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清水百合の歯科治癒食育学

「日本人は子供も大人もカレーが大好き。これ
はどういうことだろう？」と色々思考を巡らして
いた時、頭に浮かんだのは、カレーと名がつく元
はスパイスの存在があるということです。
カレーとなるために「スパイス」が必要な理由

は一目瞭然。何しろ、じゃがいも、人参、たまね
ぎ等を茹で、蛋白質源のお肉をいれた先はさまざ
まに変身可能。牛乳やサワークリームをベースに
すればホワイトシチューに、味噌を入れれば味噌
汁に、スパイスを用いることでカレーになるから
です。
スパイスもハーブも漢方食材も植物や動物から

できていますが（注）、それぞれに癖があります。多
くの国の食文化になっていますが単なる食事や栄
養素なだけでなく、健康に関する作用を多く持っ
ています。製造過程や用い方によっても身体に対
する作用や影響力は異なりますが、その話は長く
なりますので詳細は別の機会にお伝えできたらい
いですね。
ハーブを数種ブレンドし複雑な香味のお茶にす

るように、スパイスを組合せ鍋に加え加熱するこ
とでカレーはできあがるため、インドでは家庭や
地域により用いるスパイスの種類や配分は異な
り、味も違います。また北インドと南インドでは
ココナッツオイルを用いる用いないも異なってい
ます。以前インドの王宮シェフをしていた方が日
本で店舗を構えた際に、『女性向けアンチエイジ
ングレシピ作成とメニュー作り』の仕事をご一緒
しました。「中鎖脂肪酸とラウリン酸豊富なココ
ナッツオイルと抗酸化作用大のアスタキサンチン
を用いた女医レシピ」を提案したところ、元々の
カレーにはココナッツオイルが全く使われてない
とわかり、驚きました。ラウリン酸は母乳に含ま

れ乳児の抗菌免疫アップを支えますが、幼児以降
にも生活習慣病予防にメリット大、食すのと異な
る方法オイルプリング（ブクブクうがい）では口
臭やむし歯の予防効果もあります。
さて、子供の成長発育期も大人になってから

も、食事内容に少し気を配ることは口腔及び全
身、メンタル面の健康に大切ですが、口腔や身体
の不調を整えたり予防に、幾つかのスパイスを用
いる方法を覚えておくのもよいかもしれません。
スパイスは常備しやすく、調味料として簡単に

用いることができるからです。煮込んだカレーの
スパイスは主役として存在しますが、他の料理に
も使えます。例えばドレッシングにしたり、味の
メリハリとしてトッピングもでき、「簡単調理
法」になります。
それから歯科治癒食育学では幼児期から多種類

の食物に触れたり、手に取ったりして、口に運ぶ
ことで味覚や嗜好を発育させることの大切さをお
伝えしていますが、やはり好き嫌いが出てしまう
年齢です。そのような時は、食べさせ方の工夫を
します。
人参が嫌いな子にはすりおろしたり刻んだり、

人参の形を見せずに食べさせてしまう、また鮮度
の高い人参を選ぶことで人参が受けるストレスで
増す苦味の対策をします。ピーマン嫌いには
「ピーマンは暫くお休み」、赤パプリカから開始
します。「赤くて可愛いね。食べてみようか」と
野菜と子供を仲良しにさせ食べさせます。赤、
黄、橙のパプリカはそれぞれ味覚が異なり、赤パ
プリカは甘味が強く食べやすく克服しやすく、少
し年齢を重ねるなか種類を変化させることで、苦
味のある緑ピーマンも苦手でなくなることがよく
あります。好き嫌いを減らし、多くの野菜果物の

歯に良い料理
～調味料利用してのスパイスは力強
く、万人が好むカレーは子供の
好き嫌いをなくせる料理～

連載２

（一社）オーラルビューティフード協会
代表理事／六本木しみず歯科院長
（歯科医師・料理食育研究家）

清水 百合
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フィトケミカルや生酵素を摂取することは、歯に
良い料理の基本の１つ。栄養の基本である五大栄
養素を体内で働かせるためには消化・代謝の力、
酵素と補酵素も必要だからです。たくさんの食材
をミックスできる便利なお料理＝カレーと一緒
に、生野菜や果物や海藻のサラダも添えましょう。
カレーはぐつぐつ煮込むお鍋の中に苦手野菜を

加えておけば煮崩れ、スパイスやお肉の味に紛れ
てしまいますので、子供は知らない間に「おいし
かった～」と食べてしまいます。そこですかさず

ママは「おいしかったね。〇〇ちゃん、カレーに
◎◎入っていたのよ。食べられたね。凄いね」と
褒めてあげましょう。子供は内心驚きながらも克
服したことを無意識のままクリアし自信を得ま
す。ここでは①食材を直接目にさせず隠すこと、
②心理的に楽しい、褒められて嬉しい状態へ導く
ことの２つの作戦で遂行しますので、「苦手」「嫌
い」「できなかった」のマイナスイメージな言葉
は発してはいけません。

（注）漢方食材（生薬）は植物、動物、鉱物からなる

①『栄養たっぷりカレー』
材料：人参、じゃが芋、玉ねぎ、豚肉、林檎、トマト、水、塩少量、スパイス類、サワークリーム（あれば酸味も加わりコクが出る）
１．じゃが芋、玉ねぎは皮をむきカット。人参、林檎は皮ごとよく洗いカット。トマトをまな板と平行に１／２にカット。
２．鍋にトマトを除く１と水を入れ強火加熱。スパイスを加え、柔らかくなってきたら豚肉を入れる。火が通ったら鍋の一番上にトマ
トを乗せ蓋をし弱火又は火を止め蒸す。

３．カレーを器に盛付け塩をふる。トマト断面が見えるように置き、サワークリームをトッピング。

②『おうちでドレッシングを作ろう』
混ぜるだけ！

材料：酢、オリーブオイル、スパイス（カ
ルダモン又はガーリック、黒胡椒
等自由に）

■ ご質問受付 → yand_c@yahoo.co.jp

参考文献：
● 『アンチエイジング歯科医からの積極的治癒食』フレグランスジャーナル社、２０１６
● 『忙しいあなたのための歯科治癒食』東京臨床出版、２０１７
● 「小児歯科臨床」『清水百合の歯科治癒食育学』２０１６年１２月号～２０１７年９月まで掲載

③冷凍作り置きで簡単調理『子どもも楽しい人参、林
檎のすりおろしキューブ』
材料：人参、林檎、レモン
１．皮ごとよく洗った人参、林檎をジューサー又はブ
レンダー（ミキサー）にかける。
２．ジューサーの場合は分かれた残りかすをジュース
に戻す。ブレンダーはそのまま用いる。抗酸化作
用、変色を抑える役目のレモンを適量絞る。

３．冷凍用トレイで冷凍庫で固める。
４．キューブ２～３個を朝食時に常温解凍し摂取（ジュース）や、牛乳やヨーグルトに
凍ったままトッピング。都学歯１３１号掲載‘アガベ蜜’を加えシャーベットとして食べ
るもよい。

【カレー用スパイス例 歯、口に関する作用】キッチンに常備！
ターメリック……歯磨剤では歯周病にも作用のうこん成分クルクミン。カレーで

歯周病予防はできないが昔から皮膚、上気道、消化器系に。抗
酸化作用

カルダモン………口臭予防、消化促進、温め作用
クローブ…………抗菌・鎮痛
黒胡椒……………抗菌、代謝促進
ガーリック………免疫、滋養
★ガラムマサラは複数スパイスが元々混ざっていて便利！

栄養たっぷりカレー

手作りドレッシング 人参、林檎のすりおろしキューブ

ハーブ講義での治癒食ブレンド用各種ハーブティ 生野菜果物のフィトケミカル＆酵素を摂取

～ハーブ講義食材～
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「お口ポカン」は、日常的に口唇が閉じられて
いない状態（口唇閉鎖不全）を指し、幼児期から
学童期では約３０％の子供にみられると報告されて
います１）。この調査では、口唇閉鎖不全（お口ポカ
ン）で口呼吸が疑われる子供は、３歳児の１９．０％
から１２歳児の３９．７％まで、増齢的に増加していま
した。また、最近の調査では、青年期（成人の若
年層）でも２８．６％の者に口唇閉鎖不全が疑われた
と報告されています２）。
２０１８年に保険に収載された小児の「口腔機能発
達不全症」の病名やその管理により、世間の口腔
機能に対する関心は高まってきており、一般の歯
科医院においても対応が求められている現状があ
ります。さらに、コロナ禍でのマスク生活で息苦
しいと、口呼吸の子供が増えているのでは、とい
う危惧もあります。
ここでは、小児期にみられやすい「お口ポカ

