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第６４回 岐阜県学校歯科保健研究大会案内 

 

                   大会会長    阿部 義和 

                        実行委員長   毛利 謙三 

第６４回岐阜県学校歯科保健研究大会を下記の通り開催いたします。 

なお、新型コロナ感染症の予防と拡大防止を見据えた研究大会となりますので、今年度も昨年度の

研究大会開催方法と同様にＷｅｂでの録画配信とさせていただきます。 

 

１．  テ ー マ  健康教育に生かす学校歯科保健活動 

～学校・家庭・地域が連携して取り組む健康教育～ 

２． 趣  旨 「生涯にわたる健康づくり」は、乳児期のように自らの健康が概ね保護者等に委

ねられ管理されている「他律的健康づくり」から、成人期以降の自らの知識や

思考・判断による意思決定、行動選択による「自律的健康づくり」へと移行し

なければならない。その大切な転換期が学齢期である。それゆえ、学校におけ

る健康教育は重要である。つまり、この時期に行われる学校歯科保健活動のあ

り方が、児童生徒の「生涯にわたる健康づくり」の質や方向性を決定すると言

える。 

今大会をとおして、学校における健康教育を、児童生徒を取り巻く家庭や地

域との連携を密にしながら取り組むことで、「歯・口の健康づくり」のさらなる

向上をめざす。 

３． 日   時  令和４年１１月１３日（日） ９時～１２時４５分【撮影録画日】 

４． 会  場  瑞穂市総合センター サンシャインホール 

          〒５０１-０２２２ 瑞穂市別府１２８３ TEL ０５８-３２７-７５８８ 

５． 主  催 （公社）岐阜県歯科医師会 

６． 後  援 （公社）日本学校歯科医会、岐阜県教育委員会、岐阜県学校保健会、瑞穂市学校

保健会、本巣市学校保健会、本巣郡北方町学校保健会、（一社）岐阜県歯科技工

士会、（一社）岐阜県歯科衛生士会、岐阜新聞社・岐阜放送 

７． 協  賛  ライオン株式会社、（公財）ライオン歯科衛生研究所 

８． 主  管 （一社）もとす歯科医師会 

瑞穂市教育委員会、本巣市教育委員会、北方町教育委員会 

9． 視聴方法   視聴開始期  令和４年１２月１日～ 

           パソコンやスマートフォン等のインターネット環境下での視聴可能です。 

１０．事 務 局 （一社）もとす歯科医師会 

１１．日  程  
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第６４回岐阜県学校歯科保健研究大会 大会会長 

公益社団法人 岐阜県歯科医師会 会長 

阿部 義和 

 

 学校歯科保健活動は本大会に参加いただきました皆さまも情熱・ご尽力に裏打ちされた日々

の研鑽によって支えられています。改めて本大会長として日頃のご尽力とご活躍に心からの敬

意と感謝を申し上げます。 

さて、我が国に健康保険法が交付され本年で１００年の節目を迎えました。この健康保険法

の交付から３９年後の１９６１年には国民の安全・安心な暮らしを保障するための国民皆保険

制度が達成され世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現しております。歯科界の歴史

を振り返りますと、戦後「う蝕の洪水」といわれる時代を経験し先輩諸氏は歯科医師の社会的

使命に基づき「う蝕予防活動」と「８０２０運動の推進」を掲げて歯科保健に携わる関係者と

ともに公衆衛生活動を充実されてきました。その結果、子ども達のう蝕歯数は激変し、８０２

０達成率も直近のデータでは５０％以上という目覚ましい成果を上げています。健康な歯を多

く有する高齢者が増加したことで人生の最後までおいしく物を食べたいという人類の本質的

な課題に対し、歯科医師会は歯科医療を「暮らしの中で食生活を維持し、生きがいを支える医

療」と位置づけています。 

学齢期は「児童・生徒に健康とは何か」、「どのようにすれば健康の保持増進ができるか」を

発達の段階に応じて自ら考えて実践できる能力を育んでいくことで生涯に渡って自律的に健

康や安全の保持増進・育成につながる大切な時期です。豊かな人生を送るために生涯にわたり

歯・口腔の健康を維持し、歯の喪失防止と口腔機能の保持・回復を図ることで生活習慣病の予

防・重症化防止につながり、加齢による老化の速度を緩め自立期間の延長をもたらすとともに

食の改善をはじめとする健康の増進を促進することができます。この歯・口腔の健康づくりの

目的を指導的立場である関係者で共有し、子ども達の健康観の育成と健康行動の確立をサポー

トしていくことが学校歯科保健活動においては非常に大切なことです。 

岐阜県における学校歯科保健活動は大変優秀な成績を収めており、全日本学校歯科保健優良校

表彰では１０年連続で最高位である文部科学大臣賞を受賞しております。一方で思春期以降、

う蝕、歯周病はどの年代も年々増加傾向となっています。このことを踏まえますと更に充実し

た健康教育を工夫して行うことで我が国の健康長寿社会の実現に寄与できるものと考えてお

ります。 

本来であれば、第６４回岐阜県学校歯科保健研究大会を瑞穂市において学校歯科保健に携わ

る多くの皆様や各表彰の受賞者をお迎えし開催する予定でございましたが、新型コロナの影響

により、感染拡大防止の観点から誠に残念ではございますが、断腸の思いで集会型の開催を断

念し、昨年に引き続きオンライン形式での開催とさせていただくことになりました。 

今回のテーマは学校・家庭・地域が連携して取り組む健康教育とし、３題の素晴らしい研究が

なされております。本研究を皆で情報共有し、歯・口腔の健康を通じて、生涯にわたる心身の

健康の維持・増進を図るために、学齢期からの取り組みの重要性がさらに認識され、児童生徒

の健やかな育成に役立つ大会になることを祈念いたします。 

結びに、数年前から本大会の開催に向けて、ご尽力を賜りましたもとす歯科医師会、教育委員

会を始めご協力をいただきました関係各位の皆様に深甚からの感謝と御礼を申し上げ、挨拶と

させていただきます。 
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第６４回岐阜県学校歯科保健研究大会 実行委員長 

一般社団法人 もとす歯科医師会 会長 

毛利 謙三 

 

 この度、第６４回岐阜県学校歯科保健研究大会を瑞穂市で開催することになりました。

本大会は新型コロナ禍の影響を鑑みて、昨年度の郡上市での大会に引き続き 2 回目の録

画による Web 開催となりますが、多数のご来賓をはじめ来場の皆様方のご参加を賜りま

す事に厚く御礼申し上げます。 

本大会は岐阜県歯科医師会、 岐阜県教育委員会のご指導のもと、もとす歯科医師会、

瑞穂市、本巣市および北方町の二市一町の各教育委員会が主管を務めさせていただける

ことを光栄に感じております。さらに、瑞穂市・本巣市・北方町の各学校はもとより岐

阜県学校保健会、瑞穂市・本巣市・本巣郡北方町の各学校保健会、日本学校歯科医会、

岐阜県歯科技工士会、岐阜県歯科衛生士会、岐阜新聞社・岐阜放送、ライオン株式会社、

ライオン歯科衛生研究所をはじめ多くの関係諸団体からのご協力を仰ぎまして、開催す

ることができますことに心より御礼申し上げます。 

 本大会では、「健康教育に生かす学校歯科保健活動～学校・家庭・地域が連携して取り

組む健康教育～」をメインテーマとし、研究発表１では「主体的に健康な生活をつくり

だすことのできる幼児児童生徒の育成～光り輝く歯と口の健康を目指して～」、研究発表

２では「主体的に健康な生活をつくりだす子の育成～学校・家庭・地域が連携して取り

組む健康教育～」、研究発表３では「自分の歯や口の健康管理ができる子の育成～小中学

校の系統的な歯科指導を通して～」を発表させていただきます。幼児・児童・生徒が自

ら進んで口腔の健康に取り組み、一生涯健康的な生活を送ることに繋がる、魅力いっぱ

いの学校歯科保健活動を紹介していただきます。 

特別講演では、岐阜大学教育学部の伊藤宗親教授に「心身の健康の窓口としての口腔」

という演題で、新型コロナ禍で疲弊した生活を強いられた児童の心身の健康を保つ方法

と心身の健康の窓口である口腔の役割をわかりやすくご講演いただきます。 

  将来、世界へ大きく羽ばたいていく子供たちにとって、口腔と身体と心の健康は必須

です。本研究大会が子供たち自ら作り出す健康習慣への基盤作りに寄与し、健全な発育

と光り輝く未来に繋がることを祈念いたします。 

最後に関係各位の多大なるご協力のもとに本大会が遂行されますことを心より感謝申

し上げ、挨拶とさせていただきます。 
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瑞穂市長 

森 和之 

 

 第６４回岐阜県学校歯科保健研究大会が、ここ瑞穂市において開催されることをお祝い

申し上げますとともに、県内の歯科医師や学校保健関係者の皆様のご来訪を心から歓迎申

し上げます。また、新型コロナウイルス感染症が未だ終息しない状況の中、本大会の開催

にあたりましては、感染防止の対策を講じながらの準備をしていただき、お礼を申し上げ

ます。 

 

さて、本市では、新たな社会生活の変化や健康課題を受け、令和 3 年 3 月に「瑞穂市第

三次健康増進計画」を策定しております。計画期間を令和３年度から令和８年度の６年間

とし、市民が、健康に関心をもち、生活の質を高め、健康寿命を延ばすことができること、

また、市民一人一人がいつまでも主体的かつ継続的に健康づくりに取り組むことを願い、

基本理念を「誰もが活き活きと暮らせるまちづくり   瑞穂市」と定めております。そして、

本計画の健康づくりを推進するための８つの推進項目の中に「歯と□腔の健康」を位置付

けております。市内の小中学生の現状としましては、全国的な傾向と同様に、乳歯と永久

歯が混在する小学校中学年にむし歯のある子どもが最も多くなっていますが、むし歯所有

者率は、全国平均より低く、中学校では全国平均より各学年とも低くなっております。 

しかし、歯肉の状態に関しては、専門医による診断が必要な者の割合が全国平均よりも

高くなっているという課題もあります。このような状況を改善するために、市としては、

学校給食を食べたあと、むし歯や歯肉炎の予防に向けた歯磨きを、新型コロナウイルス感

染症対策を講じながら実施しております。また、学校給食においては、よく噛んで食べる

食材の積極的な導入を進めております。 

さらには、学校歯科医や地域の大学と連携して、学校歯科保健活動を推進しているとこ

ろです。市としては小中学生だけではなく、妊娠期や乳幼児期からの正しい歯磨き習慣の

啓発をさらに進め、各種教室や健診等を通じ、歯や□腔の健康づくりに関する正しい知識

の普及を図っております。そして、いつまでも自分の歯で食事ができるよう、９０歳で自

分の歯を２０本残す「９０２０」を推進し、表彰させていただいているところです。 

 

これからも、学校、家庭、地域が連携して取り組む健康教育を進める中で、市民の一人

一人が「自分の健康は自分でつくる」という自覚をもち、乳幼児期から高齢期までの各年

代において、望ましい生活習慣を身につけることで、「誰もが活き活きと暮らせるまちづく

り」の実現を目指してまいります。歯科医師会の皆様には、今後とも一層のご支援、ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

おわりに、本大会の成功と、関係者の皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、お祝いの

言葉とさせていただきます。 



 

 

 

祝 辞 

6 

 

 

本巣市長 

藤原 勉 

 

 第６４回岐阜県学校歯科保健研究大会が開催されますことを心からお慶び申し上げます。

県内の歯科医師の皆様、学校保健関係の皆様開催にあたりましては、新型コロナウイルス

感染症の予防と拡大防止の対策を講じながらの準備をしていただき、ありがとうございま

した。 

 また、本日、日頃から歯科保健に貢献されたご功績により、表彰を受けられる団体、個

人の皆様におかれましては、誠におめでとうございます。 

 本市では、「元気で笑顔があふれ、安全で安心して暮らせるまちづくり」に向けて様々な

取組を行っております。とりわけ、歯と口の健康におきましては、妊婦健診からの妊婦、

そして乳幼児の歯科指導から始まり、高齢者の口腔衛生・向上へと一生涯を通して、取り

組んでいるところでございます。幼児園、小学校、中学校、義務教育学校においては、も

とす歯科医師会、本巣市歯科衛生士と教職員が連携して、子供たちに歯科に係る学びを展

開しています。これからも本大会のテーマである「健康教育に生かす学校歯科保健活動 ～

学校・家庭・地域が連携して取り組む健康教育～」を通して、学校歯科医のご協力を得な

がら、生涯において「たくましく生き抜く子の育成」に力を入れていきたいと考えていま

す。 

 そのためには、今後も歯科医師会の皆様、学校関係者、家庭、行政が一体となった取組

を進めていくことが必要不可欠であるため、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 おわりに、日頃より学校保健関係者の皆様におかれましては、健康教育の充実と推進に

ご尽力いただいておりますことに心からお礼を申し上げるとともに、第６４回岐阜県学校

歯科保健研究大会のご成功と、関係者の皆様のご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げ、

お祝いの言葉とさせていただきます。 



 

 

 

祝 辞 

7 

 

 

北方町長 

戸部 哲哉 

 

第６４回岐阜県学校歯科保健研究大会が、この地区において開催されることをお祝い

致しますとともに、県内の歯科医師の皆様をはじめ、学校保健関係の皆様など、多くの

関係各位のご参加を心より歓迎申し上げます。本大会を開催されるにあたりましては、

万全の新型コロナウイルス感染症対策を講じて準備を整えられた関係者の皆様に、御礼

を申し上げます。 

 また、本日、日頃から歯科保健活動の推進向上にご尽力された功績により、表彰を受

けられる団体・個人の皆様、誠におめでとうございます。 

 

