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新年を迎え、気持ちを新たにしてご挨拶を申し上げます。
さて、執行部発足からの今までを振り返れば、歩んできた道は決して平坦で
はありませんでした。しかしながら、そこここに新しい芽吹きを感じることも
出来ました。それは役員をはじめ各委員会の先生の新しい発想や献身的な働き
に支えられて生まれたものですが、会員の先生に、その活動を暖かな気持ちで
受け入れていただき、お力添えいただけたからこそ得られた成果です。
令和４年３月３０日に文部科学省から発せられた「不正咬合への対応」につい
ての通知に鑑みましても、学校歯科保健の重要性を再認識されつつあることを
感じます。ことさら何か新しい事業を行う計画を立
てずとも、否が応でも学校での新しい生活様式を支
えるため、今までとは違った活動を強いられる局面
にあることを思い知らされています。例えれば、毎
年咲く桜の花は、昨年咲いていた花と同じではない
ことを思わずにはいられないのです。
これからも初舞台の幕が上がる緊張感を以て努力
致しますので、引き続きのご理解とご協力を賜りま
すようお願いいたします。
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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４年度は３６７校（園）
の応募をいただきました。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、この優秀賞の学校（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供
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４年度の作文応募数は小学校１６７作品、中

学校１０７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
だけるよう学校長、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。
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（必着）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（必着）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（必着）までに直接東京都学校
歯科医会へご提出ください。

令和５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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咀嚼・嚥下などの「食べる」機能は、乳児期か
ら発達が始まり、幼児期（３歳頃）には獲得され
る機能であるため、学齢期にはすでに獲得されて
いるものと考えられています。しかし、学齢期に
なっても、咀嚼をはじめとした「食べ方」に問題
のみられる子供は少なくありません１）。学校給食
の場でも、「あまり噛まずに丸のみする」「水分で
流し込み食べをする」「硬いものや肉・野菜を嫌
がる」「食べるのに時間がかかる」「口を開けたま
ま食べて、食べこぼす」など、さまざまな食べ方
が気になる子供が見受けられることと思います。
通常は、咀嚼の習熟期にあたる学齢期ですが、

幼児期にうまく機能が獲得されていなかったり、
乳歯から永久歯への交換期に機能不全が起こった
り、う蝕や不正咬合、生活習慣などの要因によっ
て食べる機能や行動に問題が生じたりすると、口
腔ばかりでなく全身の健康にもいろいろな影響を
及ぼします（図１）。これらの問題は、摂食・嚥
下機能の発達期である学齢期のうちに、早めに対
応や指導を行うことが望ましいと考えられていま
す２）。
しかし、離乳期や幼児期には保護者からの困り

ごととして訴えの多い「噛まない」「丸のみ」な
どの咀嚼の問題や「はや食い」「食べるのが遅
い」などの食べ方の問題も、学齢期になると保護
者も慣れてしまって見過ごしてしまいがちです。
また、重症う蝕や不正咬合が関連している場合を
除いては、このような問題を歯科に相談しようと

は考えていない保護者が多いようです。学校とい
う集団の場での食事だからこそ、気づきやすい子
供たちの食の問題に目を向ける必要があると思わ
れます。
学齢期の食べ方が気になる子供の原因として

は、以下の要因が考えられます。
・重症う蝕や不正咬合、歯の交換期などのおもに
形態的要因によるもの

・摂食機能の発達不全や口唇・舌の運動機能の不
全などの機能的要因によるもの

・子供の生活リズムや食べる意欲など生活習慣、
生活環境の要因によるもの
それぞれについて、その症状と対応（支援）を

考えていきましょう。

⑴ 重症う蝕や不正咬合、歯の交換期などの形態
的要因が考えられる場合
「うまく噛めない」「硬い食べ物を嫌がる」「食

べるのに時間がかかる」などの問題は、重症う蝕
による歯の崩壊や痛みが原因だったり、上顎前突
や開咬、交叉咬合などによる咬合不全が原因のこ
とがあります。歯科健康診断で発見して、う蝕治
療のための歯科受診や、矯正歯科での相談を勧め
ます。永久歯への交換が進むほど、治療や形態の
改善を優先する場合が多いと思われますが、その
後でも食べ方に対するアプローチを行うことが望
まれます。
また、乳歯から永久歯への交換に伴って、グラ

