセージ

小平市学校歯科医会

担当理事 鶴田 淳
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第14回定時代議員会
令和２年６月11日（木）に新型コロナウイルス感染

拡大が心配される中，歯科医師会館１階大会議室にお
いて15時より開催されました（代議員総数69名中出席
40名出席，書面による議決権の行使28名，予備代議員
への委任状提出者１名)。鈴木 博副会長の開会挨拶
に続き，箭本 治理事による点呼，末髙英世会長挨
拶，来賓挨拶（川本 強日学歯会長，山崎一男都歯会
長, 大越壽和都歯連盟会長), 議長・副議長の選出(鈴
木 勝代議員，東川輝子代議員)，議事録署名人の選
出（伊藤公英代議員，古田昭彦代議員）に続き，ご逝
去された８名の会員の先生方への黙祷，澤田章司専務
による会務報告，箭本理事による会計現況報告，澤田
章司専務による令和２年度事業計画，箭本理事による
令和２年度収支予算，澤田専務による令和元年度事業
の報告がなされました。以上で報告事項は終了し，質
疑なく報告事項は了承され，引き続き議事に移りまし
た。

第１号議案 令和元年度収支決算
箭本理事により議案説明があり，澤 正宏予算決算

特別委員会委員長による予算決算特別委員会報告，石
川文一監事より監査報告があり，第１号議案は原案通
り可決されました。

第２号議案 令和２年度会費の減額
（令和２年度限定）

澤田専務より新型コロナウイルス感染拡大にともな
い地区より会費の減額についてご意見ご要望がありま
した。これを受けて，大会中止等で予算の余剰があ
り，令和２年度に限り5,000円の会費減額を提案した

いと議案説明がありました。議長が第２号議案につい
て議場に諮ったところ，飯塚 務代議員（葛飾）から
の質問の後，挙手多数により第２号議案は原案通り可
決確定しました。

引き続き，協議事項に移りました。井上雄温代議員
（西多摩)，澤 正宏代議員（町田)，飯塚 務代議員
（葛飾）より，貴重なご意見をいただき，長沼善美副
会長が閉会の挨拶をして終了いたしました。

学校歯科医と養護教諭の研修会

西東京市

毎年２月に，西東京市教育委員会後援のもと学校歯
科医と養護教諭の研修会を開催しております。今年
は，２月20日（木）に西東京市市役所田無庁舎にて，
特定非営利活動法人「最先端のむし歯・歯周病予防を
要求する会」理事長の西 真紀子先生を講師として迎
え，『エビデンスに基づいた学校歯科保健』という題
目の講演をしていただきました。新型コロナウイルス
の影響もまだ少ない時期であったため，教育委員会の
方々，校長先生，養護教諭，学校歯科医の方々の出席
を得ることが出来ました。西先生には，スウェーデン
を始め，海外の歯科事情を日本の歯科事情と比較して
話して頂き，様々な反響が得られ，研修会は盛大に終
わりました。

今回は，新型コロナウイルスが世界的にも国内も深
刻になる前に会を開催することができましたが，小生
がこうして書いている間も，様々な会合・催し物が取
り止め・中止となっております。新型コロナウイルス
が早く終息して，経済の流通を始め，歯科医師会・学
校歯科医会が通常通り運営されることを祈って筆をお
きたいと思います。

（田中大平）
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●こんなことが「学校歯科医執務記録」になります●
学校歯科医執務記録は学校保健法施行規則で「学校歯科医が職務に従事したときはその職務を学校歯

科医執務記録簿に記入し校長に提出する」と定められています。
学校に出向いての執務はもちろんですが，
①校外施設での指導
②学校における学校保健に関する各種会合
③（教育委員会主催等）指定された研修会，講演会への参加
④（教育委員会主催等）指定された大会，学会等への参加
⑤養護教諭や学級担任からの相談（電話，メール等）
⑥診療所に来訪した児童・生徒の保健指導

なども執務とみなされます。
※①～④は「出勤｣，⑤，⑥は「協力」になります。
なお，執務記録の「８．学校行事に参加」には入学式，卒業式，周年事業，運動会，学芸会，

PTA，学校保健委員会等も含まれます。
個別のケースについては，所管の教育委員会にお問い合わせください。
学校保健に関する歯科医師会などの理事会・委員会への参加そのものは「出勤」になりません。来校

して学校保健の内容を情報提供することが「出勤」になります。また，電話・ファクシミリ等で学校保
健の内容を学校歯科医が直接に学校へ情報提供することは「協力」になります。執務記録に記載してく
ださい。

11ページの執務記録をコピーしてお使い下さい｡
※本会ホームページの会員サイト［学校歯科医の実務書類Q&A］から

ワードデータがダウンロードできます。

令和２年度 ブロック別学校歯科医研修会日程
中央ブロック 城東ブロック 城西ブロック

日

時

令和２年９月17日（木）
18：30～20：30
集合 18：00～
開会 18：30～

令和２年10月29日（木）
18：30～20：30
集合 18：00～
開会 18：30～

令和２年11月19日（木）
18：30～20：30
集合 18：00～
開会 18：30～

会

場

歯科医師会館 １F大会議室
(千代田区九段北４－１－20)
・TEL 03－3261－1675
・最寄駅
�総武線 市ヶ谷駅
�有楽町線,南北線 市ヶ谷駅
�都営新宿線 市ヶ谷駅

葛飾区歯科医師会館
（葛飾区青戸７－１－20）

・TEL 03－3602－0648
・最寄駅
�京成青砥駅から徒歩12分
�京成バス
亀有－新小岩(四つ木経由)
テクノプラザかつしか下車

歯科医師会館 １F大会議室
(千代田区九段北４－１－20)
・TEL 03－3261－1675
・最寄駅
�総武線 市ヶ谷駅
�有楽町線,南北線 市ヶ谷駅
�都営新宿線 市ヶ谷駅

演

題

「においの科学」
知っておきたい口臭のABC
～学校でのアンケート調査
からみえてきたこと～

◇講 師
東京医科歯科大学
名誉教授 川口 陽子

「においの科学」
知っておきたい口臭のABC
～学校でのアンケート調査
からみえてきたこと～

◇講 師
東京医科歯科大学
名誉教授 川口 陽子

「においの科学」
知っておきたい口臭のABC
～学校でのアンケート調査
からみえてきたこと～

◇講 師
東京医科歯科大学
名誉教授 川口 陽子
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認

印

欄

（学校長）

年 月 日

学 校 歯 科 医 執 務 記 録

執務者氏名 ㊞

執務日時 午前・午後月 日（ ） 全 日
執 務 場 所 学校，診療所（来訪電話等)，研修会，

大会，その他（ ）

執 務 の 概 要

項 目 記 事

１ 学校保健委員会等
⑴ 学校保健計画立案
⑵ その他

２ 定期健康診断

３ 就学時健康診断

４ 臨時健康診断

５ 健康相談及び健康指導
⑴ 健康講話
⑵ 相談
⑶ 健康指導
⑷ その他

６ 学校保健に関する研修会，大会等

７ 授業参加

８ 学校行事に参加

９ その他
⑴ 救急時の処置
⑵ フッ素塗布
⑶ その他

特 記 事 項

注意事項

１ 学校歯科医は，職務に従事したとき，その状況をこの執務記録に記入し，校長に提出してください。

２ この執務記録は，執務日ごとに記入してください。１日のうちで執務が数種にわたる時でも，１枚にまとめて記

入してください。

３ 学校以外の場所で執務した時は，出校時に記入してください。
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３／31（火） 会計閉鎖 会館
４／９（木） 第１回事業部会

※ML/WEB会議にて協議
４／16（木） 会計打合せ 会館

第２回事業部会
※WEB会議にて協議

４／23（木） 第１回理事会
※決議の省略による別段の方法で審議・協議

５／14（木） 第１回予算決算特別委員会
※各委員へ資料を送りMLにて協議
監査会 会館
第１回学術研究委員会（WEB会議）

５／19（火） 令和２・３年度東京都学校歯科保健推進校
（園）助成事業選定校訪問

豊島区立朝日小学校
５／21（木） 第２回理事会（WEB会議） 会館
６／４（木） 第３回事業部会（WEB会議）
６／11（木） 第14回定時代議員会 会館

第３回理事会（代議員会終了後） 会館
６／18（木） 第１回学術研究小委員会（WEB会議）
６／25（木） 第２回学術研究委員会（WEB会議）
７／２（木） 第１回広報委員会（WEB会議）

東京都立高等学校学校保健研究会役員連絡会
※新型コロナウイルス感染症流行により延期

７／９（木） 第４回理事会 会館

７／16（木） 東京都学校歯科保健推進校（園）助成事業
選定校連絡会 会館
第３回学術研究委員会 会館
城東地区学校歯科医連絡協議会【中止】

東武ホテルレバント東京
７／30（木） 第１回参事会 会館
８／27（木） TKPとの打合せ(オンライン配信について)

TKP市ヶ谷ビル
第４回事業部会 会館
作文審査会 会館
第71回関東甲信越静学校保健大会【中止】

長野県長野市
第71回関東甲信越静学校保健大会歯科職域部
会【中止】 長野県長野市

９／３（木） 第５回理事会（WEB会議）
第２回広報委員会（WEB会議）

【訃 報】

八 王 子 山下 直樹 （八王子市立第三小学校） R1.10. 7ご逝去

新 宿 加藤あい子 （新宿区立余丁町小学校） R1.10.31ご逝去

江 戸 川 佐々木康弘 （江戸川区立松江第二中学校） R2. 2. 3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）

令和２年度 各種大会・研修会日程
■ 第77回全国小学生歯みがき大会
(新型コロナウイルス対応として2021年
３月31日まで実施期間を延長）

令和２年６月１日（月）～６月10日（水）
DVD教材を使用し参加校が実施する

■ 令和２年度健康づくりフォーラム（中止）

■ 第71回関東甲信越静学校保健大会（中止）
歯科職域部会・懇親会（中止）

令和２年８月27日（木） 新潟県 朱鷺メッセ
令和２年８月27日（木） 長野県長野市

■ 第84回全国学校歯科保健研究大会（中止） 令和２年10月８日（木）～９日（金）
福井県福井市

■ 第70回全国学校保健・安全研究大会（中止）
学校歯科医協議会（中止）

令和２年11月12日（木）～13日（金）
富山県富山市

■ 令和２年度学校保健（学校歯科医）研修会 令和２年11月12日（予定） オンライン形式
■ 学校歯科医更新研修（都学歯主催） 令和２年11月12日（予定） オンライン形式

※日学歯主催の「更新研修」もございます（WEBによるオ
ンライン研修)。地区の参事経由でご案内をさせていただ
きます｡

■ 第55回東京都学校歯科保健研究大会 令和３年２月18日（木） 文京シビックホール
■ 令和２年度学校歯科医基礎研修会（都学歯
主催）はございません。

※日学歯主催の「基礎研修会」は，地区の参事経由でご案内
をさせていただきます（WEBによるオンライン研修)。

会 務 報 告
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