
【小・中学校、保育所・幼稚園・こども園、保健関係者さまへ】

歯科保健ライブラリーのご案内

【R4.4.1 更新】

生涯を通じた歯の健康づくりを推進するためには、歯を喪失する主な原因の「むし歯」と

「歯科疾患」の予防等を行うことが大切です。健康教育や健康学習の媒体としてご活用くだ

さい。

【会館案内図】裏面

富山県厚生部健康課

富山県歯科医師会

 申 込 先 富山県歯科医師会

〒930-0887 富山市五福五味原 2741 番 2

℡ 076-432-4466 Fax 076-442-4013

 貸 出 教 材 別添一覧表のとおり

（ビデオ・DVD・スライド・パネル・模型・CD-R 等）

 貸出業務時間 月曜日～金曜日（年末年始・祝祭日を除く）

午前９：００～午後４：００まで

 貸 出 方 法 来所によるものとし、所定の借用書に記入のうえ

申し込み下さい。

 貸 出 期 間 ２週間を限度とします。

 貸 出 数 １施設 10 冊(DVD 等を含む)を限度とします。

 料 金 無料。ただし、教材の破損、紛失の場合は、実費

を負担いただきます。





【ＤＶＤ】

No 時間 対象 制作

むし歯の新しい処置と予防 Ⅰむし歯ってどうしてできるの？ 10分 小学生(中・高)

Ⅱおうちでできるむし歯予防 14分 小・一般

Ⅲむし歯のはじまり[脱灰]の処置 19分 一般

Ⅳ上手につかってむし歯予防 10分 一般

8020咀嚼とからだの健康 Ⅰ丈夫な顎で元気な子 20分 一般

Ⅱかむ・かむ・健康 20分 一般

3 タバコと歯周病 歯周病の予防と治療は禁煙から 29分 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

4 25分 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

5 23分 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

6 きれいな乳歯の育て方 48分 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

7 ご存知ですか？フッ化物の力 ～フッ化物の豆知識～ 52分 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

8 妊婦さんのための歯周病対策 23分 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

9 予防歯科啓発ＤＶＤ よ坊さん登場篇 5:37 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

お口の体操ＤＶＤ お口の体操 7:08

お口の体操～ゆっくり編～ 7:50

介助者の方へ 2:05

11 むし歯を防ぐフッ化物洗口 25分 一般 埼玉県・埼玉県歯科医師会

12 ＨＡＨＡＨＡ de GOGOGO！「早寝・早起き・朝ごはん」で健康増進 埼玉県歯科医師会

介護予防対応 実践的口腔ケア 30:26

お口の健康体操 10:53

14 フッ素で守ろう秋田っ子の歯 監修：秋田県 秋田県歯科医師会 25分 一般 秋田テレビ

15 お口の健康気にしていますか？～生涯を通じた歯と口の健康づくり～ 秋田県・秋田県歯科医師会

16 いいな、いい歯。家庭歯学事典 すべて 福岡県歯科医師会

17 健康を脅かす歯周病No.1 40分 BS-ｉ

18 健康を脅かす歯周病No.2 37分 BS-ｉ

19 健康なからだをつくる食事 17分 小学(高)・中学生 ＮＨＫエンタープライズ

20 はてな？で学ぶ保健指導 新ぎもん・しつもん！むし歯の予防 24分 ＮＨＫエンタープライズ

①実践的口腔ケア 9:56

②梨歯ビリ体操 12:40

一般・ 滋賀県歯科医師会

付属：パワーポイントファイル 養護教諭 滋賀県スポーツ・健康づくり歯学協議会

23 かむことの効用はひとがすき 13:34 新潟県歯科医師会

24 ジェイミーのいい歯で元気！フッ化物ってなあに？ 宮崎県・宮崎県歯科医師会

25 子どもの歯の健康と食育 －フッ化物洗口・京都からの発信－ 京都府歯科医師会

26 歯っぴー映像コンテスト受賞作品集 京都府歯科医師会

27 8020サンバ体操 高齢者篇／子ども篇 8020健康静岡21推進会議・静岡県

28 奈良県歯科医師会

住民参加による新「8020運動」 １課題検討の成果（各班作成）PDF

推進のためのワークショップ ２当日写真PDF

３当日資料PDF

品 目

黒岩恭子の口腔ケア 在宅・施設・入院患者の口腔を悪化させないために

1

ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

ストップ歯周病！手に入れよう全身の健康

長崎県歯科医師会

口腔ケアによって新型インフルエンザから高齢者を守ろう 健康寿命の延伸をめざして

山梨県・山梨県歯科医師会食べるよろこびいつまでも

歯のけが口のけがどうしよう！ ～学校管理下における子どものけがへの対応～

新潟県歯科保健協会

8分

8020推進財団

1

2

10

13

21

29

22



【ＤＶＤ】

No 時間 対象 制作

30 はじめてのはみがき 全教出版㈱

31 咀嚼～科学で解明する噛む健康法～ 日本チューインガム協会

32 小坂 健

33 (財)ライオン歯科衛生研究所

平成23年度在宅歯科医療連携推進研修会 №１ 富山県歯科医師会

第1回～口腔ケア基礎編～ №２ 富山県歯科医師会

平成23年度在宅歯科医療連携推進研修会№１ 富山県歯科医師会

第2回～口腔ケア応用編～ №２ 富山県歯科医師会

平成24年度在宅歯科医療連携推進研修会№１ №２ 富山県歯科医師会

富山県歯科医師会

37 47分 医歯薬出版

38 60分 医歯薬出版

39 11分 ボディプランニング

40 140分 医歯薬出版

41 21分 全教出版

42 19分 全教出版

43 26分 全教出版

44 29分 全教出版

45 83分 デンタルダイタモンド社

46 196分 Oral Care

47 NHK

48 150分 BS朝日、日本歯科医師会

49 兵庫県歯科医師会

50 258分 デジタルクリエイト

51 熊本県歯科医師会・熊本県

52 デジタルクリエイト

平成26年度県民公開講座 №１ №２ No.3 富山県歯科医師会

富山県歯科医師会

54 幼児・小・中学校 ㈱ビーブランド・メディコーデンタル

55 口腔ケアチャンネル (シナリオ＆パワーポイント集 テキスト付) 108分 日本訪問歯科協会

56 フッ化物洗口 啓発 小児向け動画 30秒・60秒 小児向け ㈱ビーブランド・メディコーデンタル

57 小学生向け 宮城県歯科保健教育教材作成委員会

58 70分

59 5分

60 28分 中学生向け 全教出版

61 24分 中学生向け 全教出版

62 小学生向け 全教図

63 小学生向け 全教図

64 歯科関係者 （一社）日本歯科TC協会

フッ化物洗口県民啓発用DVD プクプクうがいでむし歯予防

歯を大切に ＜中学生編＞vol1

歯を大切に ＜中学生編＞vol2

動画でマスター リハビリテーション口腔ケア 摂食・嚥下障害、要介護者へのアプローチ

歯を大切に ～中学年編～

「脳を活かして、健康ライフ」澤口 俊之 「なぜかかりつけ歯科医がいる人は、長生きか」星 旦二

特別講演会 「マイナス１歳からはじめるむし歯予防」の実践

世代別 生きる力を支える お口のおはなし （2012年度 総合施策プログラム）

歯を大切に＜前歯のみがきかた＞２年生

みやぎっ子の楽しく学ぶ 歯・口の健康づくり教育教材（パワーポイント資料）

2

訪問歯科医療事務ゼミナール（Disc1～3）

実践 訪問歯科診療の技術セミナー（４枚組、セミナー資料冊子付）

「生きる」の入り口～歯科医療は、生活の中へ～

第６７回学童歯みがき大会

始めよう！笑顔が増える口腔機能向上サービス

品 目

第71回 学童歯みがき大会 （ダイジェスト映像）

嚥下障害

きみは確かに、そこにいた。～歯科医師たちの身元確認～

摂食・嚥下障害検査のための内視鏡の使い方

歯周病と全身疾患 「歯周病」本当はおそろしい病気？

要介護高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケア

はじめてのはみがき ～みんなdeはみがき～

要介護高齢者に対する食事支援～おいしく，楽しく，安全な食生活を営む“口腔ケア”と“摂食機能”の実力
～

35

36

歯を大切に ～高学年編～

はじめてのはみがき ～親子deはみがき～

34

歯科滅菌と医療安全

53

集団フッ化物洗口について【基礎編】22分【実践編】16分

歯を大切に＜奥歯のみがきかた＞１年生

第71回 学童歯みがき大会 （フルバージョン）



【ＤＶＤ】

No 時間 対象 制作

65 ～歯周病とは～あなたは、歯周ポケットの中を見たことがありますか？ 5分 一般 大阪府歯科医師協同組合

66 一般 山口県歯科医師会

67 （一社）日本学校歯科医会

68 歯科関係者 日本訪問歯科協会

69 歯科関係者 日本訪問歯科協会

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

なるほど歯科医院 （歯科医師会おもしろ動画）

3

品 目

スポーツ活動中の歯・口のけが防止と応急の処置 ～中高校生へのアドバイス～ （パワーポイント教材）

摂食嚥下（摂食機能療法）多職種連携における歯科の経口摂食支援（コンテンツ集）

口腔機能低下症 多職種連携で防ぐオーラルフレイルからの低栄養摂食嚥下障害（コンテンツ集）



【図 書】

No 対象 製作

1 かむ力 生きる力 齋藤 滋 著 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

2 小児の摂食・嚥下リハビリテーション 田角 勝・向井美惠 編著 医歯薬出版株式会社

3 摂食・嚥下リハビリテーション第２版 才藤栄一・向井美惠 編著 医歯薬出版株式会社

4 学校歯科保健の基礎と応用 安井 利一・西連寺 愛憲 編 医歯薬出版株式会社

5 歯科からアプローチする食育支援ガイドブック 食育支援ガイドブック作成委員会 医歯薬出版株式会社

6 子どものための歯と口の健康づくり 監修 安井 利一 医歯薬出版株式会社

7 おとなのための歯と口の健康づくり 監修 安井 利一 医歯薬出版株式会社

8 ライフスキルを育む歯と口の健康教育 ライオン歯科衛生研究所 編 東山書房

9 ライフスキルを育む実践・歯と口の健康教育 ライオン歯科衛生研究所 編 東山書房

10 子どものための歯肉炎予防マニュアル ライオン歯科衛生研究所 編 東山書房

11 子どものための歯肉炎マニュアルピカピカノート（歯肉炎ワークノート） ライオン歯科衛生研究所 編 東山書房

12 「そうか、なるほど！」の声が聞こえる教材広場 ライオン歯科衛生研究所 編 東山書房

13 クイズでＴＲＹ！ カラダにおいしい学習材 ライオン歯科衛生研究所 編 東山書房

ライフスキル教育プログラム 小学校5年生用 JKYBライフスキル教育研究会

【CD－ROM付】 編著

15 幻の女王・卑弥呼の食生活の秘密 住田 実 著 一般すべて 東山書房

16 からだとこころの教室② 東山書房

17 カムカム大百科～歯科医から見た食育ワンダーランド～ 岡崎 好秀 著 一般すべて 東山書房

18 カムカム大百科～歯科医から見た食育ワンダーランド～ 岡崎 好秀 著 東山書房

19 動物たちのよい歯甲子園 岡崎 好秀 著 東山書房

20 歯と口から伝える食育 【CD－ROM付】 岡崎 好秀・武井 典子 編著 東山書房

21 歯を知る１００の話 鈴木 仙一 他 著 東山書房

22 よい歯とからだの健康迷路 石黒 幸司 著 東山書房

23 ぎもん・しつもん歯と口の事典 第１巻 ぎもん・しつもん歯と口の事典編集委員会 編 東山書房

24 ぎもん・しつもん歯と口の事典 第２巻 ぎもん・しつもん歯と口の事典編集委員会 編 東山書房

25 もう一歩踏み込もう!! －学校歯科保健－ 丸山 進一郎・西連寺 愛憲 監修 東京臨床出版

26 そしゃくで健康づくり 育てようかむ力 和洋女子大学家政学部助教授 柳沢 幸江 著 一般すべて 少年写真新聞社

27 “食育”は歯科医療を変える 丸森 英史・武内 博朗 編著 クインテッセンス出版

28 たこのフッソちゃん 絵・富永 一郎 文・さとうこうき ゾンネボード薬品株式会社

29 高齢者と家族みんなの料理集 著・山田 春子 料理・赤堀 博美 ヒョーロン

30 はなしなしか －噛むCome歯ッピィーライフ－ 大分県歯科医師会

31 歯の話パート２ 鹿児島県歯科医師会

32 さいごの一歯 じぶん歯史の物語 みしま たかし 著 風人社

33 命を狙う口の中のバイキン 健やかな生活のために 東京歯科大学教授 奥田 克爾 著 一世出版

34 歯周病と７つの病気 吉江 弘正・高柴 正悟 編著 永末書店

35 学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ 日本学校歯科医会

36 学校と学校歯科医のための｢食｣教育支援ガイド 日本学校歯科医会

品 目

4

14 東山書房



【図 書】

No 対象 製作

37 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも 日本学校歯科医会

38 歯・口腔の健康診断と対応（事後措置）－CO・GOを中心に－ 日本学校歯科医会

39 児童生徒のための被災時の歯・口の健康対応マニュアル 日本学校歯科医会

40 歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル 日本学校歯科医会

41 歯・口の健康と食べる機能Ⅱ－｢食べる｣ことから健康な生活を考える－ 日本学校保健会

42 新健康教育シリーズ基礎編 歯と口の働きとつくり 眞木 吉信 著 一般 少年写真新聞社

43 新健康教育シリーズ実践編 むし歯・歯周病は感染症 眞木 吉信 著 一般 少年写真新聞社

44 そしゃくで健康づくり 育てようかむ力 柳沢 幸江 著 一般 少年写真新聞社

45 こども健康ずかん むし歯バイバイ 大津 一義 監修 少年写真新聞社

46 新しい歯のみがき方 教師用指導書 丸森 賢二 著 教師 少年写真新聞社

47 あっおとなの歯 小学１・２年生向 丸森 賢二 監修 小学1～2年 少年写真新聞社

48 つぎつぎはえるおとなの歯 小学３・４年生向 丸森 賢二 監修 小学3～4年 少年写真新聞社

49 そろったそろったおとなの歯 小学５・６年生向 丸森 賢二 監修 小学5～6年 少年写真新聞社

すぐに役立つ学校歯科医の活動マニュアル 幼稚園・保育所(園）編 学校歯科医 東京都学校歯科会

【DVD付】 小学校編 学校歯科医 東京都学校歯科会

中学校編 学校歯科医 東京都学校歯科会

高等学校編 学校歯科医 東京都学校歯科会

特別支援学校編 学校歯科医 東京都学校歯科会

51 噛めば〝命の泉〟湧く…Ⅰ 噛むチカラで脳を守る 小野塚 實 著 健康と良い友だち社

「在宅療養」をささえるすべての人へ

－わが家がいちばん－

53 健康と良い友だち社

54 「ふしぎ・ふしぎ噛むことと健康」 岡山大学病院 小児歯科 岡崎好秀 著 デンタルエコー

55 「ふしぎ・ふしぎ噛むことと健康 パートⅡ」 岡山大学病院 小児歯科 岡崎好秀 著 デンタルエコー

56 歯科詩集 監修 日本歯科医師会会長 大久保満男 かまくら春秋社

57 小学生 学研パブリッシング

58 学校歯科医 東京都学校歯科医会

59 一般 学建書院

ふしぎ・ふしぎ噛むことと健康 第１巻 新８０２０運動 一般・学校歯科医 岡崎好秀 著

岡山大学病院 小児歯科 岡崎好秀 著 第２巻 ようこそ！宇宙事業へ 一般・学校歯科医 岡崎好秀 著

第３巻 口に入る前の食育・入った後の食育 一般・学校歯科医 岡崎好秀 著

第４巻 空腹感が育む生きる力 一般・学校歯科医 岡崎好秀 著

第５巻 ノドから手が出る話 一般・学校歯科医 岡崎好秀 著

61 8020絵本vol1. なぞなぞ森の魔女 作：小野 かおる 絵：栗山 なつき 児童 静岡県歯科医師会

62 8020絵本vol2. 歯にも言わせて 作：海老岡 秀斗 絵：鈴木 絢 児童 静岡県歯科医師会

63 のんちゃんたちの 口の中探検 著書 岡崎 好秀 監修 下野 勉 小学生 株式会社 松風

64 学校歯科医 東京都歯科医師会歯と口の健康からはじめる 食育サポートブック

品 目

健康と良い友だち社

歯と歯みがきのひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ８６）

財)在宅医療助成勇美記念財団
「在宅療養」編集委員会 監修

味覚とおいしさの科学 ～和の味を子供たちに伝えるために～

病院から「家に帰りたい」という人のために

楽しみながら身につく 歯を見分ける技術

50

52

60

5



【図 書】

No 対象 製作

65 おじいちゃんは8001 お口のタイムトラベル 作：みしま たかし 絵：風間 雄吉 児童 口腔保健協会

66 みんなでワッ歯ッ歯 これだけは知っておきたい歯の基礎知識 新潟県歯科医師会 編著 一般 新潟日報事業社

67 ライフステージでわかる歯と口の健康ガイド 第２１回日本歯科医学会総会記念誌編集委員会 一般 医歯薬出版株式会社

68 一般 扶桑社

69 歯周病と全身の健康を考える ライオン歯科衛生研究所 編 歯科医師・一般 医歯薬出版株式会社

70 ライフステージに応じた歯科保健指導ハンドブック 日本衛生士会 監修 歯科医師・歯科衛生士 医歯薬出版株式会社

71 歯科医師・歯科衛生士のための専門的な口腔ケア

72 超高齢社会で求められる全身と口腔への視点・知識

73 成果の上がる口腔ケア 岸本 裕充 編著 看護師・歯科医師 医学書院

74 がん患者さんの口腔ケアをはじめましょう 編集 槻木恵一 神部芳則 歯科衛生士 学建書院

75 ５分でできる口腔ケア 編著 角 保徳 介護関係者・一般 医歯薬出版株式会社

76 健康寿命の延伸をめざした口腔機能への気づきと支援 編著 向井 美恵 歯科衛生士・一般 医歯薬出版株式会社

77 歯科医院力を高める 保健指導実践ガイド 深井 穫博 著 歯科医師 医歯薬出版株式会社

78 フッ化物をめぐる誤解を解くための１２章 眞木 吉信 編 歯科医師・一般 医歯薬出版株式会社

79 CGと機能模型でわかる！摂食・嚥下と誤嚥のメカニズム【DVD付】 監修 里田隆博 戸原 玄 歯科医師 医歯薬出版株式会社

80 CGと機能模型でわかる！器官の異常と誤嚥・摂食嚥下のメカニズム【DVD付】 監修 里田隆博 戸原 玄 歯科医師 医歯薬出版株式会社

81 入院患者の口腔・咽頭ケアポケットマニュアル 監修 道脇幸博 看護師・歯科医師 医歯薬出版株式会社

82 在宅歯科医療実践ガイドブック (一社)滋賀県歯科医師会

83 みて楽しい 歯的博物館 大野粛英 羽坂勇司 高橋紀樹 一般 わかば出版

84 食をささえる 在宅訪問歯科診療の達人 所蔵２冊 歯科医師・歯科衛生士 福井県歯科医師会

85 歯科と認知症～歯科医師の認知症対応力向上にむけて～ 歯科医師・歯科衛生士 メディア株式会社

86 パワーポイントで進める 歯・口の保健教育 著 日本学校歯科保健・教育研究会 歯科医師・歯科衛生士 東山書房

87 食べる・飲むメカニズム 摂食研究会／氏家賢明／大野 康 他 歯科衛生士 他 日本歯科新聞社

88 医療スタッフのための美しいしぐさと言葉 石井孝司／北原文子／伊藤美絵 医療スタッフ 日本歯科新聞社

89 第１分野 摂食嚥下リハビリテーションの全体像 Ver.2 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 歯科医師 医歯薬出版

90 第２分野 摂食嚥下リハビリテーションの前提 Ver.2 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 歯科医師 医歯薬出版

91 第３分野 摂食嚥下障害の評価 Ver.2 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 歯科医師 医歯薬出版

92 第４分野 摂食嚥下リハビリテーションの介入 Ver.2 Ⅰ口腔ケア・間接訓練 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 歯科医師 医歯薬出版

93 第４分野 摂食嚥下リハビリテーションの介入 Ver.2 Ⅱ直接訓練・食事介助・外科治療 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 歯科医師 医歯薬出版

94 第５分野 摂食嚥下障害患者の栄養 Ver.2 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 歯科医師 医歯薬出版

95 第６分野 小児の摂食嚥下障害 Ver.2 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 歯科医師 医歯薬出版

96 3.11 Identity 身元確認作業に従事した歯科医師の声を未来へ JUMP(Japanese Unidentified amd Missing Persons Response Team) 一般、歯科医師 ブックウェイ

97 歯科衛生士の仕事 歯科衛生士は診療室の司令塔 監修：小森 朋栄 遠山 佳之 他 医療スタッフ 学生 グレードル

98 おばあちゃんは8020 お口のタイムトラベル２ 作：みしま たかし 絵：風間 雄吉 児童 一般財団法人 口腔保健協会

99 さいごの一歯 じぶん歯史の物語 みしま たかし 児童 風人社

100 歯と歯みがきのひみつ【新版】 （学研 まんがでよくわかるシリーズ86）漫画：山口育孝 構成：橘 悠紀 小学生 学研

101 実践！オーラルフレイル対応マニュアル 平野浩彦 他
歯科医師・歯
科衛生士・
介護関係者

（公財）東京都福祉保健財団

医歯薬出版株式会社

品 目

角 保徳 著 歯科医師・歯科衛生士

6

家族みんなで始める、続ける 歯と口の健康づくり基本１２０



【図 書】

No 対象 製作

102 クイズ100選 楽しい歯と口の学習材 石黒 幸司 著 小学生 東山書房

103 お口からはじめよう からだの健康 JADS福岡2016 一般 医歯薬出版株式会社

104 嚥下障害のことはよくわかる本 藤島 一郎 監修 一般 講談社

105 介護現場で今日からはじめる口腔ケア 著：山田あつみ 監修：飯田良平 介護関係者 メディカ出版

106 認知症の人の「食べられない」「食べたくない」解決できるケア 歯科医師 枝広あや子 介護関係者 日総研

107 口腔衛生学2016 松久保 隆 他 歯科医師 一世出版

108 あなたの歯科医院でもできる がん患者さんの口腔管理 著：杉 政和 歯科医師 インターアクション株式会社

109 歯科医院経営を安定させたい院長へ77のアドバイス 著：黒飛一志、濱田真理子 歯科医師 クインテッセンス出版

110 歯科医師 岩手県歯科医師会

111 歯科医師 北海道・東北地区歯科医師会

112 歯科医師 宮城県歯科医師会

113 歯科医師 愛知県歯科医師会

114 歯科医師 群馬県歯科医師会

115 介護関係者 一般財団法人日本介護支援専門協会

116 口腔がん、口腔がん検診Q＆A 山本浩嗣 久山佳代 一般 医学情報社

117 歯科医師 医歯薬出版株式会社

118 介護予防のための口腔機能マニュアル 編著：菊谷武 他 介護関係者 健常社

119 介護予防と口腔機能の向上Q＆A 編著：新庄文明 他 歯科医師・歯科衛生士 医歯薬出版株式会社

120 歯科における災害対策 防災と支援 編著：中久木康一 歯科医師 砂書房

121 歯科医師 8020推進財団

122 歯科医師・歯科衛生士 社会保険研究所

123 学校では教えないできる子をつくる74の新習慣 監修：陰山英男 一般 扶桑社新書

124 赤ちゃんがパパとママにやってもらいたい58のこと 編：公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 一般 扶桑社新書

125 “これ”に気づくと人生が一気に好転する 編：公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 一般 扶桑社新書

126 生涯さびないためのトレーニング 編：公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 一般 扶桑社新書

127 「そうか、なるほど」の声が聞こえる教材広場 編：公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 歯科医師・歯科衛生士 東山書房

128 やさしい歯と口の事典 下山和弘 秋本和宏 編 一般、看護、介護関係者 医歯薬出版株式会社

129 歯科医院でできる「食べる」機能の評価と対応 石田 瞭 著 歯科医師 医歯薬出版株式会社

130 カスタムメイドタイプ 新マウスガードのつくり方 石上 恵一 編著 他 歯科医師 歯科技工士 医歯薬出版株式会社

131 オーラルフレイルQ&A 平野浩彦、飯島勝矢、渡邊 裕 一般、介護関係者 医学情報社

132 歯科医院でみる口腔がん 早期発見ガイドブック 白砂 兼光 編著 歯科医師 医歯薬出版株式会社

133 医療・介護・福祉の地域ネットワークづくり事例集 監修：辻 哲夫 一般、介護関係者 素朴社

134 ほけんしどうって、たのしいね！～子どもの心をつかむ、幼稚園での保健指導と教材作り～ 宮崎 真紀 養護教諭（幼稚園） 東山書房

135 臨床歯科栄養学ー歯科に求められる栄養の基礎知識ー 監修：花田信弘、萩原芳幸、北川昇 歯科医師、歯科衛生士 （一財）口腔保健協会

136 養護教諭が行う歯・口の保健指導 安井利一、三木とみ子 養護教諭他 ぎょうせい

137 リハビリテーション栄養ポケットマニュアル 日本リハビリテーション栄養学会 監修 歯科医師・歯科衛生士 医歯薬出版株式会社

7

東日本大震災と地域歯科医療

東日本大震災報告書

東日本大震災報告書

終焉の着陸復行

フッ化物局所応用実施マニュアル

老年歯科医学用語辞典

入院患者に対するオーラルマネジメント

品 目

遺体の身元を追って～日航ジャンボ機墜落と歯科医師の記録～

ケアマネジャーのための医療職との連携ハンドブック



【図 書】

No 対象 製作

138 嚥下障害ポケットマニュアル 聖隷嚥下チーム 歯科医師・歯科衛生士 医歯薬出版株式会社

139 根拠と効果がわかる 介護のための口腔外科＆体操＆レク 特別養護老人ホーム 芦花ホーム 歯科医師・歯科衛生士 誠文堂新光社

140 解説 口腔ケアと摂食・嚥下リハビリテーション 安井利一、植田耕一郎、阪口英夫 歯科医療関係者 一般財団法人 口腔保健協会

141 高齢者歯科の医療事故防止 羽村章、安藤文人 歯科医療関係者 一般財団法人 口腔保健協会

142 ライフステージを考えた口腔ケア 一般財団法人 日本口腔ケア学会 歯科医療関係者 一般財団法人 口腔保健協会

143 地域包括ケアと口腔ケア 田村清美、渋谷恭之 歯科医師・歯科衛生士他 一般財団法人 口腔保健協会

144 かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症入門 一般財団法人日本老年歯科医学会 歯科医師・歯科衛生士 デンタルダイヤモンド社

145 牛山京子の在宅訪問における口腔ケア 牛山京子 歯科衛生士他 医歯薬出版株式会社

146 歯のしくみ 口のしくみ 阿部伸一 小学生・中学生 クインテッセンス出版株式会社

147 口腔からウェルエイジング 阿部伸一 一般 クインテッセンス出版株式会社

148 イラストと写真でわかるデンタルスタッフハンドブック 千葉県歯科医師会 生涯研修委員会 歯科助手・歯科衛生士 永末書店

149 は、にげる！ 東京ハイジ 幼児・小学生 ロッテ

150 認知症が気になりだしたら、歯科にも行こうは、なぜ？ 大久保満男、早田雅美 一般 朝日新聞出版

151 歯科関係者 日本歯科医師会

152 同種造血幹細胞移植後患者さんの歯科診療について 東北大学病院 血液免疫科 歯科関係者 宮城県歯科医師会

153 ならない・治す認知症 長谷川 嘉哉 一般 扶桑社

154 「はっぴーえんど」特別編 ～訪問診療の秘密兵器～ 魚戸 おさむ 一般 日本歯科医師会

155 富山は日本のスウェーデン 井手英策 一般 集英社新書

156 よくわかる歯科医院の消毒滅菌管理マニュアル 柏井 伸子 歯科関係者 ハグ クリエイション

157 歯科医院のための感染対策 ヨーロッパ基準のインフェクションコントロール 中村 健太郎 歯科関係者 クインテッセンス出版株式会社

158 事例に学ぶ・歯科法律トラブルの傾向と対策（第２版） 小畑 真 歯科医師 日本歯科新聞社

159 災害時の歯科保健医療対策 連携と標準化に向けて 日本災害時公衆衛生歯科研究会 歯科関係者 一世出版

160 チェアーサイドの口臭治療ガイドブック 本田俊一 歯科医師 デンタルダイヤモンド社

161 もう、口臭で悩まない！ 本田俊一 一般・歯科関係者 アーク出版

162 歯科関係者 （公）長寿科学振興財団

163 一般 日本歯周病学会 他

164 一般 （一社）日本訪問歯科協会

165 食べる力を失わせない 長谷 剛志 歯科関係者 クインテッセンス出版株式会社

166 歯科医師 公益財団法人 長寿科学振興財団

167 （一社）日本訪問歯科協会

168 はっぴーえんど1～4巻 魚戸 おさむ 一般 小学館

169 人は口から老い口で逝く 認知症も肺炎も口腔から 落合 邦康 歯科関係者 日本プランニングセンター

170 ご近所医科歯科連携導入マニュアル 押村 憲昭 歯科関係者 インターアクション株式会社

171 子どものお口どう育つの？ ～口腔機能の発達がわかる本～ ３冊セット 田村 文誉 一般 医歯薬出版株式会社

172

173

長生きしたければ「口」を鍛えなさい

8

品 目

食育支援ガイド2019

高齢者の食事と栄養、口腔ケア

続 日本人はこうして歯を失っていく ～専門医が教える全身の健康につながる歯周病予防～

フレイル予防・対策：基礎研究から臨床、そして地域へ

知って得する！口からの健康



【ＣＤ－ＲＯＭ】

No 品 目 対象 製作

1 在宅歯科保健医療ガイドライン 日本歯科医師会

2 「歯 are you？」（富山県）篇15″ 日本歯科医師会

3 平成17年度制作 産業歯科医の職務 日本歯科医師会

4 平成20年度改定 産業歯科医の職務 日本歯科医師会

5 歯科医院のための個人情報保護法Ｑ＆Ａ 日本歯科医師会

6 歯周病と糖尿病 パワーポイントによる資料集付 日本歯科医師会

7 日本歯科医師会ＰＲキャラクターよ坊さん 日本歯科医師会

8 成人歯科健診・保健指導マニュアル【資料付】 日本歯科医師会

9 学校歯科医のための「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくりクイックマニュアル【資料付】 小学生以上 日本学校歯科医会

10 むし歯予防大作戦 ＣＯってな～に？【資料付】 教師生徒 日本学校歯科医会

11 健康日本２１と学校歯科保健【資料付】 日本学校歯科医会

12 基本健康診査（生活機能評価）・介護予防健診における口腔関連項目について 東京都歯科医師会

13 学校歯科医が行う総合的な学習の時間に対応する講話例 東京都学校歯科医会

14 食べることを中心にした歯科講話 東京都学校歯科医会

15 フッ化物応用普及のためのＱ＆Ａ集 －第１版－ 神奈川県歯科医師会

16 第72回全国学校歯科保健研究大会 自由集会報告 2008神奈川 神奈川県歯科医師会

17 学校歯科保健 Dr.向け 埼玉県教育委員会 他

18 「口腔機能の向上」支援マニュアル 埼玉県・埼玉県歯科医師会

19 元気県ぐんまは８０２０から 成人歯科保健事業関係資料集 群馬県・群馬県歯科医師会

20 楽々パワーポイント 歯科保健教室の達人【ファイル形式・資料付】 福井県・福井県歯科医師会

21 楽々パワーポイント 歯科保健教室の達人【冊子形式・資料付】 福井県歯科医師会

22 楽々パワーポイント 歯科健康教室の達人 Ver.2 福井県歯科医師会

23 口腔ケアの達人 福井県歯科医師会

24 口腔ケアの達人 Ver.3【資料付】 福井県歯科医師会

25 口腔ケアの達人 Ver.3.5 福井県歯科医師会

26 お口の専門医 摂食機能発達編 福井県歯科医師会

27 お口の専門医 摂食・嚥下機能障害編／口腔ケア編 福井県歯科医師会

28 歯からはじめる健康支援教材集 福島県・福島県歯科医師会

29 Let's Begin 歯とお口の健康つくり【資料付】 福島県・福島県歯科医師会

30 遊んで学ぼう！ゲーム８０２０をめざせ！【資料付】 京都府歯科医師会

31 歯医者さんのうた 京都府歯科医師会

32 学校歯科保健教材（１）ＣＯを考えよう （２）ＧＯを考えよう 一般すべて 滋賀県歯科医師会

33 県民フォーラム歯ートフル淡海2001 はははづくしの江州音頭 滋賀県歯科医師会

34 平成15年5月 ８０２０運動と医療費の関係 兵庫県歯科医師会情報調査室

35 学校歯科健診データ入力ソフト らくらく健診くん 奈良県歯科医師会

36 口腔ケア実践マニュアル 静岡県歯科医師会

37 ８０２０健康サンバ 8020健康静岡21推進会議

9



【ＣＤ－ＲＯＭ】

No 品 目 対象 製作

38 学校歯科健診電算化システム 山口県歯科医師会の取り組み 山口県歯科医師会公衆衛生委員会

39 歯科健康講座ガイドブック ～歯・口から健康を考える～【資料付】 山口県・山口県歯科医師会

40 検視実習研修会 岡山県歯科医師会

41 「食」とお口の健康～食育は健康のパスポート～ 新潟県歯科医師会

42 口腔機能向上マニュアルハイリスクアプローチ 佐賀県歯科医師会

43 要介護者のための口腔ケアマニュアル【資料付】 島根県歯科医師会・島根県健康福祉部健康推進課

44 熊本県歯科治療病診連携推進事業 事例集 熊本県 熊本県歯科医師会

45 歯から健康が見えてきた 健康・体力づくり事業財団

46 葛飾区学校歯科医会講話集ＣＤ－ＲＯＭ 『おしえて！歯医者さん』Ｖｅｒ.3 葛飾区学校歯科医会

47 歯ぐき元気プロジェクト（保護者等成人歯周病予防） 富山県

48 妊娠と歯周病の関係 富山県歯科医師会

49 口腔機能向上関連資料 大原 里子

50 歯をみがこう 一般 クリスタル４０’S

51 紙芝居こどもオペレッタ あっくんと魔法の歯ブラシ （楽しく身につく生活習慣 親子で歌える楽しい童謡） 幼児 子ども音楽育成音楽プロジェクト

52 歯とお口の健康 おしえて！はっぴいくん （小学生用・口の健康つくり教材） 小学生 福島県・福島県歯科医師会

53 みやぎっ子の「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくり食育教材 おいしく楽しく安全にたべるために 小学生 宮城県歯科保健教育教材作成委員会

54 シカ医のうた 日本歯科医師会

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74
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【パネル】

No 対象 制作

歯の健康シリーズ 一般 保健会館健康教育

①歯を大切に 吊り下げ式 W60×H84 推進本部

②知っていますか歯の構造 10枚セット ロール式

③どうしてむし歯になるの ビニールコーティング紙

④むし歯になりやすい年齢

⑤子どものむし歯

⑥歯槽膿漏とは

⑦丈夫な歯はこうしてできる

⑧むし歯の予防

⑨歯の治療はお早めに

⑩あなたの歯、元気ですか（自己診断法）

歯科保健 一般 ライオン歯科衛生研究所

①歯のはたらき 吊り下げ式 W45×H60

②第一大臼歯は歯の王様 10枚組 アルミフレーム付パネル

③噛むことの大切さ

④歯のみがき方

⑤歯ブラシ以外の清掃用具

⑥歯と食物

⑦義歯（入れ歯）

⑧歯周疾患の原因

⑨歯周疾患の進行

⑩歯並びと悪習癖

歯の衛生 一般 ライオン歯科衛生研究所

①歯の構造 吊り下げ式 W90×H60

②歯の名前と順序 11枚組 厚地ボール紙

③歯の役目

④ムシ歯の発生

⑤ムシ歯の進行

⑥ムシ歯をふせぐ５ステップ

⑦歯肉の病気

⑧歯ならび

⑨食物と歯

⑩口臭の科学

⑪正しい歯のみがき方

1

2

3

品 目
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【パネル】

No 対象 制作

フッ化物を利用したむし歯予防 小中学校～ 富山県厚生部健康課

①むし歯のできるメカニズム 吊り下げ式 W60×H90 一般

②「カイス」の３つの輪 10枚セット アルミフレーム付パネル

③むし歯予防のポイント

④おやつは時間を決めて！

⑤むし歯は夜つくられる

⑥フッ素を利用しよう！

⑦フッ素によるむし歯予防のメカニズム

⑧フッ素の利用方法～塗布～

⑨フッ素の利用方法～洗口～

⑩フッ素の利用方法～効果～

歯周病を予防する 一般 富山県厚生部健康課

①あなたの歯ぐき大丈夫？歯周病についてよく知ろう！ 吊り下げ式

②１どうなっているの？－歯と歯ぐき－ 9枚セット アルミフレーム付パネル

③２歯周病ってどんな病気？意外に知られていない

④３こわい！ひそかに進む歯周病（１）

⑤４こわい！ひそかに進む歯周病（２）

⑥５こうして治します

⑦６こうすれば予防できます

⑧７知って得する

⑨８かかりつけ歯科医

歯の健康を守ろう 一般 母子保健推進会議

①よく噛んで食べましょう。 吊り下げ式

②むし歯は、バイキンでおこります。 6枚セット アルミフレーム付パネル

③歯周病（歯槽膿漏）は、こわい病気です。

④きれいな歯ならびで、明るい笑顔。

⑤歯の病気を予防しましょう。

⑥一生、自分の歯で食べましょう。

かむ機能強化用パネル 一般～ 富山県厚生部健康課

かむ力を育むために 吊り下げ式 専門職向け

あなたのかむ習慣などをチェック 10枚セット アルミフレーム付パネル

かむことの変化

かむ回数の減少による影響

かむことの効用

かみごたえランキング

歯を失わないために

咬合力

健口体操

よくかむための１０か条

7

4

5

6

品 目
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【パネル】

No 対象 制作

小学校歯の保健指導 歯を大切に（第１学年） 小1～2年生 全教図

①口の中を観察しよう ビデオ付

②第一大臼歯を見つけよう 14枚セット 掛図

③えらいぞ！第一大臼歯 監修 日本学校歯科医会・

④むし歯になりやすい第一大臼歯 日本体育大学教授 吉田 瑩一郎

⑤上手にみがこう第一大臼歯（１）染め出し検査をやってみよう

⑥上手にみがこう第一大臼歯（２）染め出し検査の見方

⑦上手にみがこう第一大臼歯（３）第一大臼歯のみがき方

⑧１日のおやつはスティックシュガー３本分まで

⑨むし歯と砂糖

⑩砂糖はどれくらい入っている（１）菓子編

⑪砂糖はどれくらい入っている（２）飲物編

⑫おやつは組み合わせを考えよう

⑬おやつの約束

◇きみはどこが染まったか

小学校歯の保健指導 歯を大切に（第２学年） 小1～3年生 全教図

①口の中を観察しよう ビデオ付

②前歯を調べてみよう 14枚セット 掛図

③前歯のはたらきもの 監修 日本学校歯科医会・

④むし歯を見つけよう 日本体育大学教授 吉田 瑩一郎

⑤前歯をみがこう（１）染め出し検査をやってみよう

⑥前歯をみがこう（２）染め出し検査の見方

⑦前歯をみがこう（３）前歯のみがき方

⑧前歯をみがこう（４）軽い力でみがこう

⑨動物の歯

⑩みんなの好きな食べ物（１）

⑪みんなの好きな食べ物（２）

⑫よくかむといいこといっぱい

⑬３度の食事をきちんととろう

◇むし歯の人が多い菌

チーター先生の動物幼稚園 幼稚園～ 富山県厚生部

内容：むし歯はどうしてなるのか。ならないための食生 小学校低学年 健康課

生活と歯みがきについていろいろな動物と宇宙人

を比較して、子供達と共に考える会話形式で、

演者がある程度内容を自由にコーディネートで

きるように構成したパネルシアター

8

9

10

品 目
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【紙芝居】
No 対象 制作

迷子になった前歯 （協力）静岡文化芸術大学 幼稚園～ 8020健康静岡21

作・平野ますみ 絵・根子 明里 （発行）静岡県歯科医師会 小学校低学年 推進会議

ゆびきりげんまん （協力）静岡文化芸術大学 幼稚園～ 8020健康静岡21

作・平野ますみ 絵・杉浦亜矢子 （発行）静岡県歯科医師会 小学校低学年 推進会議

フッ素ブクブク洗口ってなぁに？ （監修）日本大学客員教授 小林 清吾 幼稚園～

㈱ビーブランド・メディコーデンタル 小学校低学年

【模 型】
No 対象 制作

1 むし歯のすすみかた模型 エナメル質むし歯 展示用

2 歯の構造模型 下顎左側 展示用

3 歯列の発育模型 上顎・下顎セット 展示用

4 永久歯むし歯模型 ２FA‐４００C 展示用

5 永久歯むし歯模型 P８‐５０８ 展示用

6 永久歯歯周病模型 P２‐００１ 展示用

7 永久歯歯周病模型 P１５Ｄ‐００４B 展示用

8 乳歯の交換期歯列模型A P１‐６００A 展示用

9 乳歯の交換期歯列模型B P１‐６００B 展示用

10 乳歯の交換期歯列模型C P１‐６００C 展示用

11 アナトミック クリア模型 下顎枝・下枝走神経、上顎洞底、インプラントBr 展示用

【手 鏡】
No 対象 制作

1 手 鏡 中サイズ（1～49）

2 手 鏡 小サイズ（1～24）

14

品 目
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品 目
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【ビデオ】

No 品 目 時間 対象 制作

1 ①丸森賢二のブラッシング指導 幼児編 15分 幼児 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

2 ②丸森賢二のブラッシング指導 六歳臼歯編 11分 年中・長 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

3 ③丸森賢二のブラッシング指導 成人編 18分 成人 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

4 ⑧守ろう！健やかなお口を 歯周病は防げます 20分 成人 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

5 ⑩子育ては歯育て お腹の中から始まる丈夫な歯育て 18分 妊産婦 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

6 ⑪子育ては歯育て 健康な永久歯は健康な乳歯から 16分 母親 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

7 ⑫子育ては歯育て 子どもの歯科診療の実際 19分 母親 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

8 ⑬上手な歯の磨きかた 小学生編 一生使う大切な歯 この歯をムシバにさせないぞ！ 28分 小学生 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

9 ⑭上手な歯の磨きかた 成人編 むし歯も歯周病も防げます！ 43分 成人 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

10 ⑮上手な歯の磨きかた 指導者編 チャレンジ！100％磨き 患者指導のための必須体験 50分 指導者 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

11 磨き残しのない磨き方 ①『新しい<歯の磨き方>』 26分 小学生 テレマック

12 「先生、いっしょに磨こうよ！」②モデル授業「先生わたしの歯きれいになった！」 42分 小学生 テレマック

13 「先生、いっしょに磨こうよ！」③教材『低学年用』 7分 小学生(低） テレマック

14 「先生、いっしょに磨こうよ！」④教材『中学年用』 7分 小学生(中） テレマック

15 「先生、いっしょに磨こうよ！」⑤教材『高学年用』 7分 小学生(高） テレマック

16 歯と歯肉の健康づくり 観察と歯のみがき方 １はじめまして！おとなの歯 8分 小学生(低） 医歯薬出版株式会社

17 歯と歯肉の健康づくり 観察と歯のみがき方 ２まえ歯もおとなになったよ！ 8分 小(低・中) 医歯薬出版株式会社

18 歯と歯肉の健康づくり 観察と歯のみがき方 ３歯肉は元気?! 8分 小(中・高) 医歯薬出版株式会社

19 歯と歯肉の健康づくり 観察と歯のみがき方 ４きれいにみがこう！おとなの歯 8分 小(高)・中 医歯薬出版株式会社

20 歯を丈夫にきれいに ぼく、もう歯をみがけるよ 8分 3～4歳 サン・グラフ

21 歯を丈夫にきれいに ぼくはもう、大人の歯 10分 5～7歳 サン・グラフ

22 歯を丈夫にきれいに 歯の健康 16分 母親・保護者 サン・グラフ

23 歯を丈夫にきれいに 小学校編 No.1じょうぶな歯、つくろうね 11分 小学生(低） サン・グラフ

24 歯を丈夫にきれいに 小学校編 No.2プラーク・食べかす・ブラッシング 14分 小学生(中） サン・グラフ

25 歯を丈夫にきれいに 小学校編 No.3輝いてるかな きみの歯 15分 小学生(高） サン・グラフ

26 歯を丈夫にきれいに 小学校編 No.4小学生のためのブラッシング 29分 教師 サン・グラフ

27 いきいきはつらつ元気な歯から 第１巻 口の中たんけんたい 14分 小学1～2年 サン・グラフ

28 いきいきはつらつ元気な歯から 第２巻 自分で守ろう自分の歯 16分 小学3～4年 サン・グラフ

29 いきいきはつらつ元気な歯から 第３巻 すこやかな歯いつまでも 15分 小学5～6年 サン・グラフ

30 ペリオこそ、歯のいのち。－歯周組織を守ろう！－ 28分 サン・グラフ

31 歯と歯肉を守る セルフチェックとブラッシング 19分 中学生 サン・グラフ

32 ヘルシースマイル2000プラン 22分 一般

33 患者教育用ビデオ 総入歯を入れる人のために 20分 高齢者 学際企画株式会社

34 患者教育用プログラム 80分 一般

35 ウルトラアイ むし歯にならない耳よりな話 30分 一般

36 和子旅立ち（口唇口蓋烈患者用ビデオ） 90分 一般

37 フックンだいかつやく 15分 小学生 新潟県教育委員会

38 永久歯のむし歯予防 －フッ素洗口で丈夫な歯を－ 25分 小中学生 新潟県教育委員会

39 歯はおいしい食への道しるべ 新潟県歯科医師会

40 おばあちゃんの白い歯が笑った
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【ビデオ】

No 品 目 時間 対象 制作

41 いつまでも自分の歯で －成人における歯の健康－ 15分 成人 日本歯科医師会

42 「歯の健康とゆたかな老後」 日本歯科医師会

43 「歯周病予防大作戦」 15分 日本歯科医師会

44 海とともに ～島の歯科医療の現状～ 愛知県歯科医師会

45 『8020』への道しるべ ～生涯健康な歯で～ 愛知県歯科医師会

46 健康ワンダフル テレビ愛知

47 ハート色の愛、ありがとう ～血液の自給社会をめざして～ 富山テレビ放送

48 快適な介護は口腔ケアから 奈良県歯科医師会

49 ご存知ですか?むし歯予防のためのフッ化物応用 18分 小学生 長崎県・長崎県歯科医師会

50 ブラボー中谷の虫歯菌に負けるな！ 17分 小学生 秋田県歯科医師会

51 ブラボー中谷の「明るい長寿社会」 ～歯医者さんが支えます～ 秋田県歯科医師会

52 ブラボー中谷の「知ってほしい赤ちゃんの歯」 秋田県歯科医師会

歯科医師・歯科衛生士ができる摂食嚥下リハビリテーション 兵庫県・

－いつまでも安心して食べていただくために－第一巻[理論編] 兵庫県歯科医師会

歯科医師・歯科衛生士ができる摂食嚥下リハビリテーション 兵庫県・

－いつまでも安心して食べていただくために－第二巻[臨床編] 兵庫県歯科医師会

55 歯の健康づくり推進ビデオ みんな知ってる？合い言葉はめざせ6424 14分 茨城県保健福祉部保健予防課

56 生きる力をはぐくむ歯・口の健康シリーズ ワクワク探検隊出動！ 14分 小学生(低・中) 東映

57 生きる力をはぐくむ歯・口の健康シリーズ 自分で守る歯と健康 15分 小学生(中・高) 東映

58 生きる力をはぐくむ歯・口の健康シリーズ ブラッシュアップ！未来 15分 中学生 東映

59 子どもの退化病と闘うシリーズその１ 子どもの歯とアゴが危ない 23分 歯科従事者 農山漁村文化協会

60 子どもの退化病と闘うシリーズその２ 噛む食生活を取りもどそう 26分 歯科従事者 農山漁村文化協会

61 ドクター・オカザキのもっと歯を大切にしようよ！①恐竜が語る歯とは何か 20分 小学生 農山漁村文化協会

62 ドクター・オカザキのもっと歯を大切にしようよ！②宇宙から見た口の環境汚染 20分 農山漁村文化協会

63 ドクター・オカザキのもっと歯を大切にしようよ！③口の中の未来予想図 20分 小学生 農山漁村文化協会

64 ドクター・オカザキのもっと歯を大切にしようよ！④噛むことと健康の科学 20分 小学生 農山漁村文化協会

65 ドクター・オカザキのもっと歯を大切にしようよ！⑤元気で長生き歯がいのち 20分 小学生 農山漁村文化協会

66 はてな？で学ぶ保健指導 第１巻 ぎもん・しつもん！むし歯の予防 19分 全学年(小） ＮＨＫソフトウェア

67 はてな？で学ぶ保健指導 第２巻 はてな？で歯並び歯の不思議 19分 全学年(小） ＮＨＫソフトウェア

68 小学校歯の保健指導ビデオ 歯を大切に（掛図セット）小学校１年生用 13分 小学1年生 全教図

69 小学校歯の保健指導ビデオ 歯を大切に（掛図セット）小学校２年生用 12分 小学2年生 全教図

70 歯 ブラッシングを科学する ライオン歯科衛生研究所

71 マウスガードの作り方 19分 歯科医師 医学情報社

72 口腔機能向上プログラム用ビデオ 健口体操 ～口からはじまる介護予防～ 24分 全国行政歯科技術職員連絡会

73 生きる力をはぐくむ！歯・口の健康つくり 20分 ＮＨＫエンタープライズ

74

75

76

77

78

53

54 38分

35分
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【スライド】

No 品 目 時間 対象 企画・制作

1 健やかな歯は一生の財産その１ 初妊婦編 赤ちゃんの歯、お母さんの歯【ﾃｰﾌﾟ付】 30ｺﾏ ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

2 健やかな歯は一生の財産その２ ４ヶ月乳児編 初めての歯、感動をいつまでも【ﾃｰﾌﾟ付】 23ｺﾏ ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

3 健やかな歯は一生の財産その３ １歳６ヶ月乳児編 今、歯みがきのチャンスです【ﾃｰﾌﾟ付】 29ｺﾏ ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

4 健やかな歯は一生の財産その４ ３歳児編 本番！むし歯とのたたかい【ﾃｰﾌﾟ付】 26ｺﾏ 母子 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

5 健やかな歯は一生の財産その５ ５歳児編 大人の歯、６歳臼歯が生えてくる【ﾃｰﾌﾟ付】 28ｺﾏ 低学年 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

6 ０歳からの出発シリーズ １ムシ歯予防は０歳から【ﾃｰﾌﾟ付】 28ｺﾏ 日本歯科医師会

7 ０歳からの出発シリーズ ２ムシ歯の成り立ち【ﾃｰﾌﾟ付】 26ｺﾏ 日本歯科医師会

8 ０歳からの出発シリーズ ３しつけとムシ歯予防【ﾃｰﾌﾟ付】 21ｺﾏ 日本歯科医師会

9 ０歳からの出発シリーズ ４丈夫なからだと丈夫な歯【ﾃｰﾌﾟ付】 27ｺﾏ 日本歯科医師会

10 ０歳からの出発シリーズ ５豊かな熟年と歯の健康【ﾃｰﾌﾟ付】 74ｺﾏ 日本歯科医師会

11 ０歳からの出発シリーズ ６歯を失わないために【ﾃｰﾌﾟ付】 28ｺﾏ 日本歯科医師会

12 ０歳からの出発シリーズ ７歯周病の予防のお話【ﾃｰﾌﾟ付】 18ｺﾏ 日本歯科医師会

13 産業歯科医【ﾃｰﾌﾟ付】 67ｺﾏ 日本歯科医師会

14 ファイトシリーズⅠ はのくにのたんけん【ﾃｰﾌﾟ付】 40ｺﾏ 幼児 アーニ出版

15 ファイトシリーズⅡ むし歯になったオランウータン【ﾃｰﾌﾟ付】 40ｺﾏ 幼児 アーニ出版

16 ファイトシリーズⅢ むし歯の正体【ﾃｰﾌﾟ付】 40ｺﾏ 高学年 アーニ出版

17 乳歯の生いたち【ﾃｰﾌﾟ付】 58ｺﾏ

18 むし歯と食べもの【ﾃｰﾌﾟ付】 58ｺﾏ

19 母親となるために 歯づくりの話【ﾃｰﾌﾟ付】 58ｺﾏ

20 育児で守る子供の歯 －管理編－【ﾃｰﾌﾟ付】 58ｺﾏ

21 育児で守る子供の歯 －予防編－【ﾃｰﾌﾟ付】 58ｺﾏ

22 健康ですか？あなたの歯… スライド版 36ｺﾏ

23 よい歯で健康いきいき長生き スライド版 61ｺﾏ

24 正しい義歯の知識【ﾃｰﾌﾟ付】 50ｺﾏ 健康・体力づくり事業財団

25 音もなく忍びよる歯周疾患【ﾃｰﾌﾟ付】 50ｺﾏ 健康・体力づくり事業財団

26 失ってわかる歯の力 一生自分の歯で食べよう【ﾃｰﾌﾟ付】 51ｺﾏ 健康・体力づくり事業財団

27 健康と歯の発育【ﾃｰﾌﾟ付】 23ｺﾏ 中・高学年 東京都学校歯科医会

28 歯と金メダル【ﾃｰﾌﾟ付】 20ｺﾏ 低学年 東京都学校歯科医会

29 むし歯はつくらない（その１.低学年用）【ﾃｰﾌﾟ付】 23ｺﾏ 低学年 東京都学校歯科医会

30 むし歯はつくらない（その２.高学年用）【ﾃｰﾌﾟ付】 20ｺﾏ 高学年 東京都学校歯科医会

31 富山県歯の健康プラン（普及版）スライド集

32 『８０２０』歯科教育スライド 88ｺﾏ 愛知県歯科医師会公衆衛生部

33 歯科保健教育 138ｺﾏ 愛知県歯科医師会公衆衛生部

34 妊産婦指導用スライド 35ｺﾏ

35 公衆衛生とは何か 29ｺﾏ

36 成人・産業歯科保健スライド 78ｺﾏ 富山県歯科医師会成人・産業歯科保健部

37 高齢者指導用スライド 80ｺﾏ 富山県歯科医師会高齢者歯科保健部

38 富山県におけるむし歯予防のためのフッ化物利用【CD-ROM付】 67ｺﾏ 富山県歯科医師会地域保健部
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▶富山歯科総合学院：TEL(076)441-5355
▶富山県歯科保健医療総合センター：TEL(076)433-2039

富山県歯科医師会　　　　　アクセスマップ●富山歯科総合学院
●富山県歯科保健医療総合センター

一般社団法人

■JR富山駅より車で約１０分
■富山 IC、富山西 ICより車で約１５分
■富山空港より車で約２０分
■富山駅より市内電車 (大学前行き )乗車 ( 約８分 )「トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前」下車徒歩約７分

〒930-0887 富山市五福字五味原 2741 番 2　TEL(０７６)４３２－４４６６

トヨタモビリティ富山
Gスクエア五福前