ン」の原因や問題点についてみていきながら、そ
の対応や学校歯科保健の中でできる支援について
も考えてみましょう。

１．「お口ポカン（口唇閉鎖不全）」のどこが問題
なのでしょうか？

⑴ 口唇閉鎖不全、口呼吸の原因として考えられ
ることは？

・鼻咽頭疾患により鼻呼吸がしにくい
アレルギー性疾患、慢性副鼻腔炎、アデノイ

ド（咽頭扁桃）肥大、口蓋扁桃肥大などの鼻咽
頭疾患があると、鼻呼吸がうまくできないた
め、口で呼吸をすることになり、口唇の閉鎖不
全が起こってきます。花粉症などでも鼻炎が顕
著な時期には、口呼吸や口唇閉鎖不全がみられ
やすくなります。

・形態的な問題（不正咬合など）により口唇が閉
じにくい
上顎前突、開咬、著しい反対咬合などの不正

咬合があると、口唇が閉じにくいため、日常的
な口唇閉鎖不全や、それに伴う口呼吸が生じや
すくなります。

・機能的な問題（口呼吸の習慣、口腔周囲筋の筋
力低下など）により口唇を閉じていられない
一時的な鼻閉によって代償的に口呼吸を行っ

ていたものが習慣化し、鼻閉が改善しても口呼

吸が継続して口唇閉鎖不全がみられる場合や、
指しゃぶりなどの口腔習癖によって口腔周囲筋
の筋力低下が起こり、口唇を閉じていられない
場合などがあります。

⑵ 口唇閉鎖不全や口呼吸は、どのような影響が
あるのでしょうか？

・医科的影響
鼻呼吸には様々な利点があります（表１）。

口呼吸では、鼻呼吸に比べて吸気中の異物や細
菌・ウイルスなどの除去が困難であり、外気を
加湿・加温するなどの調節も難しいため、上気
道感染や慢性気管支炎、気管支喘息などを起こ
しやすくなります。また、口呼吸と口唇閉鎖不
全は舌位の低下（低位舌）を招いて、夜間のい
びきや睡眠時無呼吸を引き起こす可能性もあり
ます。

・歯科的影響
口唇閉鎖不全と口呼吸により、唇や口腔内が

乾燥しやすくなり、唇のひび割れや歯肉の肥
厚・炎症、前歯部の着色などがみられやすくな
ります。また、唾液の機能低下が起こりやす
く、う蝕や歯周疾患、口臭などの発生につなが
ることもあります。さらに、口唇閉鎖不全や口
呼吸が長期間続くと顎や歯列の発育にも影響が
出て、上顎前突や開咬などの不正咬合が顕著に
なってきます。

・日常生活への影響
夜も口を開けて寝ていることから、いびきを

かく、寝相が悪い、寝起きが悪いことなどがよ
くみられます。また、口を開けたまま食べてい

学齢期の子供の「口腔機能への支援」を考えよう！
第１回「お口ポカン」の子供への支援

昭和大学歯学部小児成育歯科学講座 客員教授 井上美津子

表１ 鼻呼吸の利点

４ 令和４年８月 都学歯広報�第１３２号�



ると、咀嚼や嚥下の不全も起こりやすく、食べ
か

るのに時間がかかる、噛まずに丸のみする、ペ
チャペチャと音をたてて食べる、食べこぼしが
多いなどの食べ方がみられやすくなります。く
しゃみ・鼻水がよく出る、よく聞き返すなどの
鼻や耳に関連した症状もみられやすいようで
す。

２．「お口ポカン（口唇閉鎖不全）」にどう対応・
支援する？

・鼻咽頭疾患により鼻呼吸がしにくい場合
鼻呼吸が困難な子供に鼻呼吸と口唇閉鎖を指

導することは、子供に心理的な負荷を与えるこ
とになります。鼻咽頭疾患のある場合は、耳鼻
咽喉科への受診を勧めて、鼻閉の状況の確認や
治療の相談などを行ってもらうといいでしょ
う。鼻呼吸がある程度可能な場合は、短時間で
も「口を閉じて鼻で呼吸すること」を意識して
もらうことで、症状の改善が図れることもあり
ます。

・形態的な問題（不正咬合など）により口唇が閉
じにくい場合
永久歯への交換により不正咬合は顕在化しや

すく、口唇閉鎖不全がみられやすくなります
（図１）。上顎前突や開咬により口唇が閉じに

えん げ

くくなると、口呼吸や嚥下時の舌癖、低位舌な
ども生じやすくなり、さらに不正咬合が顕著に
なります。学齢期になると、機能を改善するこ
とだけで形態の改善を図ることが難しくなるた
め、歯科矯正治療による形態の改善を勧めたう
えで、鼻呼吸や口唇閉鎖、舌位の改善などのト
レーニングを行っていくことが望まれます。

・機能的な問題（口呼吸の習慣、口腔周囲筋の筋
力低下など）により口唇を閉じていられない場
合
鼻呼吸は可能でも、口呼吸が習慣化していた

り、口輪筋の筋力低下が生じていて、日常的に
口唇閉鎖不全がみられる場合は（図２）、子供
本人へのアプローチが重要となります。日常生
活において「口を閉じて鼻で呼吸すること」を
意識づけることが大切であり、学校での支援も
有効です。食事時の口唇閉鎖も、給食の時に友
達と皆で取り組むと効果的でしょう。歯科保健
指導の時に「ブクブクうがい」をしっかり行う
よう指導することも、口腔周囲の筋力アップに
つながると思います。それだけでは改善が難し
い場合は、かかりつけの歯科医院で相談するよ
う勧めます。最近は「口腔機能発達不全症」へ
の対応として口唇や舌のトレーニングやMFT
（口腔筋機能療法）などを行う歯科医院も少し
ずつ増えてきているようです３、４）。

With コロナのなかでも、学校でマスクを外す
時間が少しずつ増えてくることと思います。子供
たちの口の機能を健全に育てていくことが、学校
歯科保健の役割として認識されてきた現状におい
て５）、口唇閉鎖不全の子供たちにどう対応・支援
するかは重要な課題と思われます。

文献
１）野上由紀子、他：我が国の口呼吸症候群小児は増
加傾向にあるか？小児歯科学雑誌 ２０１７；５５：２６７
２）海原康孝、他：成長期終了後には口唇閉鎖不全症
が減少するか？小児歯科学雑誌 ２０２２；６０：１３９
３）浜野美幸：子どもの口腔機能を育てる本．医歯薬
出版、東京、２０２０
４）大野粛英、他（編著）：ワンポイントMFTで取
り組む口腔機能すくすくBOOK．医歯薬出版、東
京、２０２２
５）日本学校保健会：「生きる力」を育む学校での
歯・口の健康づくり（令和元年度改訂）：学校歯科
保健参考資料．２０２０

図２ 咬唇癖による上顎前歯の突出から、口唇閉鎖不
全と口呼吸が習慣化している

図１ 幼児期から吸指癖が継続しており、前歯の
永久歯への交換により、開咬や口唇閉鎖不全
が顕著となっている
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２０２０年１月に国内で初めてのコロナウイルス感
染者が報道された時点で、現在の状況を予想した
日本人は皆無だったと言えるでしょう。数年に亘
る空前のコロナパンデミックへの対応には、いず
れの学校歯科医会も苦慮されたと思われます。お
ぼろげながら方向性の見えてきた現時点で２年余
りの本会の活動を振り返ってみたいと思います。

図１は２０２０年１
月から、２０２２年６
月までの都内コロ
ナウイルス陽性者
数を表したもので
す（東京都コロナ
関連公式サイトの
データを使用して
グラフを作成）。
初めてのピークは２０２１年１月に２，０００人余、８

月には５，０００人、収束したかとみられた今年初頭
からは第６波と呼ばれる大波になってしまいまし
たが、幸い今は収束に向かっています。
感染の波に翻弄され日常生活も大きな制限を受

けてきました。学校では、登校できない状態から
始まった規制が時差登校も含め長期間に亘りまし
たし、現時点でも校内でのマスク着用・授業中の
発言不可・給食時の黙食等多くの制約がありま
す。
学校歯科医会としての私達の活動は、内部的に

は感染を避けることを第一義とし、例えば飲食を
伴う会合・懇親会や、儀礼的な会合は全て中止
し、理事会も必要な状況では書面・メール・オン
ライン・ハイブリッドで行うこととしました。し
かし学校での活動、即ち、法的要請がある「定期
歯科健康診断」並びに従前から行っている「歯と
口の健康教室」は、医学的に大きな問題が無い限
り行っていくこととなりました。
◎歯科健康診断について
２０２０年はコロナパンデミックの脅威が明らかに
なり始めた頃で、３月には教育委員会に健康診断
の簡素化について提案をしましたが、区としては
法的な問題も絡んでにわかには対応できる事案で
はなく、内容の変更には至りませんでした。しか
しながらそのときご理解頂いた、口腔診査におけ
る感染の危険性については、その年６月に区と協
力して作成した「健康診断ガイドライン」によく
反映されたと考えています。
結果として、文科省通達は、「春期定期健康診

断は２学期より開始し２０２０年度中に終了するこ
と」となりました。また、すべての小学校で行わ
れていた秋の健康診断は中止になりました。２０２１
年度は感染者数が多いながらも比較的安定してお
り、前回作成したプロトコルに従い春の健康診断
は例年通りに行われました。また、上図のように
第５波ピークが８月に有り、学校歯科医会の申し
入れにより秋の健康診断の実施は各学校の校長判
断となりました。何れの健康診断においてもクラ
スターの発生が報告されなかったことは、現場の
関係各位の努力の賜物で敬服に値するものです。

◎口腔健康に関する教育事業について
小学校４年生と特別支援学級に対して行われて

いた、教室内で行われる実習を伴う教育事業「歯
と口の健康教室」は２年間にわたり中止となりま
した。対応策として、授業を受けられなかった
４・５年生に向けて口腔健康啓発のためのパンフ
レットを作成することとなりました。私達は都学
歯のポスターカレンダー構想を参考にさせていた
だき、区と協議の結果「歯と口の健康教室２０２２」
と題したカレンダーを８，０００部作成し、区立小学
校の４・５年生全員に配布しました。学校内で完
結する授業と違い、保護者の方への啓発効果を意
図し、ページの左側には児童向けの分かりやすい
図・写真など。右側には保護者向けのバックグラ
ウンド解説を載せて
います。内容は保護
者の閲覧を考慮し、
コンセンサスが得ら
れた資料と、理解し
やすい表現を使用す
るよう心掛けまし
た。資料提供をご快
諾いただきました都
学歯・日学歯の他、
応援のお言葉をいた
だきました未来クリ
ニック今井一彰先生
に深謝申し上げま
す。
今年度は、依然と

して実習の実施が困
難であるため、従来
の内容の見直しを余
儀なくされました
が、作成したカレン
ダーをベースとした
プレゼンテーション
が完成し、２学期よ
り実施される予定で
す（図２、３、４は カ
レンダーとプレゼン
テーションから）。

最後になりますが、
・オンライン理事会では、資料の提示、修正等が
簡便、正確となる利点を発見した。

・新規に作成した健康教室の資料を即時にオンラ
インで学務課・養護教諭部会に提示することで
ディスカッション、修正が容易になった。

・対面で企画した今年初頭の歯科講演会は感染拡
大により直前に開催形式の変更を迫られたが、
逆に専門業者に頼らないズームによる配信のノ
ウハウを得られた。

・理事会後の懇親会が無くなり肝臓への負担が
減った（・・）。

等、否応なしに対応を余儀なくされたコロナ禍で
すが、私達板橋区学校歯科医会としては、それな
りに得る物も有ったのではないかと考えておりま
す。最後までお読み頂きありがとうございます。

板橋区活動報告

コロナ禍の前と後で
東京都板橋区学校歯科医会 会長 鈴木 勝

図４

図３

図２

図１
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２０１１年に厚生労働省から歯科口腔保健の推進に
関する法律が施行され、フッ化物局所応用が認め
られ、さらに２０１５年にはフッ化物洗口剤が、普通
の薬局等で購入できるようになりました。近年、
全国各地では、幼稚園・保育園・各学校等で口腔
健康管理の一環としてフッ化物洗口が、積極的に
遂行されておりますが、東京都内ではほとんどの
各学校等で実施されていないのが現状のようで
す。なかなか遂行されない要因には、集団での実
施する時間が少ない事や日常業務が非常に多忙で
あり、担任教諭や養護教諭の管理体制による調整
の繁雑さや、学校長および学校歯科医と学校薬剤
師や保護者との保健管理等の多くの諸問題が取り
ざたされているようです。
練馬区学校歯科医会は、２０１５年より練馬区の

「児童・生徒の健康推進事業委員会」において区
内の児童・生徒の歯と口の健康管理を考慮し、幼
稚園・各学校等でのフッ化物洗口の実施について
提案し、集団う蝕予防を現在まで推奨して参りま
した。練馬区学校歯科医会は、練馬区教育委員
会・健康推進課および幼稚園や小・中学校と保護
者と保健所等に対し、安全なフッ化物の情報を提
供しフッ化物洗口への理解を深めていただくこと
を指針とし、２種類のパンフレットを作成しまし
た。

１．「児童生徒に伝えたい フッ化物のお話」
－学校長・養護教諭・学校職員を対象

２．「保護者の皆さまへ フッ化物でむし歯予
防！」－保護者を対象

また、練馬区学校歯科医会のホームページにも
掲載し、保護者対象用のパンフレットには、QR
コードをつけ、詳しい情報を提供できるようにい
たしました。
昨年度は、教育委員会から区内の全公立各学校

等に学校対象用のパンフレットを提供し、さらに
保護者対象用も区内の児童・生徒の保護者にも配
布できるよう依頼しました。また、健康推進課に
区内の各保健所等への資料提供を協力依頼しまし
た。
新型コロナウイルス（COVID-１９）感染症蔓延

下での現時点では、幼稚園・各学校等での集団管
理下でのフッ化物洗口や歯みがきの実施開始は難
しいと思われますが、まずはフッ化物に対する安
心安全な正しい知識をもっていただき、集団う蝕
予防のためにできることとして、可能な範囲で歯
と口の健康管理に取り入れていただけることを
願っております。

練馬区活動報告

フッ化物洗口推奨への配布用パンフレット作成
練馬区学校歯科医会

児童生徒に伝えたい
フッ化物のお話

保護者の皆さまへ
フッ化物でむし歯予防！
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この２年間コロナ禍において、目黒区学校歯科
医会では多くの活動が中止となり、会員とのコ
ミュニケーションが困難な状況にあります。そん
な中、我々はホームページ（以下HPと略す）を
会員への情報発信の一助として活用しています。
HPの作成から３年程になりますが、今回は他地
区でのHP作成にお役に立てればと思い、その作
成方法等についてご紹介させていただきます。
当HPの制作は業者に依頼したわけではなく、

本会の PC操作の得意な一会員が作成したもので
す。他にも良い作成方法があると思いますので、
あくまでも参考にしてくだされば幸いです。
まずHP作成の目的は会員の先生方に多くの情

報を迅速に周知する点にあります。今までは多く
の情報はまず理事会内の少人数で共有した後に重
要かつ限定した件のみを他の会員にメール、FAX
や郵送等で発信していました。最も重要視したも
のは会員に見やすく、分かりやすく、シンプルに
仕上げるということです。
それではHPを開設のための手順を紹介しま

す。

１．ドメイン名を登録し、レンタルサーバーを借
りる
ドメインを取得するには“お名前 .com”とい

うサイトから登録します。
我々のドメイン名は https : //school.meguro.

dentist/ですが、登録料は約５，０００円です。
次に“お名前 .comレンタルサーバー”を借り、

ここにこれから作るHPを置くことになります。

２．項目別にいくつかの文章を作る
HPの文章を作るソフトは“お名前ワードプレ

ス”です。HPは構成する項目ごとにブロックを
組み立てる様に作成していきます。
例えば、我々HPの項目は、
① トップページ
② 会長挨拶
③ お知らせ・活動報告

④ 図画ポスター・標語審査結果報告
⑤ リンク

などがあります。

３．項目別にブロックを組み立て、HPを完成さ
せる
ソフトは“ホーム・ビルダー２２”です。このソ

フトに文章のブロックを組み込んで完成させま
す。バージョンは写真、デザインなどが多彩なも
のが選べるビジネスプレミアムがお勧めです。イ
ンストールすると“ホームページ・ビルダー
SP”と“ホームページ・ビルダークラシック”
が選択できますが、前者の SPの方を選んでくだ
さい。

４．編集について
HP作成後、記事の訂正・追加やブロックの構

成変更などの更新が必要です。その際には“お名
前 .com”の管理者画面のNavi ログインのページ
から編集を開始します。
尚、この“ホームページ・ビルダー２２”という

ソフトで作成すれば、パソコン用、スマホ用両方
の画面が自動的に対応する便利な機能も付いてい
るようです。

５．維持費について
年間２０，０００～３０，０００円の維持費がかかりますの

でご了承ください。

６．参考書の紹介
参考になる本を紹介しますので、是非ご活用く

ださい。

以上、一連の流れをご紹介しました。実際にご
自身で作成に取り掛かると疑問点が多々出てくる
と思いますが、参考書を見ながら貴地区学校歯科
医会の発展のためにHPを有効に活用していただ
くことを期待しています。

目黒区活動報告

学校歯科医会ホームページ作成のご紹介
目黒区学校歯科医会 会長 上保 基

目黒区学校歯科医会HP
（https : //school．meguro．dentist）

（無料電話サポート・練習用ファイル付）
できるホームページ・ビルダー２２ SP対
応（できるシリーズ）広野忠敏，できるシ
リーズ編集部

８ 令和４年８月 都学歯広報�第１３２号�



港区麻布赤坂学校歯科医会では、例年学校歯科
医（保育園歯科医も含む）の健康診断基準の統一
化を図る目的で、「基礎研修」（日本学校歯科医会
が定める基礎研修会とは異なります）と称したも
のを行っております。
かつては、全員が一堂に会して抜去歯を用い一

歯一歯のむし歯（C）の判定を行い、その他の歯
肉、歯列・咬合、顎関節などの判定基準を説明し
ている間に、参加者全員が判定した結果を手作業
で集計・グラフ化した後発表し、自身の判定が参
加者の中でどのような傾向にあるのか一人一人が
チェックを行い判定基準の統一化を図っておりま
した。最近では保育園歯科医の会員人数が増えた
こともあり、抜去歯からスライド画像を見て判定
するようになっておりました。コロナ禍になり、
一昨年度は開催することができず、昨年度はWeb
での開催方法を模索し、比較的簡単にできるYou-
Tube とグーグルフォームを使った研修会を３月
の年度末に開催しました。
新しい形の本研修会は、まず、学校（園）歯科

医の職務、学校（園）における歯科健康診断の注
意点、診断項目、診断基準などの解説動画をYou-
Tube 上にあげて視聴してもらい、その後むし歯
（C、CO）の判定フォーム（症例者写真は臨床例
を集めたもの）、歯肉炎（G、GO）の判定フォー
ム（日学歯の歯肉の画像判定教材より写真をお借
りしました）をメールで各会員に送ります。会員
は各自で判定を行い、そのフォームを返信しま
す。グーグルフォームでは自動的に返信された回

答を集計してくれます。
後日、集計結果を会員に返信して、各自で自身

の判定基準がどのような傾向にあるのか比較して
もらい、春に行われる予定の学校（園）歯科健康
診断時の自身の判定基準の参考にしてもらいまし
た。
当会では、この基礎研修への参加は必修となっ

ております。会員数は保育園歯科医も含め４６名お
りますが、今回、回答期限までに返信が来なかっ
たのは２名、回答率は９５．６％でした。やはり、PC
の扱いが苦手な先生でしたので、後日個別に説明
して履修していただきました。この研修会を開催
する前提には、すべての会員が電子メールを扱う
ことができることが必要です。当会の事務連絡は
９９％が電子メールとなっていますので、Webで
の研修会は可能と判断しました。また、グーグル
フォームに回答することは、さほどのパソコンス
キルは要らず難しいことではないと思います。
本研修会への会員の反応は、概ね良好で「プロ

ジェクターの画像より、写真が見やすい」、「手元
に資料が残るので見直すことができる」、「自分の
好きな時間に履修することができる」などの感想
をもらっております。
リアルに集まっての研修会は、お互いにディス

カッションをしたり刺激があって良いものだと思
いますが、このような形の研修会も並行して行っ
ていこうかと現在は考えております。今後の各地
区での研修会開催の参考になれば幸いです。

港区麻布赤坂活動報告

コロナ禍における新しい形の研修会の試み
港区麻布赤坂学校歯科医会 会長 清水浩一
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この度、東京都学校歯科医会に LINE WORKS
が導入されました。

LINE WORKSはマルチデバイスに対応してい
ます。携帯・PC・タブレットで同時に利用でき
るようになり、利便性が向上しています。是非、
アプリのインストールをお願いします。

会員の皆様には、お知らせした IDと仮パス
ワードでログインをお願いします。

LINE WORKS 東京都学校歯科医会版の機能は？

Business Chat（LINEとつながる唯一のビジネ
スチャット）
会員同士の LINEおなじみのチャットやスタン

プ・自動翻訳をサポートしております。
また、名刺に LINE WORKSの QRコードを印

刷すれば LINE WORKSのやりとりがスムーズに
なります。

Information sharing（いつでも見られる掲示板
機能）
チャットやメールなどでは見逃しがちな情報も

掲示板を使えば、会員はいつでも確認できます。
また、意見交換の場としても利用できます。

Team Calendar（PCでもスマートフォンから
でも個人の予定だけでなく、メンバーの予定も確
認できます）
PC でもスマートフォンからでも個人の予定だ

けでなく、会員様の予定も確認できます。所属組
織の会員はもちろん、他組織の会員もお気に入り

に設定すればスケジュールを簡単に確認できま
す。

My To-Do List（自分のタスク管理も、メン
バーへの依頼も）

Survey templates（アンケート機能）
会食日程の調整から災害時の安否確認まで、す

ぐにアンケートを作成できるよう豊富なテンプ
レートがあらかじめ用意されています。

Contacts list（準備中・都学歯の名簿の閲覧が
可能になり、チャットを利用できます）
組織や会員ごとに所属会員を一覧で表示。名前

を覚えていない場合でも、組織から会員を検索で
きます。

Free Bot template（準備中）
グループのトークルームにチャットBot を参加

させることも可能です。議事録を取ったり、タス
クの割り当てを行うなど便利な使い方が広がりま
す。

詳しくは、https : //line.worksmobile.com/jp/を
ご覧ください。

LINE WORKSの活用法
ICT 臨時委員会 書記 矢野 章
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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安全法施行規則で「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。

執務記録は、QRコードよりダウンロードしてお使い下さい。
☆学校歯科医執務記録
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https : //www.tasd.or.jp E-mail tasd@tasd.or.jp 発行人／山室直子 印刷／一世印刷株式会社

令和４年度 各種大会・研修会日程
■ 第７９回全国小学生歯みがき大会 令和４年６月１日（水）～１０日（金）

DVD教材を使用し参加校が実施する
■ 令和４年度健康づくりフォーラム 未定

■ 第７３回関東甲信越静学校保健大会
歯科職域部会

令和４年８月４日（木） 神奈川県
Zoomウェビナーによるオンライン開催

（ライブ配信）
■ 令和４年度「更新研修」 令和４年８月１８日（木） オンライン配信
■ 令和４年度「基礎研修」 令和４年８月１８日（木） オンライン配信
■ 第８６回全国学校歯科保健研究大会
※領域別協議会（５領域）についてはライブ配信終了後
「オンデマンド配信」

令和４年１０月２０（木）～２１日（金） 山梨県
山梨県立（YCC）県民文化ホール

会場とオンラインのハイブリッド開催
■ 令和４年度全国学校保健・安全研究大会
第７２回学校歯科医協議会

令和４年１１月１０日（木）～１１日（金） 岩手県
盛岡市民文化ホール

いわて県民情報交流センター
■ 令和４年度学校保健（学校歯科医）研修会 令和４年１１月２４日（木） オンライン開催
■ 第５７回東京都学校歯科保健研究大会 令和５年２月１６日（木） オンライン開催

令和４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４年９月２２日（木）
１８：３０～２０：３０
集合 １８：００～
開会 １８：３０～

令和４年１０月２７日（木）
１８：３０～２０：３０
集合 １８：００～
開会 １８：３０～

令和４年１１月１７日（木）
１８：３０～２０：３０
集合 １８：００～
開会 １８：３０～

会

場

日本橋公会堂 ２階第３第４洋室
（日本橋蛎殻町１－３１－１）
・TEL ０３－３６６６－４２５５
・最寄駅
�半蔵門線 水天宮駅
�日比谷線 人形町駅

江戸川区歯科医師会館
（江戸川区東小岩４－８－６）
・TEL ０３－３６７２－１４５６
・最寄駅
�総武線 小岩駅

歯科医師会館 大会議室
（千代田区九段北４－１－２０）
・TEL ０３－３２６１－１６７５
・最寄駅
�有楽町線 市ヶ谷駅
�JR 線 市ヶ谷駅

演

題

「GOを科学する」
◇講 師
東京医科歯科大学名誉教授
総合南東北病院
オーラルケア・ペリオ
センター長 和泉 雄一

「GOを科学する」
◇講 師
東京医科歯科大学名誉教授
総合南東北病院
オーラルケア・ペリオ
センター長 和泉 雄一

「GOを科学する」
◇講 師
東京医科歯科大学名誉教授
総合南東北病院
オーラルケア・ペリオ
センター長 和泉 雄一

当
番
地
区
責
任
者

・日本橋
二宮 健司
TEL ０３－３６６１－４７０５
FAX ０３－３６６１－５８１９
次期当番地区（R６年度）
・京 橋
中村 道

・江戸川
室岡 孝二
TEL ０３－５６５８－０３４５
FAX ０３－５６５８－０３４７
次期当番地区（R６年度）
・本 所
浅野 智之

・中 野
酒井 秀夫
TEL ０３－３３３８－６００４
FAX ０３－３３３８－６００４
次期当番地区（R６年度）
・杉 並
伊藤 公英

１２ 令和４年８月 都学歯広報�第１３２号�


