
第８２回全国学校歯科保健研究大会開催要項 
 

１  趣 旨     

学校におけるむし歯予防などを含めた歯科保健活動は、歯と口の健康教育を通し子

供たちの健康意識を高め、生活習慣を改善するような自律的な健康づくりを目的とし

て行っている。また、最近では貧困や格差社会からの問題などが起こるような生活習

慣の変化に伴い、むし歯や歯肉炎だけでなく、歯列不正や口呼吸、発音障害や摂取障

害に代表される、生きていく上で最も大切な「食べる・話す・呼吸する」など、口腔

機能の健全育成は、大きな問題となっている。 

そのような状況下で、児童・生徒への現場における歯科保健教育は、家庭とは違う

学校という集団の場で子供たちの仲間意識や連帯感、そして充実感をもった学びのチ

ャンスが与えられ、目覚めの機会としてますます重要性を増している。 

そこで、本大会では、学校現場に展開する、教育力の無限の可能性を引き出し、子

供たちの明るい未来を創造し、自律的なチャレンジ精神を培うと同時に「生き抜く

力」を踏まえ、多くの健康課題に対する解決への方向性を模索しつつ、歯科保健指導

者の研鑽の場として寄与していくことを目指す。 

 

２  主題及び副題    

「生き抜く力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して 

―学校歯科保健活動のもつ教育力を考える― 

 

３ 主 催  

文部科学省、一般社団法人日本学校歯科医会、公益財団法人日本学校保健会、一般社団

法人沖縄県歯科医師会、沖縄県、沖縄県教育委員会、宜野湾市、宜野湾市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 後 援  

厚生労働省・公益社団法人 日本歯科医師会・公益社団法人 日本歯科衛生士会・全国

養護教諭連絡協議会・全国学校保健主事会・日本私立小学校連合会・沖縄県学校保健

会・沖縄県市町村教育委員会連合会・沖縄県小学校長会・沖縄県中学校長会・沖縄県

高等学校長会・沖縄県特別支援学校長会・沖縄県高等学校PTA連合会・一般社団法人 

沖縄県PTA連合会・公益社団法人 沖縄県体育協会・沖縄県市長会・沖縄県町村会・

沖縄県医師会・一般社団法人 沖縄県薬剤師会・公益社団法人 沖縄県看護協会・公益

社団法人 沖縄県小児保健協会・公益社団法人 沖縄県栄養士会・沖縄県臨床検査技師

会・沖縄県歯科衛生士会・沖縄県歯科技工士会・一般社団法人 沖縄県放射線技師

会・公益社団法人 沖縄県理学療法士協会・公益社団法人 沖縄県柔道整復師会・沖縄

県はり・きゅう・マッサージ師会・一般社団法人 沖縄県医療ソーシャルワーカー協

会・一般社団法人 沖縄県精神保健福祉協会・一般社団法人 沖縄県作業療法士会・一

般社団法人 沖縄県言語聴覚士会・日本健康運動指導士会沖縄県支部・琉球大学医学

部附属病院・沖縄県歯科用品商組合・一般社団法人 沖縄県婦人連合会・一般社団法

人 沖縄県公衆衛生協会・株式会社沖縄タイムス社・株式会社琉球新報社・NHK沖縄

放送局・琉球放送株式会社・沖縄テレビ放送株式会社・琉球朝日放送株式会社・株式

会社ラジオ沖縄・株式会社エフエム沖縄・全国健康保険協会沖縄支部・沖縄県後期高

齢者医療広域連合・社会保険診療報酬支払基金沖縄支部・沖縄県国民健康保険団体連

合会・社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会・公益財団法人 沖縄県老人クラブ連合

会・公益財団法人 沖縄県学校給食会・沖縄県公立幼稚園・こども園会・一般社団法

人 沖縄県私立保育園連盟・沖縄県保育協議会・日本保育協会沖縄支部・沖縄県私立

中学高等学校協会 

 

５  期 間    

平成３０年１２月６日(木)～７日(金) 

 

６  会 場 

    沖縄コンベンションセンター（劇場棟・会議棟） 

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜４－３－１  

 

 

 

 

 

 

 



７  日 程 

  12:00   13:00   14:00  14:15        15:35 15:50         18:00 19:00        20:30 

１ 

日 

目 

 受付 

開会式 

表彰式 
休憩 基調講演 休憩 シンポジウム 

移動 懇親会  

ポスター発表 

 9:30  10:00                  11:30  11:50         12:30    13:00 

２ 

日 

目 

 受付 

領域別 

研究協議会 

休憩 

・移動 

ポスター発表 

表彰式 

 