グラの乳歯や萌出したての永久歯による咀嚼不全
や、「食べ物が口からこぼれやすい」「舌が突出し
やすい」などの食べ方がみられやすくなります
（図２）。交換期に生じやすい一過性の問題です
ので、食べやすいように食形態を調整したり、噛
み方、噛む部位の工夫をしてもらって、様子をみ
てよいでしょう。ただし、皆と同じ時間で食べる
よう急かすと「丸のみ」を覚えたり、舌突出が癖
になることもあるため、ゆっくり食べられるよう
な環境づくりや、鼻呼吸をして口を閉じて食べる
よう促すことが大切です。

学齢期の子供の「口腔機能への支援」を考えよう！
第２回 食べ方が気になる子供への支援

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

図１ 食べる機能・行動がうまく育っていないと、全
身の健康にも影響を及ぼしやすくなる
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⑵ 摂食機能の発達不全や口唇・舌の運動機能の
不全などの機能的要因が考えられる場合
口唇での食べ物の取り込み（捕食）や舌での移

送、口唇を閉じての嚥下（成熟嚥下）などの摂食
機能の発達不全には、口呼吸・口唇閉鎖不全に
よって捕食時や咀嚼時に口唇が閉じにくいことが
関連している場合が多くみられます。この場合の
対応としては、まず鼻呼吸を促して口唇閉鎖の習
慣をつけたり、口唇のMFTなどを行って口唇の
閉鎖力を高めながら３）、口唇（とくに上口唇）を
使っての捕食や舌での移送、舌を挙上しての嚥下
などの機能を改善していく必要があります。
舌小帯の付着異常（舌小帯短縮症など）による

舌運動の制限で、舌での押しつぶしや臼歯部での
咀嚼が困難な場合も、「あまり噛まずに丸のみす
る」「肉や野菜を嫌がる」「食べるのに時間がかか
る」などの食べ方がみられやすいようです（図
３）。舌の運動訓練（MFTなど）を行うととも
に、発音機能の状況などもみて、舌小帯の伸展手
術の必要性を検討する必要があります。
指しゃぶり（吸指癖）、舌癖、咬唇癖などの口

腔習癖が、食べる機能に影響を及ぼしている場合
もあります。歯列・咬合への影響ばかりでなく、
口腔周囲筋の筋圧バランスの不調和により、口唇
閉鎖力の弱化や舌の突出がみられやすくなりま
す。まずは、口腔習癖への自覚を促して、子供自
身に習癖をやめようという気持ちを育て、また周
囲からそれをサポートしていくアプローチが必要
です。並行して、鼻呼吸を促し口唇、舌のトレー
ニングなどをしていくとよいでしょう。

⑶ 子供の生活リズムや食べる意欲など生活習
慣、生活環境の要因が考えられる場合
起床・就寝時間が不規則で睡眠不足だったり、

食事・間食の時間が不規則だと、食べる意欲が低
下して「好き嫌いが多い」「食べるのに時間がか
かる」などの食べ方の問題がみられやすくなりま
す。室内でゲームやスマホで遊んでいて、外遊び
が少なく運動不足の場合も、食欲不振が起こりや
すくなります。子供の生活リズムや食生活習慣、
遊び（運動）の状況などを見直して、改善を図る
必要があります。起床・就寝時間の調整や、間食
や甘味飲料を減らし、運動量を増やして、食べる
意欲を育む生活習慣づくりをサポートします。
また、食環境に問題があり、食事に集中できな

い場合もあります。家庭での食事の時には、テレ
ビを消したり、ゲームやスマホなどを片付ける
（保護者も食事中のスマホなどを控えてもらう）
といったことを保護者に提案しましょう。食事時
の姿勢にも配慮して、子供たちの食べる機能を支
援します。

