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鏡野町立富小学校における歯科保健教室

発 表 者 奥 典永 （岡山県：鏡野町国民健康保険富歯科診療所）

共同研究者 難波 久美子、鷲尾 憲文、海老沼 孝至、田村 留美子、大場 耕治
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健康教室終了後、教室での手洗い結果が一目で

わかり、振り返りに利用してもらえるよう、教

室参加者には、写真付の修了証書を渡しました。

清潔な手の見本と、健康教室の講義後手洗いし

てもらった写真と、個別指導後の写真です。

＜考察＞

個別指導の利点として、参加者が手技に不安が

ある時は、すぐに講師に確認することができ、

講師側も参加者の手技について直ちに指摘でき

ることなどが上げられます。手洗いを正確に実

践してもらうためには、個々に対応できる指導

環境が望ましいと考えられました。今後は、来

院した人にも声をかけ、手洗い指導を行ってい

きたいです。

ご清聴ありがとうございました。
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鏡野町は岡山県北の中央に位置し、人口約

１４，０００人であり、高齢化率は３２％と高く少子高

齢化の進んだ地域です。そして私たち富歯科診

療所がある富地域は人口約８００人、小学校児童は

３０人程度です。歯科診療所が開設した平成１１年

当時、鏡野町立富小学校児童の齲食罹患率はか

なり高く齲食予防の早急な対策が必要な状況に

ありました。そこで小学校児童の口腔衛生管理

に対する意識の向上および技術の向上から口腔

内疾患を予防することを目的に年３回の歯科保

健教室を行うことにしました。
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歯科保健教室は毎年、春の歯科健診時、６月

の歯の衛生週間、１１月のいい歯の日の３回行っ

ています。歯科保健教室では小学校児童と先生

に、ブラッシング指導、噛むことの大切さ、お

やつの取り方、唾液について、口腔内疾患と全

身疾患の関わりなど実験や体験学習も行い指導

しています。
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春の歯科健診時の歯科保健教室の内容を紹介

します。

毎年春の歯科健診の日には健診だけでなくブ

ラッシング指導も同時に行っています。歯科健

診を行った後、染め出しを行い磨き残しをチェッ

クします。自分自身で磨き残しがある場所が後

でも確認できるように、そして保護者も確認で

きるように口腔内写真の撮影も行います。その

後、磨き残しがなくなるまでブラッシング指導

を行います。磨き残しを鏡でチェックしながら

ブラッシングをしている様子を示します。後日、

保護者には児童それぞれの健康ノートに口腔内

写真を貼り付けているので確認してもらいま

す。１時間目から、低学年から順番に行ってい

きます。朝、ハミガキをしてきているはずです

が、こんなに真っ赤になる児童もいました。
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６月と１１月の歯科保健教室の内容を紹介しま

す。

この学校保健だよりは小学校の養護教諭、田

村先生が私たちが指導した内容をもとに作成し

て下さいます。ここでは、「噛むことの大切さ」

の指導内容が手に取るように分かります。児童

のよく知っているドラえもんが登場します。ド

ラえもんのポケットから鷲尾先生が甲羅を背

負ってカメカメはかせになり登場し、しっかり

噛むといいことがいっぱいあることを一緒に勉

強しました。

保護者はこの保健だよりを見ることにより指

導した内容を勉強することができ児童の口腔管

理のポイントを学ぶことが出来ると考えていま

す。児童の口腔管理には保護者の関わりが大き

な影響を及ぼすことと、保護者自身の口腔管理

に役立つように啓蒙活動を行っています。
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こちらは、「おやつについて考える」という

テーマで、ドラえもんのポケットの中から、お

かしなはかせが登場して、大好きなおやつです
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が食べすぎや飲みすぎは、歯にも体にもよくな

い事を一緒に勉強しました。砂糖・塩・油の１

日の摂取してもいい量を知ってもらい、いつも

食べているおやつの事について考えました。そ

して、いつも児童と約束をして帰ります。
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こちらは、事前に児童の歯の型どりを行い歯

の模型を作成し、その自分自身の歯の模型を使っ

て歯の特徴、歯並び、磨き残しの起りやすい部

位を観察した後、自分に合った歯磨き方法を練

習しています。

だんだんと永久歯に生え変わっていくなか

で、今の時期にしか作れない貴重な歯の模型が

でき、児童にも保護者の方にも喜んでいただき

ました。
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こちらは、つばは「魔法の水」でたくさんの

働き、役割について勉強し、しっかり噛んでつ

ばを出して食べることの大切さを学んでいま

す。

そして、CAT２１を使用してつばの実験を行い

ました。実験と言うと児童は目を輝かせます。

そしてこの写真でもわかるように真剣に取り組

んでいます。自分のつばに関心を持ち、自分の

つばの性質を知りました。
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こちらは、「ハハハウォークハリー」を行い

ました。縦割り班で分かれてウォークラリーを

行い６つのコーナーを回り歯に関する体験学習

を行いました。

高学年の児童が低学年の児童を優しく誘導す

る姿、真剣に考える姿、みんなで協力・相談す

る姿、びっくりしている姿、とてもたのしく活

動している姿が見られました。
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こちらは、小学校の先生方に動物になっても

らい、「いい歯自慢大会」をしています。さす

が小学校の先生で児童たちは名演技に釘づけで

した。動物の歯の特徴から歯の役割を学んでい

ます。そして人間のそれぞれの歯の役割を勉強

し、歯を大切にすることの重要さを学びました。
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こちらは、口腔内の状態や飲み物の PHを調

べる実験しました。PHが低くなるにつれて PH

試験紙が緑色→黄色→オレンジと色が変わって

いきます。みんな、どの色になるか真剣に実験

していました。低学年の児童には難しい言葉も

ありましたが、一緒の班の高学年の児童がサポー

トしてくれて、みんなで協力して勉強できまし

た。

PH５．４以下で歯はとけはじめると言われてい

ます。みんなの大好きな炭酸飲料は PH３、ス

ポーツ飲料 PH４でした。これから飲み物の購

入時、摂取時に変化がある事に期待です。
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こちらは、「〇×クイズ」を行いました。歯

や口腔に関する事を色々な角度から問題にしま

した。正解すると大きな歓声で、とても楽しく

勉強しました。全部で１０問でしたが、全問正解

の児童は三年生の児童ただ一人だけでした。そ

の後、RDテストを行いつばの中の細菌の量を

調べる実験を行いました。
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富小学校の児童一人当たりの乳歯と永久歯の

う蝕本数の平均の変化を示しています。歯科診

療所が開設した平成１１年は５．６本と高い値を示し

ていましたが現在１．６本と３分の１以下にまで減

少しました。
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富小学校の児童の歯肉炎の割合の変化を示し

ています。一度歯肉炎の上昇が見られましたが

現在では平成１１年の半分以下に減少していま

す。
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結果およびまとめを示します。
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臨床検査技師の立場からより良い地域医療実習を提供するために
〈当院で実習を行った研修医・医学生に対するアンケート調査より〉

発 表 者 白野 明子 （島根県：隠岐広域連合立隠岐島前病院）

共同研究者 白石 裕子、白石 吉彦

歯科保健教室は小学校児童・先生・保護者の

口腔内疾患の予防意識の向上と技術の向上に繋

がりました。そのことは口腔内の疾患予防・早

期発見・早期治療に結びつき小学校児童の齲食

は１３年間の間に３分の１に、歯肉炎は２分の１

に減少することに貢献しました。そして歯科保

健教室を通して家庭・学校において環境整備と

家庭・学校・診療所の連携構築が進み、このこ

とが口腔疾患の予防に大きく関与していると考

えられます。

これからも、何か一つでも児童の心に残るよ

うな楽しい教室を継続していきたいです。そし

て学童期だけでなく一生涯の口腔衛生能力につ

ながり、丈夫な歯でなんでもよく噛んで食べて、

歯も体も心も健康で元気に大きくなって欲しい

と言う事を伝えていきたいです。

ご清聴ありがとうございました。

まず、隠岐島前病院について紹介させていただ

きます。隠岐島前病院は島根県にある離島です。

隠岐諸島の島前地区３町村唯一の有床施設で

す。
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病床数は一般病床２０床、療養型２４床の計４４床で、

職員は内科系総合医６名、看護師３１名、臨床検

査技師１名など全職員合わせて７７名です。

H２４年度研修医受入数は１６名、医学生２８名、そ

の他２０名を受け入れています。

検査室での実習の状況は、研修医、２週間以上

実習期間のある医学生を対象に半日程度行って

います。興味のある人はいつでも検査室に出入

りして染色などできる環境です。

検査室の中で行っている検査は生化学検査・血

液検査（必要時血液像）・凝固検査・検尿沈渣・

血液ガス・KOH法による真菌検査・簡易偏光装

置による関節液の結晶鑑別・必要時にグラム染

色、チールネルゼン染色・血液型・クロスマッ
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