閉会式 

 

ポスター発表 

 

８  プログラム 

（１）１日目（１２月６日（木）） 

①開会式・表彰式（沖縄コンベンションセンター・劇場） 

 

②基調講演（沖縄コンベンションセンター・劇場） 

      演 題 「児童生徒が身に付ける長寿の秘訣」 

演 者 首都大学東京・名誉教授 星 旦二 

 

③シンポジウム（沖縄コンベンションセンター・劇場） 

  「学校歯科保健活動のもつ教育力を考える」 

       座 長    明海大学 学長               安井 利一 

    シンポジスト 佐世保市立広田小学校 教諭         福田 泰三 

           KAZU デンタルクリニック院長（宮古特別支援学校歯科校医） 

                                 平良 和枝 

           沖縄県教育庁保健体育課 健康体育班 班長  上地 勇人 

 

④懇親会（沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ ６F ニライカナイ） 

 

（２）２日目（１２月７日（金）） 

  ①領域別研究協議会 

   ○幼稚園・認定こども園・保育所部会（沖縄コンベンションセンター・会議場 A2） 

    座  長  神奈川歯科大学口腔統合医療講座 教授      木本 茂成 

    発表講師  社会福祉法人 もとやま福祉会うむさ保育園 園長 古波津香織 

    発表講師  滋賀短期大学付属幼稚園 園長          小野 清司 

    アドバイザー  日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座 教授   内川 清盛 

 



   ○小学校部会（沖縄コンベンションセンター・劇場） 

    座  長  日本大学歯学部衛生学講座 教授         川戸 貴行 

    発表講師  那覇市立天妃小学校 学校歯科医         仲里 正博 

    発表講師  那覇市立天妃小学校 養護教諭          内木場香奈子 

    発表講師  天草市立河浦小学校 教諭            坂本 卓眞 

    アドバイザー  九州大学歯学研究院歯学部門口腔保健推進学講座 教授 

                                  山下 喜久 

 

 

 

   ○中学校部会（沖縄コンベンションセンター・会議場 A1） 

    座  長  東京医科歯科大学 名誉教授           和泉 雄一 

    発表講師  那覇市立上山中学校 校長            前田比呂也 

    発表講師  羽生市立東中学校 教諭             渡邉マユコ 

    発表講師  羽生市立東中学校 養護教諭           皆川 麻子 

    アドバイザー  大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 教授     有田 憲司 

 

   ○高等学校部会（沖縄コンベンションセンター・会議場 B1） 

    座  長  東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野 准教授 

   相田  潤 

    発表講師  沖縄県立首里高等学校 養護教諭         渡久山由希 

    発表講師  大阪府立門間西高等学校 養護教諭        久野 安菜 

    アドバイザー  九州歯科大学地域健康開発歯科分野 教授     安畑 敏弘 

 

   ○特別支援教育部会（沖縄コンベンションセンター・会議場 B2） 

    座  長  昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔衛生学部門 教授 

                                  弘中 祥司 

    発表講師  沖縄県立名護特別支援学校 教諭         山城 信哉 

    発表講師  沖縄県立名護特別支援学校 学校歯科医      眞喜屋睦子 

    発表講師  東京都立南花畑特別支援学校 主任養護教諭    杉村  環 

    アドバイザー  東京歯科大学小児歯科学講座 教授        新谷 誠康 

 

  ②ポスター発表 表彰式（沖縄コンベンションセンター・劇場） 

 

  ③閉会式（沖縄コンベンションセンター・劇場） 

 



９  参加者 

学校歯科医、歯科医師、歯科教育関係者、都道府県市町村教育関係者、 

学校・幼稚園・認定こども園・保育所、こども園の教職員、学校医、 

学校薬剤師、歯科技工士、歯科衛生士、PTA 会員、その他学校歯科保健関係者 

 

10 お問合せ先 

  ・一般社団法人沖縄県歯科医師会 

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川２１８－１ 

TEL：098-996-3561  FAX：098-996-3562 

http://www.okisi.org/ 

E-mail：okisi@okisi.org 

 

・一般社団法人日本学校歯科医会 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館４階 

TEL：03-3263-9330  FAX：03-3263-9634 

http://www.nichigakushi.or.jp 

E-mail：JASD@nichigakushi.or.jp 
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