コロナ禍でマスク生活や「黙食」に慣れてきた
子供たちに、「楽しくおしゃべりをして、おいし
く食べる」という昼食時間が早く戻ってくること
を願っています。

参考文献
１）井上美津子：いつも口が開いている・うまく噛め
ない～むし歯だけではない子どもの口の問題～．小
児保健研究 ２０２１：８０：１４３－１４８
２）日本歯科医学会：口腔機能発達不全症に関する基
本的な考え方（令和２年３月）．http : //www.jads.jp
/basic/pdf/document－２００４０１－３．pdf

３）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

図２ 前歯部の交換期には、食べ物を噛み取りにく
く、口からこぼしやすかったり、舌の突出などが
みられやすい

図３ 舌小帯の短縮により、舌の前方運動ばかりでな
く側方への動きや挙上が妨げられると、食べる機
能への影響も出やすい
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清水百合の歯科治癒食育学

全３回連載ということで、口腔と栄養学基礎、
甘味料、スパイスや生酵素、子供の好き嫌いへの
対応方法等を書いてきましたが、最終回では比較
的新しいお話をと思います。
人の生きる力やエネルギーは元々体内に持つ力

（栄養素を合成する力）と外から摂食し補うこと
が必要です。入れるばかりではダメで、栄養素を
消化吸収したり代謝したり排泄したりと、さまざ
まなバランスをとらなければなりません。遺伝的
要素にも環境にも左右されます。
例えば疲れやすい、メンタルが弱い、やる気が

落ちてしまっているような時は、消化力も落ちて
るでしょうし、充分な睡眠もとれていないかもし
れません。
休息できず落ち着かない時には例えば、オイル

の一種CBDの活用も良いでしょう。CBDには疼
痛、不定愁訴、寝つきの悪さ、夜泣きのような症
状に作用が認められており、舌下に１滴あるいは
お茶等に垂らし摂取することができます。まだ日
本では新しい成分ですが、きちんとした製品では
COVID-１９予防の論文データも出ています。食品
ではω３として動脈硬化・生活習慣病予防に同
じ麻から採れたヘンプ油、ヘンプシードを用いま
す。ヘンプシードは小粒で、松の実やマカダミア
ナッツのようなこってりした脂質の美味しさがあ
ります。
NMNのお話もお伝えしましょう。NMNは近

年サプリメントブームも起きていますが、人のエ
ネルギー回路の一部分に関係しています。ビタミ
ンB群も補酵素NADの材料ですが、NMNニコ
チンアミドモノヌクレオチドは体内でNADに変
換され、サーチュイン（長寿遺伝子）を活性化し
ます。まさに現代の私達の健康を維持増進させ、
病気を予防、アンチエイジングします。NMNは
本来は生体内で産生されますが、加齢により他の

多くの成分と同じように生成能力が低下しミトコ
ンドリアの活性低下が進みますが、補充すること
で老化防止、健康寿命を延ばす可能性があると言
われています。サプリメントは凝縮され一度に多
くの量を摂取できますが、日頃の食事ではブロッ
コリーや枝豆、アボカド等に多く含まれています
ので食べましょう。
また長寿遺伝子は７つの分子名に分類され、１

つ目 SIRT１は血糖値を下げるインスリン分泌を
促進、歯周病予防・改善の患者様に対しても大切
と考えられます。但し現在のマウス研究では若い
人には効果がなく、中高年以降に有効とされてい
ます。子供や若い頃は野菜等をビタミンや蛋白質
として食して摂り、中高年以降は長寿、血糖値、
糖や脂質の代謝、認知記憶を守るためにサプリを
用いると良いのではと考えられます。先日来日し
たワシントン大学の今井教授の最新ご講演を拝聴
しましたが、NMNの今後の活用も大変興味深い
ものでした。
私は関係する医学会や自身の講演、セミナーで

も口腔内細菌と腸内細菌について多く触れます
が、このNMNも腸内細菌で分解されます。細菌
叢バランスが整えられる程、身体に良い影響を受
けると考えられます。
口腔内細菌叢はブラッシングや含嗽で清潔にし

たり、人が元来持っていたロイテリ菌等で善玉菌

歯に良い料理

連載３

（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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を増やすことができます。体内で減少のロイテリ
菌を、プロバイオティクスを取り入れた食事療法
で補います。
ロイテリ菌には菌株があり働きが異なり、口腔

内に働く菌株、胃腸に特に働く菌株等あります。

また、人だけでなく犬猫にも良い作用をもたらし
ます。
人間の赤ちゃんと同じように、今や家庭内で一

緒に暮らすペットも口腔内の細菌が水平伝播され
ますね。

● CBD/NMN/ロイテリ菌を使用したレシピ ●

Ⅰ．⑴心を落ち着かせるゆずレモンティ／⑵彩と香りの味噌汁

⑴普段飲む紅茶に、CBDオイルを１滴垂らすだけ（ここでは柑橘系エッセンスのゆずレモン配合のCBD
を用いている）
⑵① 鍋に湯を沸かし、具と出汁を入れる。今回は彩と食材豊

かに南瓜、ワカメ、人参、大根を用いた。残り物の野
菜、根菜でも可。

② 具が煮えたら味噌を入れひと煮立ちさせ火を止める。
③ 最後にCBDを１滴垂らす。
＊夜ご飯で摂取することにより翌日の排便もよくなりやすい。

Ⅱ．パフェ風サラダ

① 木綿豆腐を洗いカットし、沸かした湯に５分浸し温める。
② 鮭の切身に麹を塗り一晩冷蔵庫に保管。翌日フライパンで焼く。
③ ブロッコリーを大きめにちぎり、湯に落とし茹でる。固さは口腔内の状態
に合わせる。

④ グラスに下から①②③の順に盛付け、木の実をトッピング。

Ⅲ．今回はタブレットを粉末・調味料にして用いる。

① 鶏肉を熱したフライパンで焼く。焼き目がついたら、マ
スタードと日本酒又はみりん、アガベ蜜を加え、和えなが
ら焼く。
② オリーブ油でパプリカをソテーする。
③ ①②を盛付け、ロイテリ菌粉末をトッピング。ほのかな
ミント風味に仕上がる。
注）ロイテリは生菌なので加熱しない。

材料：
レシピⅠ ⑴ティパック、水、CBD１滴

⑵南瓜、ワカメ、人参、大根、味噌、水、出汁、CBD１滴
レシピⅡ 木綿豆腐、鮭の切身、ブロッコリー、木の実
レシピⅢ 鶏肉、オリーブ油、粒マスタード、日本酒又は味醂、アガベ蜜、

赤パプリカ、ロイテリタブレット

CBDによるレシピ：

NMNによるレシピ：

ロイテリ菌によるレシピ：

終わりに
３連載で「歯に良い料理」は語り切れませんが、少しでもお役に立てましたら幸いです。ご質問、他

にも知りたい等ございましたらいつでもお問い合せください。
MAIL yand_c@yahoo.co.jp 清水百合
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令和４年１０月２０日（木）、第８６回全国学校歯科
保健研究大会が山梨県立県民文化ホールにて開催
されました。
東京都学校歯科医会からは、「GOを科学する」

DVD編 ～公益社団法人東京都学校歯科医会が
作成した教育用DVDと実際の活用方法～という
演題で、鈴木あい子理事がポスター発表（オンラ
イン形式）いたしました。
東京医科歯科大学 和泉雄一名誉教授のご指導

の下、GO・Gについて知見を深め、最新の知識
を盛り込んだ冊子を作成しました。今回はその知
識を応用した学校での保健教育の教材として作成
した小学生・中学生用DVDについての報告をい
たしました。
東京都学校歯科医会独自のドクターGOという

キャラクターを作り、小学生用のDVDでは、歯
肉の病変、歯肉炎の治療方法・予防法などについ
て解説し、加えて中学生用のDVDでは、GO・G
の正確な名称を表記し、歯周病と全身の様々な疾
病について小学生より少し詳しく解説していま
す。小学生用、中学生用ともに１５分程度の動画に
なっております。このDVDの使用例としては、
学校内の放送室から各教室へ画像を送ったり、教
室での電子黒板に映して、各自の席で観るという
ものがありました。使ってみた感想としては、自
宅でTVを見るように視聴できるのでわかりやす
い、また各自の席で視聴できるので３密にならな
い、私語やよそ見がなかった、時間も大幅にずれ
ることなく進行できるなどでした。よって、この
DVDは教材としてコロナ禍でも有効に活用でき
ているということでした。
また今回の研究大会のシンポジウムにおいて、

