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１　はじめに

　歯・口の健康つくりのポイントは健康課題が見え

るということである。健康という実体感の薄いもの

を，どうやって子ども達に理解させるかというとこ

ろが大変難しいところであると考える。自分の健康，

心と体を見る目を教育として培っていくことが大切

である。

２　他律的管理から自律的管理へ

　文部科学省から，学校の先生方を対象として，

「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つ

くり」いう歯科保健参考資料が出版されている。

乳幼児期においては，保護者や周囲の手を借りて

健康管理が進められていくわけであるが，成人期

以降の健康管理は自律的に行わなければならない。

　そのため，学齢期は保護者等による他律的管理

から，自らの力による自律的管理へうまく移行し

ていくように支援していかなければならない。こ

れは，小中高の各段階の支援の方法を計画的に進

めていくことの重要性を示唆したものだ。つまり，

教育課程を段階を追って変化させていかなければ

ならない。

　ここで大切になるのが小中学校の連携である。

乳幼児期において，保護者に磨いてもらうといっ

た段階から，成長に従って自分で何をしなければ

ならないのかを教えていく過程を経て，最終的に

は見てもらうから「自分で自分を見る」という段

階へ移行していく。健康管理は，段階的に子ども

達自身の手に渡していくものだということを，保

護者の皆さんにわかっていただくためにも，歯み

がきの事例は保護者に説明するときにわかりやす

いと考える。

３　学校における歯・口の健康つくりの進め方

　学校における歯・口の健康つくりの進め方につ

いて，その基本的な考え方を４点述べる。

　昭和５３年に，「小学校　歯の保健指導の手引」

ができた時点では子ども達のむし歯が多く，それ

が子ども達の健全な体や心，発達を蝕んでしまう，

それをなんとかしようという「むし歯予防の観点」

がその基本的な考え方となっている。このような

経緯を経て，現在は自らの健康について自ら課題

を発見し，主体的に解決していこうとするなどの

「生きる力」をはぐくむという方向になっている。

健康つくりは目標ではなく，「健康は生きるため

の資源である」というヘルスプロモーションの考

え方からすれば，子ども達がどのような夢や目標

を持っているのかということが重要になる。この

考え方は，健康をつくりなさいということではな

くて，あなたが健康だったら何ができるのか，と

いうところに目標があるのであって，子どもの夢

や目標の実現のために，健康を向上させていくと

いう考え方が基本となる。それを理解させるため

の支援者としての学校教育の在り方や医療関係者，

地域の存在が重要になるのである。

　次の基礎的な要素は，健康診断である。平成７

年度から健康のレベルを問題がない０から１，２と

いう数値で表している。すべてを学校で解決でき

るわけではないので，専門の医療機関との連携が

必要になる。自分の学校はそれぞれのレベルに対

してどのような対応ができているのかを考えてい

くことが基本事項として大切である。また，子ど

もの健康状態は一人一人違うので，単なる平均値

的な管理で判断してはいけない。それぞれのスクー

リーニングレベルでの管理が大切である。平均値

からはアクションプランはなかなか出てこない。

一生懸命歯科医に通って処置を完了してきた子ど

もと，受療行動ができない子ども達とでは大きな

差があるのであって，やはり，個々を見ながら対

応策を考えていくのが重要であると考える。教育

というのは集団的なアプローチでリスクを下げる

という活動であるが，高いリスクがある子ども達

にとっては学校歯科医や地域医療機関と協働して

解決をしていくことが必要で，このリスクが高け

れば高いほど，そのリスクを下げることは難しく

なるのであるから，いろいろな対応を専門家と協

働していくことが重要になる。

　次は学習教材の開発である。健康教育の目標を

達成するためには，基本的な学習教材が必要であ

る。子ども達に健康に対して興味関心を持たせ，

自らの健康課題に気づかせることが大切である。

生涯にわたる健康管理の基礎となる歯・口

の健康つくりの進め方
～自らの健康を見る目をはぐくむために～

明海大学　学長　安井　利一
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また，題材は分かりやすく，自ら判断し，思考し，

課題解決できる内容であること，また，発達段階

に沿ったものであることが大切である。この繰り

返しのサイクルが健康教育である。

　次は，各発達段階的でどうやってはぐむのかと

いうことだが，幼稚園から高等学校段階など，そ

れぞれの学校種の目標については研究大会資料に

載せてあるのでそれをご覧いただきたい。

　幼児期は，興味関心を高めていく時期である。

人の口の形がうれしいとき , 悲しいときどのよう

に変わるかなど遊びを通して気づかせる。しかし，

小学校低学年でも「気づかせる」というのは，ま

だ難しい時期である。同じ活動の繰り返しによっ

て習慣化させることが大切な時期である。このよ

うな時期でも，第一大臼歯が生えてくるというと

ころを見つけさせたり，歯が生えることを期待感

を持って待たせたりすることで興味関心を高める

ことができる。

　小学生期は問題が起こりやすい時期であるが，

この時期は保護者によって管理されていると，む

し歯になりにくい時期でもある。社会的に見ても，

食物にむし歯になりにくい糖質が様々配合されて

いる。しかし，歯肉炎については，短期で症状と

して現れてくる。自律的に健康管理ができていな

い場合には，短期生活習慣の問題があると歯肉炎

になるなどの問題が発生する。また，小学生時期

は顔の形などに関心が高い時期でもある。粘土を

使って歯の形を作ってみるなどの活動が考えられ

る。年齢による口の形の変化に気づかせる指導も

関心を高めるためには有効である。

　中学校段階で歯肉を気づきとして扱う場合，口

臭や歯みがきをする際の出血等気になる年頃であ

ることを踏まえた題材を選ぶ事が指導のポイント

として考えられる。

　今まで述べてきたが健康課題の判断については，

高度な思考過程である。遊びを主体にした幼児期

では，磨くということできれいになることが分か

るように遊びを工夫することが大切である。小学

生時期には，歯の形を理解させないときちんと磨

かせることはできない。実際に自分の口の中を赤

く染めて実際に口の中のよごれの状態を目で見て

確かめさせるようにするなどが考えられる。中学

生時期には科学的な理解をさせることが大切であ

る。顕微鏡で確かめてみることも有効な手段であ

る。

　手洗いうがいなど感染症の予防の重要性にも気

づかせていきたい。手やのどに付いた汚れの状態

に目を向けさせ，自分で自分の体を管理すれば，

自分の体の健康につながること等を体感させるこ

とが大切である。一週間の歯みがきでも歯肉炎が

解消するなど，そうした実感を持たせる指導が大

切である。また，先ほど述べた家庭との連携は大

切である。学校などで習ったことを実行している

ときは保護者がしっかりほめることで指導の効果

が有効にはたらく。

　生活習慣の確立に向けた取組としては，給食時

間終了後には音楽にあわせて歯みがきをさせる学

校もある。様々な工夫が考えられる。しかし，生

きる力をはぐくむなど，主体的な行動ができるよ

うになることを考えれば，長期的には，自分で考

え判断し，行動変容につなげるようにしなければ

ならない。例えば高学年には，音楽に合わせて磨

いた後，「鏡を見て，磨けていないところを，ど

うやってきれいにしますか。」というようになげか

けるだけで，自律的な行動を促すことにつながる。

磨いた後に改善点を考えさせるなど，発展的な指

導につなげることが大切である。また，定期的に

写真を撮ってあげるなど，自分の変化を振り返っ

て現状認識ができるように支援する取組は有効で

ある。

　中学生時期以降では，健康管理が自分の夢の実

現に結びついていかなければならない。例えばス

ポーツをする上では，健康は強さである。健康は

美しさである。また，豊かさである。こうしたこ

とを理解させながら認識させたり評価させたりす

る取組が必要となる。さらに，健康を維持してお

られる高齢者をゲストティーチャーとして招待す

ることも考えられる。

　歯・口の健康つくりは，教育目標達成に向けて

生きてはたらく題材である。児童生徒はいつまで

も周囲から守られるわけではない。生涯にわたっ

て自らの健康を自らつくりだしていくようになる

ことこそ大切である。

４　学校・家庭・地域との連携

　学校歯科医は養護教諭や学級担任等が個別相談

等の対応を行ったうえで，地域医療の専門家によ

る継続的な管理指導を行うことを考えるように，

平成１８年度の健康診断マニュアルに記してある。

こういう意味で，地域医療機関と学校，学校歯科

医が連携協議を図っていく中で，地域で解決して

いくことが求められている。学校・地域・家庭と

いう３本柱で学校保健は成り立っているのである。

　この連携をいかにしていくかが大切である。例

えば学校と家庭との連携ということであれば，学

校だより，ＰＴＡだより，歯みがきカレンダーの

ようなアイテムを作り上げていくことによって，

学校と家庭をつないでいくなどの取組が考えられ

る。

　学校と地域との連携であれば，例えば地域学校
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保健安全委員会を設置することによって，学校と

地域との連携を図ることが考えられる。

 

　生涯にわたる健康つくりを実践するためには，自

分の歯や口の健康に関心をもち，自分の課題を把握

し，解決していくことができる資質や能力を育てる

ことが大切である。そのため，歯・口の健康つくり

をめざした学校歯科保健活動の進め方について協議

する。

研究協議の内容を，以下の３点とする。

（１）健康診断の効果的な実施と結果等を活用した

健康教育の充実について

（２）各教科，特別活動及び総合的な学習の時間と

の関連を図った指導計画の作成，実施，評価及び

改善について

（３）学校，家庭，地域社会が連携した学校歯科保

健活動の進め方について

【質疑応答】
（１）実際の指導にあたっては児童生徒保護者を含

め，全部一緒に指導するほうがいいのではないか

と考えているが，実際どのようにしているのか伺

いたい。　　　　　　　　　　　（県　所属不明）

《回　答》
・１０名程度のグループを編成し，対象児童生徒の

保護者に案内を出している。指導対象は主に児童

生徒である。子どもたちへの指導内容を保護者に

見ていただいて，その後保護者が我が子への指導

はどのようにしたらよいのか等の質問を受けるよ

うにしている。　　　　　　　（発表者　阿部）

（２）特別支援学校の児童生徒は，とりわけ必要な

力を身につけることができず卒業してしまうケー

スが多い。卒業後の指導についてどのようにして

いるか伺いたい。　　　　　　　　　（所属不明）

《回　答》
・卒業生に対する手立ては，特にしていない。

　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　阿部）

（３）全校生徒が１２５人，３世代同居世帯が多い

地域において，健康教育を進めるうえでは家庭で

の取組が重要であると考えるが，家庭に踏み込ん

だ取組をどのように実施しているのか伺いたい。

　　　　　　　　　　　　　　（堺市　歯科医師）

《回　答》
・児童が学校で学習した内容を保護者が知ること

で，家庭での話題になり関心も高まる。学校便り

や学級懇談会等を通じて学習内容を伝えたり，健

康に関する講演会を実施し，家庭や地域で話題に

なったり関心が高まったりするようにしている。

　　　　　　　　　　　　　　（発表者　清水）

生涯にわたる健康管理の基盤となる歯・口

の健康つくりの進め方
福岡県教育庁体育スポーツ健康課

総括指導主事　寺崎　雅巳

健康診断の効果的な実施と結果等を活用し

た健康教育の充実
～児童生徒一人一人のニーズに応じた歯・口の健康つくり～

山口県立周南総合支援学校　養護教諭　阿部　幸枝

生涯に通じた健康つくりに取り組む児童の育成
～歯・口の健康つくりを糸口として～

広島県福山市立熊野小学校　　　　　　　　　　　　　

　教諭　清水　弓記子　養護教諭　萩原　桂子

学校，家庭及び地域社会が連携した学校歯

科保健活動の進め方について
～地域で取り組んだヘルス・プログレス～

東京都中野区立緑野中学校　学校歯科医　田中　英一

－ 62 － － 63 －



（４）鼻呼吸の習慣づけについて取組をされている

が，児童分の教材をどのように準備されたのか，

児童の反応，取組の期間等について教えてほしい。

　　　　　　　　　　　　　（岩手県　養護教諭）

《回　答》
・指定事業の予算を使った。現在では1個30円で販

売している。鼻呼吸の大切さについて保護者に

説明をし，理解を得たうえで実施してきた。アン

ケートの実施は，保護者を含めて，口を閉じると

いうことに対しての意識を高める上で有効であっ

た。平成２０年度から継続して取り組んでいる。

　　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　萩原）

（５）歯に良いおやつについて紹介してほしい。

　　　　　　　　　　　　　　（岩手県　養護教諭）

《回　答》
・裂きイカを小麦粉とカレー粉で混ぜて，から揚げ

にしたもの。特に味付けの必要はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　萩原）

（６）学校はカリキュラムがあって，ブラッシング

指導等の時間をつくることが難しいと思う。また，

ハイリスクの生徒についてはプライバシーの問題

もある。どのように指導をされたのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校歯科医）

《回　答》
・学校現場では，課題がある生徒達という言い方を

している。「部活動中に来れたらおいでよ」とい

う声かけをして，自主的な行動に任せており，す

べての生徒が来るわけではない。養護教諭が部活

動中の生徒に声をかける等の協力があった。

　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　田中）

（７）中野区は学校数が多いが，今後どのように広

げていこうと考えているのか伺いたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校歯科医）

《回　答》
・校長先生や学校歯科医の先生方の認識は様々であ

る。広がっていないのが現状である。今後の展望

としては，歯科医師会を中心に学校で取り組んだ

学習内容や学習教材を提供し，他の学校へ広げる

ことができるようにしていきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　  (発表者　田中）

（８）学校歯科医師の取組について質問する。行政，

地域との連携について必要性を感じているが，実

際実施に向けての会議，時間はどの程度必要であ

るか，どのような苦労があったのか伺いたい。

　　　　　　　　　　　　　　（横浜市　歯科医師）

《回　答》

・本事業を受けるにあたっては，月２回集まった。

時間や日程調整は確かに努力が必要である。関

係者の努力によって成立している。時には強引に

引っ張ることも必要であり，やりながら認識が深

まっていくこともある。　　　（発表者　田中）

 

　学校における歯・口の健康つくりの目標は，子ど

もが発達段階に応じて自分の歯・口の健康課題を見

つけ，課題解決のための方法を工夫・評価し，生涯

にわたって健康な生活を送る基礎を培うとともに，

自ら進んで健康な社会の形成に貢献できるような資

質や能力を育成することにある。

　これは，「むし歯予防」のみではなく「歯周病の

予防」「咀嚼などのロ腔機能の育成」「歯・口の外傷

予防」等，現代の子どもたちの多様な課題に対応し

ながら，従来の保健管理中心の教育から保健教育を

重視する学校歯科保健の在り方を示している。これ

らを踏まえ，発表校ごとに振り返ってみたいと思う。

（１）山ロ県立周南総合支援学校の取組について

　　特別支援学校において，一人一人の疾病や障害

の状況に応じた歯・口の健康つくりについて日々

のありのままの実践報告がなされた。「毎日の実

践は，研究の連続である」ということを振り返る

ことができた。どの校種にあっても一人一人の違

いに応じた対応が求められている。細かな対応こ

そ，子どもを変えていく原動力になる。特別支援

学校においてはとりわけ，声なき声を聞くといっ

た洞察力が求められる。教育の原点がここにある。

特別支援学校に学ぶ視点は多い。様々な工夫等，

日々の研鑽に学ぶことができる貴重な実践発表で

あった。

（２）広島県福山市立熊野小学校の取組について

　　熊野小学校では，長年にわたって健康教育の推

進に取り組んでいる。こうした成果を踏襲し，歯・
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口をテーマにした健康つくりについて実践され

た，貴重な提案であった。ライフスキルの考え方

は，薬物乱用防止教育等において参加体験型の活

動が実施されているが，学校教育においてこうし

た指導法等を用いることによって児童生徒の達成

感や自尊感情を高めながら，健康に対する実践力

を身に付けようとしている。児童は自らを振り返

る場面において，充実感や達成感を感得しながら

学んでいる。こうした他律から自律へとつなげる

ための実践や，各教科，特別活動及び総合的な学

習の時間等との関連を図った実践等の在り方につ

いて貴重な示唆をいただいた。

（３）東京都中野区立緑野中学校の取組について

　　学校歯科医の立場から，学校教育の在り方につ

いて考慮しながら取組を進めた学校歯科保健活動

について実践報告がなされた。小学校から中学校

にかけては，様々な要因によって歯・口の健康に

ついて，関心が薄れていくといった実態がある。

こうした状況にあって，中学生に対してきめ細や

かな実態調査を実施し，課題を明確にしたうえで，

科学的根拠に基づいた取組を進めている。改めて

地域の歯科医師会や学校歯科医等と学校との連携

の在り方，その重要性について再認識させていた

だいた。また，学校歯科医の先生方が，学校教育

の在り方を十分に理解された上で取組を進めてお

られることも再認識させられた。

おわりに

　本大会は，各県の先進的な取組や課題の共有化，

健康教育に対するさらなる意欲の喚起，新たな実践

の方向性を再確認すること等において大変意義があ

ると考える。３つの提案内容は成果がはっきりして

おり，一般化できる価値ある発表であった。

－ 64 － － 65 －