 さて、昨今は「人生１００年時代」と言われますが、平均寿命が延びることで「生涯

にわたる健康づくり」はますますその重要性が高まっています。かつては単に長生きで

きればよい「長寿すなわち善」というような風潮もありましたが、現在では、健康長寿

を全うしてこその豊かな人生であるということが、広く一般に認知されています。健康

長寿の延伸のためには歯科保健が大変重要であることは、いまさら申し上げるまでもあ

りませんが、今般の新型コロナウイルス感染症により、様々な場面における生活様式が

変化しているなかで、学校歯科保健活動のあり方がますます重要になっていると思いま

す。すなわち、かつて経験のないコロナ禍の中で学齢期を過ごす子どもたちが、自身の

健康状態を自覚しつつ、新しい生活様式にマッチした予防習慣を身に着けることが、喫

緊の課題となっているのではないでしょうか。 

 そのためにも、歯科医師の皆様の協力を得ながら、学校、地域、家庭が連携をより密

にして取り組むことが大切です。本大会をとおして、歯科・口腔保健のさらなる推進が

図られますことをお願いいたします。 

 最後に、本大会のご盛会と、関係者の皆様のご健勝とご活躍を祈念致しまして、お祝

いの言葉とさせていただきます。 

 



 

 

 

プログラム 
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８：４５ 受 付 
  

９：００ 開会の辞 大会実行委員長      毛利 謙三 

 

挨  拶 大会会長         阿部 義和 

 

来賓祝辞 岐阜県教育委員会教育長  堀  貴雄 

     瑞穂市教育委員会教育長  服部  照 

     本巣市教育委員会教育長  川治 秀輝 

     北方町教育委員会教育長  名取 康夫 

  

９：３０ 功労者表彰 

１． 岐阜県歯科医師会会長賞 

２． 岐阜県歯科医師会褒賞 

３． 学校歯科保健功労者表彰 

４． 前年度開催地感謝状（郡上歯科医師会、郡上市教育委員会） 

  

９：４５ 研究発表 

 １．主体的に健康な生活をつくりだすことのできる幼児児童生徒の育成 

～光り輝く歯と口の健康を目指して～ 

瑞穂市立生津小学校 養護教諭 濱  理恵 

 ２．主体的に健康な生活をつくりだす子の育成 

～学校・家庭・地域が連携して取り組む健康教育～ 

本巣市立糸貫中学校 養護教諭 後藤 いずみ 

本巣市立根尾学園  栄養教諭 西川 美悠貴 

 ３．自分の歯や口の健康管理ができる子の育成 

～小中学校の系統的な歯科指導を通して～ 

北方町立北方中学校 養護教諭 新井 理香 

 ●講  評      （公社）日本学校歯科医会 常務理事 佐々木 貴浩 

１０：３０ 表彰 

１．令和 4 年度 岐阜県学校歯科保健優良校表彰 

令和 4 年度 岐阜県学校歯科保健先進校表彰 

２．特 別 表 彰 第６１回全日本学校歯科保健優良校表彰 

３．令和 4 年度 岐阜県学校歯科保健推進表彰 

  

１１：００ 特別講演 

【演 題】『心身の健康の窓口としての口腔』 

【講 師】 岐阜大学教育学部 教授 伊藤 宗親 

  

１２：３０ 次年度開催地挨拶  （一社）岐阜市歯科医師会 会長 青木 雅敏 

 

閉会の辞       大会実行副委員長       長瀬 好和 
 



 

 

 

来賓名簿 
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（公社）日本学校歯科医会 会長 川本 強 

岐阜県教育委員会 教育長 堀  貴雄 

岐阜県学校保健会 会長 河合 直樹 

岐阜県教育委員会体育健康課 課長 浦野 善裕 

岐阜県教育委員会特別支援教育課 課長 兒玉 哲也 

岐阜県教育委員会体育健康課 教育主管 中村 康男 

岐阜教育事務所 所長 村山 邦博 

岐阜保健所 所長 稲葉 静代 

瑞穂市長 森  和之 

本巣市長 藤原 勉 

北方町長 戸部 哲哉 

瑞穂市教育委員会 教育長 服部 照 

本巣市教育委員会 教育長 川治 秀輝 

北方町教育委員会 教育長 名取 康夫 

岐阜県高等学校長協会 会長 石田 達也 

岐阜県小中学校長会 会長 岩井 隆司 

岐阜県ＰＴＡ連合会 会長 野平 英一郎 

瑞穂市学校保健会 会長 若園 明裕 

本巣市学校保健会 会長 金武 康文 

本巣郡北方町学校保健会 会長 柴垣 友久 

瑞穂市小中学校長会 会長 池田 卓也 

本巣市小中学校長会 会長 谷村 和男 

北方町小中学校長会 会長 川瀬 和弘 

瑞穂市ＰＴＡ連合会 会長 辻  正益 

本巣市ＰＴＡ連合会 会長 高橋 誠治 

北方町ＰＴＡ連合会 会長 朝日 智哉 

岐阜県高等学校教育研究会保健部会養護教諭部会 委員長 後藤 純子 

岐阜県小中学校教育研究会養護教諭研究部会 部会長 川島 あけみ 

岐阜県小中学校教育研究会栄養教諭・学校栄養職員部会 部会長 古田 恵 

（一社）岐阜県歯科技工士会 会長 新川 哲矢 

（一社）岐阜県歯科衛生士会 会長 藤井 重子 

（株）岐阜新聞社事業局 事業局長 高木 俊徳 

（公財）ライオン歯科衛生研究所普及啓発事業部 部長 池永 和広 
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岐阜県知事賞 大垣市立東小学校 6 年 宍戸 愛菜 

 羽島市立竹鼻小学校 3 年 髙木 結衣 

    

    

岐阜県教育長賞 大垣市立東小学校 4 年 齋藤 史明 

 郡上市立三城小学校  2 年 辻  悠樹 
    

    

岐阜県歯科医師会会長賞 羽島市立桑原学園 6 年 早川 怜来 

 羽島市立竹鼻小学校 5 年 髙木 香帆 

 大垣市立興文小学校 5 年 長澤 優樹 

 大垣市立南小学校 4 年 長  菜乃杷 

 大垣市立赤坂小学校 4 年 伊藤 晟冴 

 岐阜大学教育学部附属小中学校 4 年 吉田 朱梨亜 

 大垣市立小野小学校 3 年 尾関 右京 

 八百津町立和知小学校 3 年 今井 朝比 

 羽島市立桑原学園 2 年 見須 百恵 

 大垣市立北小学校 2 年 中村 望那 

 多治見市立養正小学校 1 年 𫝆𫝆井 彩華 

 岐阜大学教育学部附属小中学校 1 年 平光 輔工 

    

    

岐阜新聞・岐阜放送賞 羽島市立竹鼻小学校 6 年 浅野 陽楽 

 恵那市立中野方小学校 5 年 近藤 由衣 

 大垣市立南小学校 2 年 武井 梨鈴 

 羽島市立中島小学校 1 年 加藤 陽大 

 

 

 

 

 

 

岐阜県歯科医師会会長賞 大垣市立東中学校 1 年 安田 百花 

 

 

※入賞作品については、岐阜県学校歯科保健研究大会ＨＰにて閲覧いただけます。 

令和 4 年度「歯・口の健康に関するポスターコンクール」入賞者 
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岐阜県知事賞 大垣市立西小学校 2 年 石川  結奈 

    

岐阜県教育長賞 瑞浪市立稲津小学校 1 年 谷渕  碧 

    

岐阜県歯科医師会会長賞 大垣市立東小学校 5 年 伊佐治 由真 

 関市立金竜小学校 4 年 原田  昊明 

    

岐阜新聞・岐阜放送賞 美濃加茂市立太田小学校 ４年 澁谷  なつめ 

    

 

 

美
濃
加
茂
市
立
太
田
小
学
校 

四
年 

口
の
中 

つ
ま
先
か
か
と
で 
歯
ブ
ラ
シ
ダ
ン
ス 

岐
阜
新
聞
・
岐
阜
放
送
賞 

 

関
市
立
金
竜
小
学
校 

四
年 

 

上
よ
し
！ 

下
よ
し
！ 

き
れ
い
な
歯 

 

大
垣
市
立
東
小
学
校 

五
年 

 

歯
み
が
き
は 

健
康
管
理
の 

第
一
歩 

岐
阜
県
歯
科
医
師
会
会
長
賞 

 

瑞
浪
市
立
稲
津
小
学
校 

一
年 

 

 

う
れ
し
い
な 

み
て
み
て
こ
れ
こ
れ 

き
れ
い
な
は 

岐
阜
県
教
育
長
賞 

 

大
垣
市
立
西
小
学
校 

二
年 

 

ま
っ
て
た
よ 

だ
い
じ
に
す
る
ね 

お
と
な
の
は 

岐
阜
県
知
事
賞 

澁
谷 

な
つ
め 

  

原
田 

昊
明 

 

伊
佐
治 

由
真 

  

谷
渕 

 

碧 

  

石
川 

結
奈 

 

 

 

日本学校歯科医会特別賞 大垣市立西小学校 2 年 石川  結奈 

 

令和 4 年度 「歯・口の健康啓発標語コンクール」入賞作品 

特別表彰 令和 4 年度 「歯・口の健康啓発標語コンクール」 
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図画・ポスターコンクール 
 

 

１～３年では、歯みがきをする自分を描いて、健康な歯や歯みがきの大切さを表した作

品が多く見られました。クレヨンやパス、水彩絵の具など多様な描画材が使われ、スタン

ピングやバチックなどの技法も見られました。低学年の作品には画一的な表現が多くみら

れました。児童の「これを描きたい！」という思いに寄り添って描き方の手順や技法を指

導することが望ましいと考えます。その中でも、自分なりに描き方を工夫して、自分の歯

を大切にしたいという思いや願いが伝わってくるものを選びました。 

 

４～６年では、歯の健康を守るためにどんなメッセージを伝えるとよいのか、自分なり

の考えをしっかりとまとめ、見る人が楽しめるように表現しようとしている作品が多く見

られました。また、自分の体験や経験をもとに、願いを込めて描かれている作品も多く、

見る人の気持ちをあたたかくしてくれました。選定にあたっては、自分のテーマを伝える

ためには、どのような形や色にするべきかなど、最後まで粘り強く考えたことが分かる作

品、イメージを楽しみながら豊かに広げ、細部まで丁寧に表現されていることが分かる作

品を選びました。 

 

上位入賞の作品には、歯みがきだけでなく栄養摂取などの生活習慣も大切にしながら丈

夫な歯をつくろうという主題が表れた作品が選ばれています。それらの作品からは、成長

期の今だけではなく８０２０運動のテーマにあるように高齢になるまで歯を大切にしてい

きたいという願いが伝わってきました。また、表したいことを効果的に表すために色彩や

構図の工夫はもちろん画材や技法の工夫がある作品が多くみられ、表現の多様性が感じら

れました。 

 

コロナ禍で学校や園では「静かに黙って歯を磨きなさい。」という指導もあったように

思いますが、歯みがきを楽しんでいる様子や歯を大切にしたいという願いが伝わり、見て

いるこちらも楽しい気持ちになりました。本コンクールへの参加を通して子どもたちが自

分の歯を大切にしようとする気持ちや歯みがきの習慣づくりの育成につながっていること

を願っています。 
 

 



 

 

 

講 評 
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健康啓発標語コンクール 
 

 

今回、たくさんの作品を拝見しました。毎日一生懸命歯を磨いている子どもたちの様子

が浮かんでくるような、素敵な作品ばかりでした。 

 

今年度は、まだまだ続いている新型コロナウイルス感染症と関連した作品が多かった一

方、「健康で元気よく生活していきたい」という、子どもたち自身が、自分の未来に向け

た力強い思いが込められている作品が多かったと思います。子どもたちが明るく豊かな生

活を送りたいという思いは、今の時代だからこそより強く感じているのかもしれません。 

 

低学年の作品には、新しい歯が生えてくる楽しみや喜び、歯みがきを通して感じたこと

が、素直な言葉で表現されており、自分の歯をこれから大事にしていきたいという願い

や、新しい歯への愛着が感じられました。 

 

中学年の作品には、日常の中での新しい発見や歯を大切にしたいという願いが、力強い

言葉で表現されていました。また、食育の観点と結びつけて歯と口の健康を考えている作

品も見ることができました。様々な視点から歯と口の健康について考えられることは、と

ても素晴らしい力だと思います。 

 

高学年の作品には、保健学習で学んでいる内容でもある「生活習慣と健康のつながり」

を意識して、自分で自分の健康を守っていくという決意が感じられる作品が多くありまし

た。また、未来を見据えて考えたことや健康な歯を保つことの大切さが、表現技法を巧み

に使って表現されていました。「標語」という短い言葉で表現するために、言葉を選りす

ぐってよりよい表現にしようとしたみなさんの姿が目に浮かびます。 

 

今回、標語を創作するという活動を通して、日頃の自分の歯や口の健康について、あら

ためて考えるきっかけになったと思います。この経験が、これからも自らの手で健康的な

生活を送ろうとする姿につながっていくことを心より願っています。 

 



 

 

 

被表彰者名簿 
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松本 俊廣 郡上歯科医師会 

中島 正人 一般社団法人 加茂歯科医師会 

 

 

江幡 晃治 一般社団法人 岐阜市歯科医師会 

西村 悟 一般社団法人 岐阜市歯科医師会 

山田 嘉昭 一般社団法人 岐阜市歯科医師会 

白木 慶憲 一般社団法人 各務原市歯科医師会 

立松 典子 一般社団法人 羽島歯科医師会 

松原 成年 一般社団法人 羽島歯科医師会 

三輪 眞 一般社団法人 羽島歯科医師会 

西村 朗 一般社団法人 山県市歯科医師会 

江崎 肇 一般社団法人 もとす歯科医師会 

加藤 嗣泰 一般社団法人 もとす歯科医師会 

渡辺 泰弘 一般社団法人 加茂歯科医師会 

柳澤 洋一 一般社団法人 中津川歯科医師会 

大塩 総尾 一般社団法人 土岐歯科医師会 

太田 交則 一般社団法人 土岐歯科医師会 

土屋 鑑三 一般社団法人 瑞浪歯科医師会 

福井 伸 一般社団法人 揖斐歯科医師会 

石原 健太郎 一般社団法人 高山歯科医師会 

山下 直哉 一般社団法人 高山歯科医師会 

 

 

濱  理恵 瑞穂市立生津小学校  養護教諭 

渡邉 美菜 瑞穂市立西小学校   養護教諭 

村上 直江 瑞穂市立穂積北中学校 栄養教諭 

後藤 いずみ 本巣市立糸貫中学校  養護教諭 

高橋 和子 本巣市立弾正小学校  養護教諭 

吉田 香寿子 本巣市立席田小学校  養護教諭 

西川 美悠貴 本巣市立根尾学園   栄養教諭 

杉野 小百合 北方町立北方西小学校 養護教諭 

 
 

 

郡上歯科医師会  

郡上市教育委員会  
 

岐阜県歯科医師会会長賞 

岐阜県歯科医師会褒賞 

学校歯科保健功労者表彰 

前年度開催地感謝状 
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大規模校（8 校） 特選校 美濃加茂市立太田小学校 

  土岐市立土岐津小学校 

 県一位 関市立金竜小学校 

 準県一位 各務原市立鵜沼第一小学校 

  瑞穂市立穂積小学校 

 優良校 土岐市立泉小学校 

 奨励校 岐阜市立三輪南小学校 

 努力校 岐阜市立西郷小学校 

   

中規模校（9 校） 県一位 恵那市立大井第二小学校 

 準県一位 岐阜市立徹明さくら小学校 

  中津川市立蛭川小学校 

 優良校 岐阜市立長森東小学校 

  山県市立富岡小学校 

  土岐市立泉西小学校 

 奨励校 岐阜市立早田小学校 

 努力校 大垣市立興文小学校 

  美濃加茂市立下米田小学校 

   

小規模校（14 校） 特選校 山県市立桜尾小学校 

  山県市立美山小学校 

  御嵩町立上之郷小学校 

 県一位 山県市立伊自良北小学校 

 準県一位 恵那市立武並小学校 

 優良校 山県市立大桑小学校 

  山県市立伊自良南小学校 

  揖斐川町立北方小学校 

  川辺町立川辺東小学校 

  下呂市立中原小学校 

  白川村立白川郷学園 

 奨励校 郡上市立三城小学校 

  恵那市立串原小学校 

 努力校 岐阜市立方県小学校 

 

 

 特選校 各務原市立各務原特別支援学校 

 県一位 岐阜県立中濃特別支援学校 

小学校の部 

特別支援学校の部 
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  岐阜市立七郷小学校 

  美濃加茂市立山手小学校 

  白川町立白川小学校 

  御嵩町立御嵩小学校 

  土岐市立肥田小学校 

  恵那市立中野方小学校 

  恵那市立上矢作小学校 

  岐阜県立東濃特別支援学校 

 

 
 

 

優秀賞（文部科学大臣賞） 山県市立伊自良北小学校 

【学校歯科医 奥田 孝】 

日本学校歯科医師会会長賞 恵那市立大井第二小学校 

 各務原市立各務原特別支援学校 

 

 
 

 

郡上市教育委員会 

 

 

学校歯科保健先進校 

特別表彰 第６1 回全日本学校歯科保健優良校表彰 

 

令和 4 年度 岐阜県学校歯科保健推進表彰 
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１ 研究テーマ設定の理由 

瑞穂市では、歯と口の健康づくりにおいて

これまでの中学校区ごとの取組の違いもあり

同一歩調で指導する体制を確立することに難

しさがあった。また、検診結果から、むし歯

の放置や歯肉炎の増加など、子どもたちの歯

と口の問題も見られた。そこで本部会では令

和元年度から、子どもたちの光り輝く歯と口

の健康づくりを通して、主体的に健康な生活

をつくりだす幼児児童生徒の育成を目指して

研究を進めた。 

 
２ 研究仮説 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究内容 

歯と口の健康づくりにおいても、新学習指

導要領の学びの視点「主体的・対話的で深い

学び」を研究の軸とし、全体・個別指導、家

庭・地域・関連機関との連携に関わる実践に

ついて研究協議し、指導の在り方を追究した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実践 

（１）全体指導～委員会活動を通して～A 小学校 

保健委員会のスローガンづくりの際、自分

たちの生活を振り返り、課題を具体的に考え、

解決に向けて話し合う場を設定した後、課題

別の活動グループを編成した。 

 

 

 

次に、保健委

員が、歯みがき

キャンペーン

を行う根拠を

自ら考え、発言

できるように

一人ずつ発表する場を設けた。さらに、キャン

ペーン後は、全校児童の姿がどのように変容

するとよいかを具体的に想定させて見通しを

もたせた結果、単発に終わらず、日常生活に

反映することができた。 

※ 下線は「主体的・対話的で深い学び」に

関連のある活動や様子等。（以下同様） 

 

（２）抽出児童の個別指導  B 小学校 

 感染拡大に伴い、給食後の歯みがきを見合

わせた B 小学校においては、要観察歯や歯肉

炎等が見られた児童を抽出して個別指導を行

った。 

 

 

 

 

 養護教諭から助言を得ながら、自分の口の

中を確認し、一人一人の日常の歯みがきの課 

題を明確にさせて歯みがきの方法を習得した

上で「５日間歯みがきチャレンジ」に取り組 

み、実践化を図った。 

研究テーマ  主体的に健康な生活をつくりだすことのできる 

                   幼児児童生徒の育成 
～光り輝く歯と口の健康を目指して～ 

 

                     瑞穂市養護教諭部会 

健康診断の結果を活用し、発達の段階や

個に応じた適切な指導や管理を計画し、家

庭・地域と連携を図りながら、系統的に歯

と口の健康づくりに取り組めば、主体的に

健康な生活をつくりだす幼児児童生徒の

育成を図ることができる。 

 

コロナ感染症の流行があって、自分たちの生活の

中で、変わったと思うことはありますか？ 

なぜ、今、歯みがきが大切ですか？ 

自分の口の中と、歯

科検診の結果と照らし

合わせながら、歯みが

きの課題を考えよう。 
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（３）連携 

〈学級担任との連携〉   C 小学校 

保健委員会主催のキャンペーン前に、各学

級の歯みがきの課題を見つけ、解決するため

に学級担任と連携しながら学年ごとにめあて

を設定した。委員や担当係が歯みがきの改善

に取り組むと、集中して歯みがきができるよ

うになり、以前より歯のよごれを減らすこと

ができた。 

 

〈保護者との連携〉    D 小学校 

 学校での歯みがきが中止されたため、家庭に

おける歯みがきを徹底

する方法を保健委員会

で話し合った結果、「歯

みがきカレンダー」を

作ることになった。こ

の機に歯みがきの大切

さを意識してもらうた

めに、保護者にも「応

援メッセージ」を書い

てもらうことを考え、

呼びかけを行った。 
 

 

 

〈学校歯科医等との連携〉  E 中学校 

歯科検診後、事前調査と検診結果をもとに、

歯科衛生士による個別指導を行った。その後の

調査で、６割を超える

生徒が指導内容を実践

していることが分か

り、全校生徒にその実

践を紹介し、広めたと

ころ、仲間の姿から、

よりていねいな歯みがきや歯肉炎予防の意識

を高めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 成果と課題 

【成果】 

・ 養護教諭が説明するだけの指導ではなく、

コーディネーターとして子どもたちに考

えさせる場を意図的に位置付けた。必然

をもたせて、課題づくりや実践力を高め

る指導を進めた結果、自ら課題を見つけ、

主体的に改善する学びにつなげる姿が多

く見られるようになった。 

・ 関係職員と連携を図る際にも、目指す子

どもの姿を具体的にして共有し、子ども

たちが自ら課題を見つけ、解決に向けた

実践ができるように歩調を合わせて働き

かけた。その結果、コロナ禍においても

生活改善を図った歯と口の健康づくりを

進めることができた。 

 

【課題】 

・ 様々な興味や関心が広がる子どもたちの

生活の中で、歯みがきを含む健康的な生

活習慣を継続するには、さらなる系統的

な指導と見届けが必要と感じる。 

・ 歯と口の健康づくりにおいて、互いに考

えを交流したり、協働作業の場をつくっ

たりするなど、過程を大切にした一つの

モデルとなる実践に取り組むことができ

た。子どもたち一人一人がさらに主体的

に健康な生活をつくりだすための力を身

につけていけるように実践と検証を重ね

ていきたい。 



 

 

 

研究発表２ 

19 

１ 研究テーマ設定の理由 
  コロナ禍において、学校での歯みがき

指導等に制限がかかる状態が継続してお
り、歯科保健指導が十分にできない状況
にある。 

そこで、学校における歯科保健指導を、
今まで以上に家庭や地域と連携してその
役割を果たすことが必要である。そして、
自ら歯と口の健康課題に対する正しい知
識を身に付け、健康な生活を送ることが
できる児童生徒を育成する必要があると
考え、研究を進めた。 

 
２ 研究仮説  

コロナ禍で学校・家庭・地域が連携して、
子どもの発達段階に応じた適切な歯科保健
指導や食育指導を行えば主体的に健康な生
活をつくりだす子を育てることができる。 
 
３ 研究内容 
  上記の仮説を具現するために以下の 3

点について、関係機関との連携や、発達
段階に応じた指導の位置付け、コロナ禍
における指導の在り方等を追求した。 

（１）コロナ禍での小・中・義務教育学校、
家庭や地域と連携して取り組む歯科
保健指導の在り方。 

 
（２）コロナ禍で実施可能な小・中・義務教

育学校の歯科指導の在り方。 
 
（３）食への関心と食に関する実践力を高

める食育指導の在り方。 
 
４ 実践 
（１）コロナ禍での小・中・義務教育学校、

家庭や地域と連携して取り組む歯科
保健指導の在り方。 

① 家庭と本巣市保健センターとの連携 
本巣市では、妊娠中から成人までの

歯と口の健康をフォローできる体制が
あり、０歳から成人までを通した歯科
指導を行っている。小・中・義務教育学
校での歯科保健ではどのような学びが
必要であるかを歯科衛生士と共に明確
にし、児童生徒の発達段階に応じた指

導内容を考え、市内すべての学校で同
じ歯科指導が行えるよう特別活動に位
置付け、指導内容や学習プリントを共
有した。 

また、乳幼児期から保護者と関わっ
てきた歯科衛生士からの情報を学校と
共有することで、個別の歯科指導にも
生かした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 小学校の歯科指導 
小学校の歯科指導

では、授業後にプリン
トを持ち帰り指導内
容を保護者に伝える
と共に、子供への励ま
しの言葉等を記入し
てもらうことで、児童と保護者の歯科
保健に対する意識の高まりを図った。 

 
③ 中学校の歯科指導 

中学校における個別指導では、歯科
健診時に学校歯科医の指導を受けて歯
垢の付着やう歯の本数など、様々な角
度から対象者を決め、プライバシーに
配慮して実施した。 

歯科衛生士は、問診と口腔内の状態
から、生徒の個々の課題を解決できる
ブラッシングや食生活について助言し、
行動化につなげた。 

 
④ 新しい生活様式に合わせた小学校と

中学校の連携 
   昨年度、根尾小学校と根尾中学校で

は、学校歯科医や家庭と連携し、コロ
ナ禍での歯みがきの約束や方法を統一
して実施した。 

   今年度、義務教育学校として根尾学

研究テーマ  主体的に健康な生活をつくりだす子の育成 

～学校・家庭・地域が連携して取り組む健康教育～ 

                   本巣市養護教諭部会、栄養教諭・学校栄養職員部会 

歯科衛生士よ
り歯石や水分補
給のアドバイス
を受け、生徒に
適した歯みがき
方法を教えても
らいます。 
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園が開校し、コロナ禍においても全校
9 学年で給食後の歯みがきを継続する
ことにつながっている。そして、小学
校で行ってきたフッ化物洗口を、高等
部（中学生）も開始した。また、中等部・
高等部の生徒が歯ブラシを使う際の力
加減などを初等部の児童に丁寧に教え
る等、義務教育学校らしい生徒が主体
となって取り組む活動が定着した。 

 
（２）コロナ禍で実施可能な小・中・義務教

育学校の歯科指導の在り方。 
① 情報機器を活用した歯科指導 

各家庭において染め出し検査を行い、
タブレットで口の中を撮影し、学校へ
持参し、歯科衛生士が一人一人に合っ
た磨き方を助言した。また、電子黒板を
使用して歯科衛生士のブラッシング指
導の動画を各教室で流し、学年の発達
段階にあった歯みがき指導を行った。 

 
② 感染予防を意識したブラッシング 

児童保健委員会において、自分の指
を歯列に見立て、歯ブラシの具体的な
動かし方を広める活動を行った。 

 
③ 安全に配慮した指導の工夫 

歯ブラシを口の中に入れないで、歯
ブラシの持ち方や磨く時の姿勢につい
て指導を行った。  

 
 
 
 
 
 
         

           タブレットを使用した歯科指導と 
指を歯列に見立てた歯みがきの様子 

 
（３）食への関心と食に関する実践力を高

める食育指導 
① 歯科保健と給食の連携 

毎月の給食献立立案には、噛み応え
のある食材を取り入れ、よく噛んで食
べることを意識したり、歯の健康や成
長に欠かせないカルシウムを摂取でき
るように乳製品を組み合わせたりして
いる。また、栄養教諭が中心となり、給
食中の放送において、噛むことと運動
パフォーマンスの関係について話し、
生徒たちはよく噛むことを意識してい

きたいと考えることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 家庭への啓発 
献立表は本巣市ホームページにアッ

プし、家庭や地域に配信している。噛み
応えのある食品やよく噛んで食べるた
めの調理方法やレシピを紹介し、家庭
や地域へ食に関する情報を発信するこ
とで、食に対する関心を高め、食を大切
にする心を育む実践を行った。 

 
③ 食事レシピの開発 

小・中・義務教育学校において、栄養
教諭が家庭科の授業の中で、地域の食
材を生かし、成長期に必要な栄養素や
歯や骨を健康に保つ食材を組み合わせ
た献立作りを指導した。また、夏休み期
間には、『親子 DE クッキング』という、
園児、児童、生徒を対象に、親子で料理
に取り組む機会を設け、自分が作って
みたい料理を決めて作る活動を行った。
噛み応えや栄養面などを工夫し、親子
で料理をつくることで、食育と歯科の
連携を図った。 

 
５ 成果と課題 
【成果】 
・コロナ禍で、ブラッシングの仕方や歯の

健康の意識を高める指導を行い、子ども
達が主体的に取り組む活動を取り入れる
ことで、正しい知識の習得や歯の健康に
対する意識の向上がみられた。 

・タブレットの活用や、家庭と協力した歯
科指導を行うことにより、家庭において
も主体的に歯の健康をつくりだそうとす
る意識の向上につながった。 

 
【課題】 
・コロナ禍において市内統一の歯科指導が

困難になり、全ての学校で同じ実践がで
きていない。家庭との連携をより一層密
にし、コロナ禍でもできる歯科指導の環
境を整えていく必要がある。また、子ど
も達が自分に合った歯みがきを常に考え、
実践できるように指導を継続していきた
い。 
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町内統一された指導目的に沿
って、同じ歯科衛生士が毎年指導
している。 

歯科衛生士が繰り返す大切な
キーワードが子どもたちに印象
強く残り、知識の定着に効果を上
げている。 

 

１ 研究テーマの設定と理由        

 コロナ渦において、学校における実践的

な歯みがき指導が困難な中、歯科健診結果

から、歯垢や歯肉を指摘される児童が増加

していることが分かった。また、受診率の

低さが目立った。 

令和 5 年度北方学園開校を視野に、家庭・

地域との連携を深めながら、小中学校の系

統的な歯科指導を行うことで、自分の歯や

口の健康管理ができる北方町の子を育成す

るため、本研究を進めた。 

 

２ 研究仮説 

① 歯科健診結果を各自が理解することで、

自分の歯や口の健康に関心をもち、健康

課題に 気付くことができる。 

② 学んだ内容を児童会・生徒会活動で活用

することで、自ら健康を保持していこう

とする意識が高まり、生活習慣を改善す

ることができる。 

③ 学校・家庭・地域・学校歯科医（歯科医

師会）と連携し、歯科保健活動を推進す

ることで、知識・技能を習得し、それを

習慣化した児童生徒を育てることがで

きる。 

 

３ 研究内容 

 自らの健康課題への「気付き」、「改善」

「習慣化」の 3 つをキーワードに研究を進

める。また、ICT の効果的な活用方法につ

いても検討し、実践につなげる。 

 

４ 実践 

（１）歯科受診につなげる動機づけの工夫 

歯科健診結果の内容を親子で正しく理解 

できるよう治療勧告とともに、説明書や学 

校歯科医から受診の必要性を伝えるメッセ

ージを添えて保

護者へ配付した。

また、未受診者に

は、長期休暇の前

に再度受診のお

願いをしたり、受

診状況を調査したりして、早めの受診を粘

り強く家庭に呼びかけ、健康課題への気付

きを促した。 

 

（２）系統的な歯科保健指導と 

特別活動の実施 

歯科衛生士による歯科指導 

  幼稚園・小学校を対象に長年にわたり

歯科衛生士による歯科 

 指導を実施している。 

 

 

 

 

  また、歯科指導の際には、タブレット

端末を活用して指導を行った。自分の歯

肉の状態を見るためにタブレット端末で

口の中を撮影し、画像を通して観察した。

そのことで、抵抗感なく観察できた。さ

らに画像を養護教諭のタブレット端末に

送ることで、個別指導に活用することが

できた。 

 全国小学生歯みがき大会への参加 

  毎年小学校で 1 学年が参加し、歯と口

の健康に関する意識を高めている。 

児童会活動 

  コロナ流行前には、歯みがきキャンペ

ーンを児童委員会で行った。学校で歯み

がきが実施できなくなってからは、それ

に代わる取組を考え、実践した。 

研究テーマ   自分の歯や口の健康管理ができる子の育成 
～小中学校の系統的な歯科指導を通して～ 

                                                                                         本巣郡北方町養護教諭部会 
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町内で月に 1 回行われるあいさつ運動の 

機会に、歯のポスターや歯のクイズを使っ

て、歯みがきについて呼びかける活動を行

ったり、図書委員会とコラボし、むし歯予

防デーを PR するミニブックを作成したり

した。 

      

            

 

 

       

生徒会活動 

 学園化に向けて、令和４年度より北方小

学校・北方中学校では給食の放送が共通に

なった。そこで、小中の連携を生かした活

動として、中学生が小学生の目線でテーマ

や伝え方を考え、タブレット端末を活用し

ながら歯と口の健康について、全校放送で

プレゼンを行った。 

 

 

 

 

 

（３）家庭や地域・関係機関との連携 

夏休みのプラークテストの実施 

 夏休みの課題として、

北方町小中学生を対象

にプラークテストを実

施した。小学生には保護

者用の染め出しも配付

し、親子で一緒に関心を

もってもらえるように

した。結果記録用紙に

は、どんなところにみが

き残しが多いのかについて、チェックポイ

ントを示し、歯みがきの改善につなげた。

また、小学校用記録用紙の裏面には生活リ

ズムチェックを載せ、歯みがきの回数につ

いて、親子で一緒に確認できるようにした。 

情報発信 

家庭で歯と口の

健康について考え

るきっかけとなる

よう、町内の養護教

諭のアイデアを盛り込んだ「歯ぴかだより」

を年 4 回、保護者向けに配付した。その際、

学校歯科医にご協力いただき子ども達や保

護者に向けたメッセージも掲載した。 

また、歯科衛生士による歯科指導の様子

を動画で分かりやすく家庭に届けられるよ

うタブレット端末を活用して動画を添付し

たデジタル保健だよりの発行を行った。 

 

５ 成果と課題 

【成果】 

 ・歯科健診結果だけでなく、学校歯科医

や養護教諭からのメッセージを添えて、

早めの受診を呼びかけたことで、受診

率を上げることができた。 

 ・学校と家庭が、学校歯科医、歯科衛生士

とつながることで、治療だけでなく、

プロケアを受ける児童生徒が増えた。 

・児童会、生徒会活動を中心に、小中学校

の子どもたちが考え、連携し、お互いの

学校へ発信することで意識が高まり、

実践につなげるきっかけとなった。 

【課題】 

・家庭環境によっては、健康面に十分配 

慮できない家庭があり、口腔内の状態 

が悪い児童生徒がいる。歯科健診結果 

を保護者に理解してもらうために、よ 

り効果的な方法を考え、家庭との連携 

を図っていきたい。 

・令和 5 年度４月から義務教育学校とな

る。1 年生から 9 年生までの、系統的

な指導計画の見直しを今一度行うと同

時に、将来的にはこども園とのつなが

りを見通した指導の在り方を考えてい

きたい。                                                                       
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岐阜大学教育学部 教授 伊藤宗親 

 

 数年前の冬に、秋田県のとあるクマ牧場で冬眠中の月輪熊を観察する機会に恵まれました。彼ら

はずっと眠っているわけではなくたまには起きてものを食べるのですが、飼育員さん曰く、この時

期、最も気を遣っているのは虫歯であると。虫歯になってしまったら死んでしまうのだという話を

伺い、とても印象深くそれが記憶に残っています。 

 さて、学校歯科保健という領域になじみのない私-臨床心理学が専門-に、どうしてと思ったので

すが、次に思いついたのが上記のエピソードです。そこから連想を広げてみると、普段はあまり自

覚していませんでしたが意外と接点が見えてくるもので、日ごろ内科や精神科で心理療法やカウン

セリングをしている中で、食べることや歯のこと、噛むことに関する話題を扱うこともあり、今回

のテーマをあらためて心理学の視点から考えてみるのもよいのではないか、と思い立った次第です。 

 今回取り上げたいと思ったことを先にまとめてしまうと、広く口腔領域というのは、消化器官の

入り口ですが、心身の健康の窓口でもあるということです。私たちは、直接観察できない事柄を観

察可能な場（部位）から推測しますが、それがこの領域にも当てはまり得る、そして、そこから異

状/異常を早めに察知できれば、健康の維持に役立つということです。東洋医学では、西洋医学にな

い舌診を行いますが、それは口腔が重要であるとの認識があってのアプローチです。 

自身の日頃の実践を思い返してみると、たとえば、来談者の方の中でうまくストレスを扱えてい

ない方、あるいは心身の不調を訴える方の何割かは顎関節症を患っておられるといった印象があり

ます。このことは何を意味しているのか、口腔も、目ほどには語り得ないなにかを語り得るのでは

ないか、観察可能な場からその奥にある観察できない事柄を理解しようと試みることも重要ではな

いか。そういったトピックについて、事例を交えて考えてみたいと思っています。 

学校歯科保健では、まずもって虫歯予防の重要性を健康と結びつけて扱いますが、それとは異な

る視点から、特に(臨床)心理学の視点から検討することで、みなさまの日頃の実践のヒントに多少

なりとも資することができれば幸いです。 

 

 

 

筑波大学大学院を経て、１９９７年（平成９年）より筑波大学心理学系助手。 

１９９９年（平成１１年）より、岐阜大学教育学部助教授、総合情報メディアセンター准教授を

経て現職。 

現在、日本ロールシャッハ学会常任理事（国際交流）日本心理学中部地区代議員。 

専門は臨床心理学。 

 

『心身の健康の窓口としての口腔』 

講師略歴 
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大会会長     （公社）岐阜県歯科医師会 会長     阿部 義和 

大会副会長    （公社）岐阜県歯科医師会 副会長    松村 康正 

    （公社）岐阜県歯科医師会 副会長    島村 憲優 

    （公社）岐阜県歯科医師会 副会長    長瀬 好和 

    （公社）岐阜県歯科医師会 専務理事   杉山 勝治 

 

大会実行委員長  （一社）もとす歯科医師会 会長     毛利 謙三 

 

大会実行副委員長 （公社）岐阜県歯科医師会 常務理事   中嶌 誠治 

         （公社）岐阜県歯科医師会 理事     荒井 孝仁 

         （公社）岐阜県歯科医師会  

             母子・学校歯科保健委員会委員長 加藤 雄一 

         （一社）もとす歯科医師会 副会長    日高  亮 

         （一社）もとす歯科医師会 副会長    長瀬 好和（兼務） 

 

大会参与     朝日大学 教授             飯沼 光生 

         朝日大学歯学部 教授          齋藤 一誠 

         朝日大学歯学部 教授          友藤 孝明 

         （公社）日本学校歯科医会 副会長    柘植 紳平 

         （公社）日本学校歯科医会 常務理事   佐々木貴浩 
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実行委員長  （一社）もとす歯科医師会 会長        毛利 謙三 

 

実行副委員長 （一社）もとす歯科医師会 大会専任理事   室  三之 

  （一社）もとす歯科医師会 理事       芥子川雅也 

 

実行委員   瑞穂市教育委員会学校教育課 課長         郷  通芳 

       本巣市教育委員会学校教育課 参事兼課長      歳藤 幸弘 

       北方町教育委員会教育課 教育次長兼課長      宮部 寿 

       瑞穂市校長会代表（瑞穂市立穂積小学校校長）    後藤 隆正 

       本巣市校長会代表（本巣市立弾正小学校校長）    香田 みどり 

       北方町校長会代表（北方町立北方中学校校長）    川瀬 和弘 

       瑞穂市養護教諭代表（瑞穂市立生津小学校養護教諭） 濱  理恵 

       本巣市養護教諭代表（本巣市立糸貫中学校養護教諭） 後藤 いずみ 

       北方町養護教諭代表（北方町立北方中学校養護教諭） 新井 理香 

       健康増進課代表（本巣市健康増進課総括課長補佐）  堀島 由香 

       栄養教諭代表（瑞穂市立穂積北中学校栄養教諭）   村上 直江 

       連合ＰＴＡ代表（北方町ＰＴＡ連合会会長）      朝日 智哉 

 

事務局    瑞穂市教育委員会学校教育課 指導主事       坂東 俊輔 

       本巣市教育委員会学校教育課 健康安全係長     清水 剛史 

       本巣市教育委員会 保健衛生指導員         梶浦 由美 

       北方町教育委員会教育課 主任           坂口 優 
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