本会の鈴木博会長がシンポジストとして講演いた
しましたので、一部紹介させていただきます。題
目は、事後措置の展開について －学校歯科医の
立場から－でした。内容は主に歯列・咬合に対す
る事後措置に軸を置いていました。
事後措置の具体的な内容としては、①歯科疾患

治療の指示、②歯科疾患・異常の精密検査の指

示、③歯科疾患の予防処置の指示、④要観察者へ
の指導、⑤歯口清掃、生活習慣改善の指導、⑥個
別指導、⑦健康相談、⑧健康診断結果及び保健調
査の統計的まとめと分析後の評価などをあげてお
りました。続きまして、歯列・咬合の症例写真を
用いて開咬、上顎歯列の狭窄の経時的変化を示し
ていただきました。さらに一歯の反対咬合（前
歯）に伴う外傷性咬合の例では、食事中の咬む力
は、自分の体重と同じくらいあり、咀嚼時には不
自然な力がかかる歯には大きな負担がかかるとの
ことでした。よって、特殊な削れ方をしたり、不
自然なかみ合わせで上下の歯が強くぶつかり合
い、場合によっては破折したり、過剰な負担によ
り歯肉が下がったり、歯が揺れてきたりすること
を説明していただきました。その他、交叉咬合の
例として、奥歯のかみ合わせが原因で下顎が本来
の正しい位置からずれてしまう症例も紹介してい
ただきました。最後に健康診断の対応として、異
常の程度を判断するのに迷われた場合は、リスク
管理として今の状態を６か月継続してもよいかど
うかどうかをスクリーニングすること、また、時
を味方につける、すなわち成長に伴う咬合の変化
に対応する必要性を感じた場合には、６か月の臨
時健康診断を活用するとよいことを示唆されてお
りました。

公益社団法人東京都学校歯科医会
学術担当理事 小森幸道

第第８８６６回回全全国国学学校校歯歯科科保保健健研研究究大大会会
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コロナ禍で、飛沫防止から会話をせず無言で食

事をする、いわゆる「黙食」がすっかり定着して

いる。しかし、当初、聞き慣れない言葉であった

ので、広辞苑で調べてみたところ載っていないで

はないか。よくよく調べてみると造語であること

が分かった。

そこで、学校給食に目を向けてみると、まず給

食にどのくらいの時間を当てているかだが、どこ

の学校でも４５分程度で完結することが多いようで

ある。「手洗い・着替えで５分」、「配膳室からの

引取りに５分」、「教室での配膳に５分」、「後片付

けはその反対で１５分」と仮定すると、実質的な食

事時間は１５～２０分程度と想定される。子供は「食

べているときと寝ているときだけが静かだ」とよ

くいわれるが、ものを食べながら話さないことと

「食教育」で推進している「噛ミング３０」運動や

五感を使って味わうことを守れば、自ずと１５分

「黙食」をしているのではないかと思う。そもそ

も腹が減っていれば話しなんかせずに一心不乱に

食べるものである。「黙食」を重視するあまり食

事中に教材ビデオを流したりするのは、まさに

「ながら食」であって苦肉の策であろうが感心し

かねる。

実は、今回のコロナ禍における「黙食」を逆手

にとって、今こそ、「食教育」の一層の推進を図

るチャンスが到来したように思える。子供たちの

口腔機能発達の一助になるよう、学校歯科医は学

校関係者と協力して取り組んでいただけることを

願う。

一方で、学校生活の中で、給食時間は子供たち

にとって大きなリラックスタイムでもある。家庭

での食事もコミュニケーションを図る場となって

いることが一般的であろうし、「会話は最高のス

パイスである」という言葉もある。日本では会話

を楽しみながら食事をする習慣がつい最近まであ

まり見られなかったように思うと、これからのグ

ローバル社会ではコミュニケーション力を養うう

えでとても大切なことになるのかも知れない。そ

う思うと、給食時はどうあるべきか、その判断に

も迷いが生じる。

「黙食」、何とも味気ない響きである。余談で

あるが、先日行ったスパ施設では、風呂場に「沐

浴」ならぬ「黙浴」の紙が貼ってあった。やれや

れである。やはり人と人は、直接の対話が心に響

く。そのためにもコロナの収束が一日でも早くと

切望する。

黙食？
副会長 澤田 章司
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豊島区の学校歯科医会は公益社団法人東京都豊

島区歯科医師会の一委員会として活動をしていま

す。

運営委員会は毎月１回開催され、給食後の歯み

がき再開勧奨や、豊島区学校保健会の改革、行政

への予算要望など、毎回重要な協議がなされてい

ます。最近の主だった活動として、①令和４年４

月に文部科学省から「学校保健安全法に基づく児

童生徒等の健康診断の実施等に係る対応につい

て」という発表がありました。学校での歯科健康

診断で歯列・咬合にチェックが入った児童生徒に

は学校歯科医による健康相談等で丁寧な説明が求

められます。これをフォローするため、豊島区で

は矯正・小児歯科専門医の協力医を募り、より高

度な説明を児童生徒に無料で行えるようなシステ

ムを構築中です。②「歯・口の健康に関する図

画・ポスター」コンクールの審査会が行われまし

た。例年運営委員会の委員と本会理事で行い、ゲ

ストにサンシャイン水族館館長もお呼びしていま

す。ポスターの提出総数は５４７点、そのうち入賞

数は６２点（私立２点含む）でした。力作が多く、

審査にも時間をかけて小学校低学年、高学年、中

学校とそれぞれ１位から３位まで選出いたしまし

た。最後に全体の１位を決めて公益社団法人東京

都学校歯科医会（以下都学歯と省略します）へ推

薦いたしました。受賞した９人にはサンシャイン

水族館の年間パスポートがプレゼントされます。

応募されたポスターは全員、東京都豊島区歯科医

師会のホームページに載せることにしています。

お時間がありましたら覗いてみてください。③

「歯の標語」も今年は３８６点と多数の応募があり

ました。そのうち入賞数は３６点、そこから１点に

絞って都学歯へ推薦いたしました。こちらの審査

も委員と理事で行います。良い作品が多かったの

で選ぶのに苦労いたしました。④今年度、学校歯

科医会では都学歯が推奨しているラインワークス

に全学校歯科医が登録完了しました。このことに

より、都学歯からの連絡、情報共有などがタイム

リーに直接会員に届くようになりました。また豊

島区の中でグループラインを作り、豊島区の各種

研修会や、連絡事項などをお知らせするようにな

りました。学校歯科医は希望退職を除き７０歳で定

年とさせていただいております。新任学校歯科医

は、本会理事経験者（内規では理事経験者同等ク

ラスに変更）で、社団３団体、連盟３団体の会員

であり、なおかつ会の運営に協力的な本会会員を

選出するということになっています。そのような

背景もあり、全員がラインワークスに登録できた

のではないかと思います。豊島区学校歯科医会は

児童生徒の歯・口の健康の向上のために学校歯科

保健活動を会員一丸となって取り組んでまいりま

す。

豊島区活動報告

「令和４年度活動報告」
豊島区学校歯科医会運営委員会委員長 鈴木あい子

ポスター第１位巣鴨北中 ３年生 竹本みなもさん
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令和４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
および優秀作品の展示

令和４年９月１５日（木）歯科医師会館３階第一会議

室において標記審査会が開催されました。審査員長に

国立大学法人東京学芸大学名誉教授の増田金吾先生が

選出され、１７名の審査員により審査が行われました。

各部門で優秀作品に選ばれた作品（１位～３位）を

市ヶ谷駅プロムナード・ギャラリーに下記のとおり展

示致しました。

展示期間：令和４年１２月１日（木）～１２月２７日（火）

令和４年度ブロック別学校歯科医研修会
がリアル開催されました

令和４年度ブロック別学校歯科医研修会が東京都教

育委員会の主催で開催されました。今年度は中央ブ

ロック（日本橋公会堂）が９月２２日、城東ブロック（江

戸川区歯科医師会館）が１０月２７日、城西ブロック（歯

科医師会館）が１１月１７日に久しぶりにリアル開催され

ました。講演は、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・ペリオセンター長の和泉雄一

先生による「GOを科学する」でした。

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）１５時より山室直子専務理事

の司会のもとオンラインで開催されました。はじめに

東京都学校保健会の尾﨑治夫会長と東京都学校歯科医

会の鈴木博会長より挨拶がありました。講演は二つあ

り、初めに澤田章司副会長より「学校歯科医の職務に

ついて」と題し、学校歯科医の位置付けや学校歯科保

健活動の概要についてお話がありました。続いて東京

歯科大学 口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛

研究室准教授の大多和由美先生より「外傷について」

と題し、外傷の分類や処置内容などお話しがありまし

た。明日への臨床に役立つ、とても貴重な講演でし

た。今回のオンライン研修会は１２４名の先生方が参加

されました。
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訃報 －渡邉実 副会長に捧ぐ－

「俺は多趣味です。最近は診療の本より学校歯科の会誌を見る時間の方が長くなりました」初め
て理事会で会った時、君はそんな自己紹介をした。
発言は言い切り明白で物怖じしない（「いつも心臓バクバクです」と言っていたが）話題が豊富
で気前が良く、そしてビジュアルがこれまた恰好良い。
たまたま子供をインターナショナルスクールに通わせていた。たまたま家が近所だった。そんな
共通点もあって「今度高校の友達と飲むので・・」と小学校以来久しぶりに友人宅というものに誘
われた。誰でも知っている銀座の大店の跡取りと、新宿の映画館のオーナーという２人の友人の間
に座り、出される料理は全て君の手作り、これがプロ並みにうまい。学校から帰ってきた子供も加
わった。母親役もしっかりやっていたね。後片付けを手伝おうと厨房に入ったら、捨てる野菜の切
れ端もきれいに整えられていた。以来、同期の理事と家に押し掛けることもあり、渡邉邸での新年
会は恒例化した。大学同窓会推薦でバラバラに集められた理事たちも自然にまとまった。君の人脈
も凄かった。東儀秀樹氏には大会で２回も講演（公演？）していただいた。地元八王子で気の利い
た店は全て顔なじみだった。
みんな君が好きだった。
怪我は一気に健康を奪う。事故で ICUに搬送されて１週間も経たぬうち、意識が戻らないまま
君は逝ってしまった。
「生きる力」を育むためには友達が必要だ。迷っていた時に「それはいらない。俺に聞け」と
色々なアドバイスをくれた。今まで随分力づけてもらったものだ。もうそれを君に返すことは出来
ないが、今後に生かすことが恩返しだろう。正直これを書きながら涙が溢れてしまう。ただ留まる
ことは君の本位ではないはず。先に進もう。その先に再び接点はある。それまでは暫しの別れ。ど
うぞ安らかにお眠りください。

（公益社団法人 東京都学校歯科医会 会長 鈴木博）

第５７回 東京都学校歯科保健研究大会
期 日 令和５年２月１６日（木） 午後２時 開会

開催形式 無観客・オンラインライブ配信（YouTube Live）形式
※視聴用URLは２月上旬に東京都学校歯科医会HP
（https : //www.tasd.or.jp）でご案内します。

大会終了後，２か月間インターネット動画配信（オンデマンド）予定

日 程 １４：００ 開 会
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
１４：３０ 図画ポスターコンクール画評・入選者表彰

標語入選者表彰
歯の作文 優秀作品入選者表彰・発表・講評

１５：１５ 研究発表 令和３・４年度 東京都学校歯科保健推進校（園）助成事業
豊島区立明豊中学校

１５：４０ 特別講演 「新型コロナウイルス感染症の現状とこれから」
－私たちは何を学び、どう次に備えるべきか－
講師 昭和大学 医学部 内科学講座 臨床感染症学部門

客員教授 二木芳人
１６：４０ 閉 会

１２ 令和５年１月 都学歯広報�第１３３号�


