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明けましておめでとうございます。皆様におかれましては，穏やかな新年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。東京都学校歯科医会は，日本の未来を担
う子供たちが心身ともに健全に発育できるよう，学校保健をとおして教育等を
行うことを目的とした組織であります。しかしながら昨年は，年初より新型コ
ロナウイルス感染症が世界的に拡大し，第５４回東京都学校歯科保健研究大会を
はじめ多くの事業が中止となりました。また，学校においても臨時休業が長期
間に及び，子供たちの生活は一変し，健康にも大きな影響を及ぼした１年とな
りました。
新型コロナウイルス感染症拡大により歯科医院経営が悪化している中であっ
ても，診療時間を割いて学校歯科保健活動に従事している先生方には頭が下が
る思いであります。このようななか会員より会費減額の要望があったことよ
り，先生方のご負担を少しでも軽減できるよう理事会に諮り，令和２年度に限
り会費減額を代議員会で決定したところです。
当会においては，令和２年は１年間をとおして感染防止の観点から理事会や
委員会をWeb開催とすることが余儀なくされました。国からは「新しい生活
様式」が提案され，学校現場も私たちの会務も大きく変化した年となりまし
た。春の学校歯科健康診断は年度内に行えば良いとの文部科学省からの通達が
あり，秋以降にフェイスシールド，マスク着用，グローブ交換など新たな方式
で実施してきたところです。もうすぐ令和３年度の春の歯科健康診断の時期と
なりますが，感染者数が拡大していることを考慮しますと，引き続き同様な感
染対策を講じながら実施することになろうかと思っています。通常より時間も
手間もかかりますが，子供たちの安全，学校歯科医の安全を優先に，ご対応を
よろしくお願い申し上げます。
さて，第５５回東京都学校歯科保健研究大会（令和３年２月１８日・文京シビッ

ク小ホール）は，例年と異なり無観客で行い，皆様にはYou Tube で配信す
る予定です。詳しくはホームページをご覧いただきたいと思います。
また，本年１０月に開催予定の第８５回全国学校歯科保健安全研究大会は，諸般
の事情で急遽，東京都が引き受けることとなりました。日本学校歯科医会と開
催に向けて検討しているところですが，この新型コロナウイルスの時代を逆手
にとって，例年とは異なった「新しい生活様式」にふさわしいスタイルにして
いきたいと考えております。とは言いながらも，やはり先生方のお力をお借り
しなければならない場面もあろうかと思います。どうぞご理解，ご協力の程，
よろしくお願い申し上げます。
最後に，現執行部の任期も今年の６月で終了となります。新しい形の東京都
学校歯科医会に少しずつ変化をし，公益社団法人として誇れる会になっていく
ものと確信しております。
今年が皆様にとりまして，新型コロナウイルスを吹き飛ばし，より良い年に
なりますことを祈念し，新年の挨拶といたします。

会長挨拶

新年を迎えて

公益社団法人 東京都学校歯科医会

会 長 末 髙 英 世

２ 令和３年１月 都学歯広報�第１２９号�



１ 主 旨 学校歯科保健をとおして，次代の日本国民の健全な発育発達に寄与することを目的と

する。

２ 主 題 学校と家庭が連携して行う児童生徒の歯・口の健康づくり

３ 主 催 公益社団法人 東京都学校歯科医会

４ 後 援 東京都教育委員会 一般財団法人東京都学校保健会 一般社団法人日本学校歯科医会

公益社団法人東京都歯科医師会 公益社団法人東京都歯科衛生士会 公益社団法人東

京都栄養士会 一般社団法人東京都小学校PTA協議会 東京都公立中学校PTA協議

会 東京都公立高等学校PTA連合会 東京都養護教諭研究会 東京都立高等学校学校

保健研究会 東京都学校保健研究会 東京私立初等学校協会 文京区・文京区教育委

員会
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開会式
・会長挨拶

表彰式
・学校歯科保健
優良校入選校

・東京都学校歯科
保健功労者

・学校歯科医３０年
勤続会員

図画・ポスター，標語
入選者表彰

図画・ポスター
コンクール画評
東京学芸大学
名誉教授
博士（教育学）

増田 金吾

優秀作文発表
優秀作文講評
千代田区教育会
国語部長

渡辺 裕之
優秀作文入選者表彰

研究発表

令和元・２年度
生きる力をはぐくむ
歯・口の健康づくり
推進事業
世田谷区立
太子堂小学校

平成３０・令和元年度
東京都学校歯科保健
推進校（園）助成事業
調布市立若葉小学校
港区立青山中学校

特別講演
「下流医療から上流医
療へ」
～学校歯科保健に期待
します～

メディカルエンター
ティナー
みらいクリニック院長
内科医・東洋医学会
漢方専門医
NPO法人日本病巣疾
患研究会副理事長

今井 一彰

閉

会

１４：００ １４：３０ １５：１５ １６：００ １７：００

５ 期 日 令和３年２月１８日（木） 午後２時 開会

６ 開催形式 無観客・オンラインライブ配信（You Tube Live）形式

※視聴用URLは２月上旬に東京都学校歯科医会HPでご案内します。

（大会終了後，１ヶ月間インターネット動画配信予定）

７ 対 象 者 学校教職員，PTA，児童生徒，教育委員会，歯科衛生士，栄養士，歯科医師等

８ 日 程

９ 表 彰 本大会において，令和２年度東京都学校歯科保健優良校入選校，歯の作文・図画ポス

ター・標語コンクール最優秀賞受賞児童生徒，学校歯科保健功労者及び３０年勤続会員

の表彰を行う。

１０ 図画・ポスターコンクール画評

東京学芸大学 名誉教授

博士（教育学） 増田 金吾
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１１ 最優秀作文の発表

⑴ 「口腔ケアは命を守るケア」 中央区立日本橋小学校 ６年 今井 優花

⑵ 「むし歯と感染症」 調布市立第五中学校 ２年 高林 花凜

作文講評 千代田区教育会 国語部長 渡辺 裕之（千代田区立番町小学校校長）

１２ 研究発表

令和元・２年度 生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業

世田谷区立太子堂小学校

平成３０・令和元年度 東京都学校歯科保健推進校（園）助成事業

調布市立若葉小学校

港区立青山中学校

１３ 特別講演

「下流医療から上流医療へ～学校歯科保健に期待します～」

メディカルエンターティナー

みらいクリニック院長

内科医・東洋医学会漢方専門医

NPO法人日本病巣疾患研究会副理事長 今井 一彰

※大会後の“交流会”は，新型コロナウイルス感染拡大を考慮し開催いたしません。

※大会事務局：公益社団法人 東京都学校歯科医会

〒１０２－００７３ 千代田区九段北４－１－２０

（電話）０３－３２６１－１６７５

（E－mail）tasd@tasd.or.jp
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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，毎年行われ

る定期健康診断の結果や前年度の学校（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

りますが，コロナ禍の令和２年度は２７９校（園）
の応募をいただきます。優良校（園）の中で満点
の評価となった学校（園）は東京都学校歯科保健
優良校（園）優秀賞とさせていただき，表彰させ
ていただきます。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，
この優秀賞の校（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。
令和２年度の作文応募数は小学校６２作品，中学

校５１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月に開催される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，ご協力をい
ただけるよう学校長及び，養護教諭等に是非お願
いするよう希望いたします。
下記の締め切り日につきましては，状況を見て

変更をする場合もございます。

「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。

令和３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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令和２年９月２４日（木）は２日前に発生した台風
１２号の影響で風雨の強い朝となっていましたが，
午後から台風は逸れて，無事池上会館に到着しま
した。大変立派な佇まいの池上会館の２階集会室
はキャパシティ４００名という広いホールで，講演
会は開催されました。コロナ禍にもかかわらず５０
数名の学校歯科医の先生方が参加されましたが，
ソーシャルディスタンスは十分にとれていまし
た。
講演内容といたしましては，以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症は，２０１９年１２月に中

国武漢で発生しCOVID-１９と名付けられました。
顕微鏡学的形態，ウイルス学的分類，人体への侵
入方法，人から人への感染経路，様々な物質上で
の生存期間，ワクチン候補などの説明の後，学校
ではどのように健康診断を行っていくべきなの
か，日学歯からの「学校歯科健康診断時の感染対
策についてのお願い」を説明しました。
内容を列挙します。
学校歯科健康診断時の注意点（留意点）
学校側
１．事前に家庭での健康管理を徹底する
２．事前に保健調査票を記入する
３．健康診断当日は児童生徒や健康診断にか
かわる教職員全員の体調チェックを徹底す
る

４．検診室の換気を十分行う
５．密集しないよう一度に多くの児童生徒を
検診室に入れない

６．検診室では会話や発声を控えるよう児童
生徒に徹底する

７．ミラー等の検診器具の滅菌を徹底する
８．記録者はマスク・フェイスガードを着用
することが望ましい

学校歯科医側
１．手指消毒（アルコール等）を徹底する
２．口腔内を触らない健診方法を心掛ける
３．マスク・グローブを着用する
・グローブの用意が可能であればグローブ
は一人ひとり交換することが望ましい

・顎関節検査は，健康調査票を参考とし，
異常を訴える児童生徒を触診しグローブ
を交換する

４．ゴーグル（フェイスガード，フェイス
シールド）を着用することが望ましい

５．健康調査票を活用し，効率よい健康診断
を行う

６．特別支援学校や高リスクの環境において
身体抑制が必要な場合は防護服を着用する
ことが望ましい

７．「学校歯科医の活動指針」に準じて臨機
応変に対応すること

以上のことに留意していただければと思いま
す。
また，給食後の歯みがきについても中断してい

る学校は多いかと思われますが，ぜひ継続をして
いただきたいと思います。せっかくの良い習慣を
ここで途絶えさせることはとても残念なことです
し，歯の健康を守るための歯みがきは子供のころ
からの良い生活習慣として身に着けないと成人に
なってからでは身につきません。飛沫に十分注意
をした歯みがき方法など詳しくは，都学歯ホーム
ページに掲載されていますのでご一読いただけま
したら幸いです。
オンラインによる歯みがき指導の１例として，

日学歯とライオンで毎年開催している「小学生全
国歯みがき大会」をご紹介いたしました。参加人
数は毎年２７万人います。海外の参加もある大会で
す。事前，事後指導もあり，内容も充実しており
ますので一度参加されてみてはいかがでしょう。

以上で講演は無事に終了いたしました。会場の
設定，準備などに関わられた大森歯科医師会の諸
先生方に感謝申し上げますとともに，参加されま
した先生方に少しでもお役に立てる情報がありま
したら幸いです。

大森歯科医師会での講演会
「コロナ禍における学校歯科健康診断」

公益社団法人東京都学校歯科医会 理事 鈴木あい子
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学校や園でけがをして医療費等の状況の紙を
持ってこられた時に，ドキッとした事はありませ
んか？
そんな時に少しでもお役に立てればと考え企画

しました。いろいろな場面が想定されますが，「こ
んな時にどうしらいいのかな」と迷いそうな事例
を今回紹介いたします。
事例は，現在通院中の患者が学校の管理下にお

いて受傷して来院した場合です。
『医療保険』と『日本スポーツ振興センター災

害共済給付制度』の両方の請求が同月内で混在す
る場合です。日本スポーツ振興センター災害給付
制度の請求は，月で５００点以上ではなくて，治療開
始より治療終了までの期間で５００点以上が給付の対
象となります！
左側のカルテの様に，初診月の６月分スポーツ

振興センターの請求分は，２６１点でした。
初診月で，保険点数が５００点以上にならないと考

えられる微妙な場合は，「子ども医療費助成制度」
の利用も考えられます。その判断は歯科医師に委
ねられています。この事例では，翌月に５００点以上
になるだろうと判断して，窓口負担金３割を徴収
しました。また特に決まりはないのですが，この
様にスポーツ振興センターの請求分のカルテは黒
枠で囲む方が分かり易いです。義務ではありませ
んが，参考にして下さい。

次のページの上段には６月分のレセプトと医療
費等の状況を紹介しました。下段には，７月分の
レセプトと医療費等の状況を紹介しました。『医療
保険』と『日本スポーツ振興センター災害共済給
付制度』の両方の請求が同月内で混在する場合で
すので，この様に複雑な記載になります。
また現在通院中でなく，学校の管理下における

外傷で久しぶりに来院された場合や初診で来院さ
れた場合は，シンプルな請求となりますので，ご
安心ください。
この事例の様に，５００点以上いくかどうかが分ら

ない時は，６月分と７月分で確認してから一緒に
２か月分をまとめて，医療費等の状況の用紙を学
校へ提出をしてもよいし，単月での提出でも構い
ません。

『日本スポーツ振興センター災害共済給付制度』
「医療費等の状況」を持って来た！

そんな時のこんな請求
公益社団法人東京都学校歯科医会 広報担当理事 髙橋裕幸
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＊（公社）葛飾区歯科医師会 保険研究委員会発行
「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度につ
いて」―学校（園）でケガをして来院したときの請
求方法―より，資料提供をいただきました。
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「コロナ禍」での歯科健康診断を終えて

練 馬

コロナ禍での歯科健康診断の実施と言うことで先生
方もご苦労なされたと思いますが，健康診断を終えて
みての感想を述べます。
健康診断場所は理想とされる体育館ではなく保健室

で行なったのですが，換気に気をつけソーシャルディ
スタンスを取りながら，廊下にクラス全員が並ぶこと

なく７人ずつのグループに分けて順次呼びに行ってい
ました。
グローブは，学校を通して教育委員会に人数分用意

して頂いたのですが，私が普段使っているMサイズ
はなく全部 Lサイズでした。ところが健康診断には
この Lサイズがちょうど良く，１人ずつグローブを
取り替えるのが素早く出来るのです。
今年は，新型コロナウイルス対策を取った上での健

康診断でしたが，この方法は全ての感染症対策にも通
用しますので，来年からもこれを基準にして続けられ
たら良いと痛感しました。 （西 克昌）

新型コロナウイルス感染症にり患した
学校の児童の歯科診療について

練 馬

１１月１８日，田柄小学校連絡メールにて，新型コロナ
ウイルス感染症・陽性者児童が発生しましたとの報告
がありました。１１月１９日は臨時休校・２０日当該学級

は，午前中自宅待機・午後学校にて一斉に PCR検
査，検査結果が出るまで自宅待機となりました。しか
しながら自宅待機すべき児童が母親と共に治療勧告書
を持参し，受診・治療終了後に担当歯科医が自宅待機
中の児童であると判明しました。
我々医療従事者は新型コロナウイルス感染症状況を

教育委員会・学校関係者からの報告を迅速にしていた
だきたいと願います。我々に対する保障は何もありま
せん！ （小杉京子）

令和２年度 第１回参事会

令和２年度 第１回公益社団法人東京都学校歯科医
会参事会が，令和２年７月３０日（木）１６時より歯科医
師会館１階大会議室にて，澤田章司専務理事の司会で
開催されました。末髙英世会長挨拶に続き来賓挨拶と
して，東京都教育庁地域教育支援部歯科保健担当課長
山田善裕様，日本学校歯科医会会長 川本 強様，東
京都歯科医師会会長 山崎一男様，東京都歯科医師連
盟会長 大越壽和様よりご挨拶をいただきました。
参事会日程に従い，末髙会長を座長に「報告・連

絡」にうつり，①東京都学校歯科保健功労者表彰，学
校歯科医３０年勤続表彰について，②学校歯科保健優良
校表彰および歯の作文募集について，③「歯・口の健
康に関する図画・ポスターコンクール」「歯・口の健

康啓発標語コンクール」作文募集について，④学術報
告，⑤⑥その他に関する事項では，各種大会・研修会
日程について，ブロック別学校歯科医研修会につい
て，新団体として小平市歯科医師会の紹介の報告があ
りました。次に，質疑応答の後，長沼善美副会長の閉
会の辞で終了しました。
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令和２年度「歯・口の健康に関する図
画・ポスターコンクール」
審査会及び優秀作品の展示
令和２年９月１７日（木）１５時より，歯科医師会館３

階第１会議室において上記審査会が開催されました。
審査委員長に国立大学法人東京学芸大学名誉教授の増
田金吾先生を選出し，１９名の審査員により審査が行わ
れました。保育所・こども園・幼稚園の部７作品，小
学校低学年の部３６作品，小学校高学年の部３５作品，中
学校の部２７作品，高等学校の部６作品，特別支援学
校・特別支援学級の部１４作品の中から各部１～３位ま
での優秀作品を選出いたしました。

各部門の優秀作品は，都営地下鉄市ヶ谷駅プロム
ナードギャラリーで，令和２年１２月１７日（木）～令和
３年１月１４日（木）まで展示いたしました。

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（木）１５時より学校保健（学校歯
科医）研修会が行われました。本年度は，東京都教育
委員会，東京都学校保健会，東京都学校歯科医会の主
催でオンライン（ライブ配信）形式で開催されました。
講師として，東京都教育庁地域教育支援部歯科保健

担当課長の山田善裕先生が「学校歯科医の職務につい
て」のテーマで講演して下さいました。続けて，東京
歯科大学名誉教授，千葉県立保健医療大学講師，野口
英世記念会理事の奥田克爾先生より「健康ライフで
with corona を生き抜く」のテーマで講演して下さい
ました。

コロナ禍の時勢に合った内容で話しに引き込まれる
様な先生の語り口で，質疑応答においても熱気のある
やり取りが数多く見られました。

令和２年度ブロック別学校歯科医研修会

本年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
より，第１回の９月１７日（木）中央ブロック学校歯科
医研修会（神田）は歯科医師会館 大会議室での開催
予定でしたが中止，第２回の１０月２９日（木）城東ブ
ロック学校歯科医研修会（葛飾）も葛飾歯科医師会館
で開催の予定でしたが中止となりました。第３回の
１１月１９日（木）城西ブロック学校歯科医研修会（渋
谷）が，歯科医師会館 大会議室で東京都教育委員
会，東京都学校保健会，東京都学校歯科医会の主催で
今年度初めて開催されました。
講師として，国立大学法人東京医科歯科大学名誉教

授の川口陽子先生が講演して下さいました。テーマは
「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～」でした。

講演内容は，コロナ禍における学校での新しい生活
様式，本会が実施した歯科保健調査の結果，口臭に関
する基礎知識，児童生徒を対象とした口臭研究，東京
都の学校保健統計，学校歯科医の役割についての構成
でスライドを交え大変分かり易く話して下さいまし
た。

山田善裕先生 奥田克爾先生
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９／１０（木） 歯・口の健康啓発標語コンクール（都学歯締切）
図画・ポスターコンクール（都学歯締切）
第４回学術研究委員会 会館

９月開催（木） 城南地区学校歯科医連絡協議会【中止】
目黒

９／１７（木） 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
学術打合せ（予演会） 会館
ブロック別学校歯科医研修会（中央・神田）
【中止】 歯科医師会館大会議室

９／２４（木） 第２回学術研究小委員会【中止】 会館
９／２９（火） TKPスタッフによる文京シビック会場・回

線確認 文京シビック小ホール
１０／１（木） 第３回学術研究小委員会 会館
１０／８（木） 第８５回全国学校歯科保健研究大会

実行準備委員会（日学歯） 会館
第１回東京都学校歯科保健功労者表彰選考委
員会 会館
優良校表彰審査会 会館
第５回事業部会 会館

１０／８（木）～９（金）
第８４回全国学校歯科保健研究大会【中止】

福井県福井市 AOSSA
１０／１５（木） 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６回理事会 会館
第３回広報委員会（WEB会議） －

１０／２９（木） HP業者選定打合せ会 会館
第５回学術研究委員会 会館
ブロック別学校歯科医研修会（城東・葛飾）
【中止】 葛飾区歯科医師会館

１１／５（木） 第４回学術小委員会（来館・WEB会議）
会館

１１／１２（木） 学校歯科医生涯研修制度「更新研修」【中止】
第６回事業部会 会館
学校保健（学校歯科医）研修会

TKP会議室よりライブ配信
第４回広報委員会（WEB会議） 会館

１１／１２（木）～１３（金）
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 富山県富山市

１１／１９（木） 第７回理事会 会館
ブロック別学校歯科医研修会（城西・渋谷）

歯科医師会館大会議室

都学歯よりメッセージ
「健康な歯，口，からだ！～新しい生活様式 コロナとともに～」が，本会ホームページにパ

ワーポイントの資料で掲載しましたので，学校歯科医の先生方，養護教諭の先生方には是非ともダ
ウンロードして歯科保健教育にご活用下さい。

日学歯よりメッセージ

学校歯科医制度９０周年及び法人設立５０周年を迎えるにあたり

令和３年（２０２１年）「学校歯科医及び幼稚園歯科医令」が公付されて９０年を迎えます。
時代の要請を受け誕生した本会は今日に至るまで，様々な変化に使命感をもって対応してまいり

ました。特に近年，う蝕罹患率について著しい改善を遂げて以降は，これまで以上に，歯周病やそ
の他の疾病，異常，また学校安全にも目が向けられる社会となりました。生涯にわたる健康増進の
ためには学齢期における歯の健康維持の習慣化が重要であるとの認識をもって活動してまいりまし
た。
学校歯科医制度９０周年記念式典では令和３年（２０２１年）４月２９日（木・祝）に予定しておりま

す，学校歯科保健に貢献された先生方，学校歯科保健を支えてくださっている会員の皆様とともに
学校歯科医制度９０年の歴史を振り返りたいと考えております。また文部科学大臣表彰式もあわせて
行います。

訂正とお詫び

『都学歯広報』１２８号に誤りがあり，訂正させていた
だきます。関係各位ならびに会員の皆様に大変ご迷惑を
おかけしお詫び申し上げます

P．８『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」執筆者名

【正】担当理事 鶴田 淳
【誤】代表 古田昭彦

【訃 報】

板 橋 池田 兼之
（板橋区立上板橋
第一中学校・
私立淑徳小学校）

R２．１０．５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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