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 日本歯科医師会は 8020 運動を推進し、一生自分の歯で食事をするための予防を啓蒙しているが、

一般的にはまだまだ、歯科医院に行くのは痛みの症状が現れたとき、というのが現状だという。痛

んで治療となる前の予防について、意識を変えられるような方法はあるだろうか。 

虫歯や歯周病にならないための予防行動について調べてみよう。 

 

キーワードを調べよう 

 

オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。 

口腔衛生 ブラッシング 歯磨き 口腔ケア オーラルセルフケア 予防歯科 

生活習慣 行動心理学 歯科行動学 口腔保健意識 口腔保健行動 

 

言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事典を引

いてみましょう。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵の百科事典、用語辞典（一例）》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

口と歯の事典 497.03/Ta 楠元開架 

歯みがき･歯ブラシ大図鑑 : 8020をめざして 497.9/267 楠元書庫 

今日の診療 WEB 学内データベース 

Web 版 ステッドマン医学大辞典 学内データベース 

ジャパンナレッジ Lib 学内データベース 

 

 

 図書を探そう 

 テーマの棚に行って探してみよう 

 図書には 1冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでいます。

書架で図書を探してみましょう。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター歯科学関係分類表より（NDC新訂 9 版を基に追加）》 

497 歯科学 497.9 口腔衛生、歯の衛生 

498 衛生学、公衆衛生学、予防学 498.1 衛生行政 

 

 

 OPACで調べてみよう 

 オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有無、

配架場所、請求記号がわかります。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵のテーマに関する図書（一例）》 

「予防歯科の意識を高めたい」 
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資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

困った患者さんにどう活かす診療室の行動科学 : 事例で学ぼ

う!考えよう!／深井穫博,中村譲治,文元基宝編／クインテッ

センス出版 

497/88 楠元開架(短大) 

わたしの歯の健康ノート／熊谷崇著／医歯薬出版 497.9/Ku 楠元開架 

絵で見る予防歯科 : これは便利!!患者さん説明用オーラルチ

ャート／沼部幸博著／クインテッセンス出版 
497.9/Nu 楠元開架 

新予防歯科学／米満正美[ほか]編／医歯薬出版 497.9/Sh 楠元開架 

セルフケアのための歯磨剤ガイド : どの成分が何に効くの?

／歯磨剤研究会編／クインテッセンス出版 
497.9/Sh 楠元開架 

新口腔保健学／末高武彦[ほか]編／医歯薬出版 497.9/Su 楠元開架 

モチベーションを上げる 15のアドバイス : なんで磨いてく

れないの?／高柳篤史編／クインテッセンス出版 
497.9/Ta 楠元開架 

明日からできる地域での予防歯科 : 地域･幼稚園･学校･企業･

診療室で広がるヘルスプロモーションの輪 ／ウェルビーイン

グ編／医歯薬出版 

497.9/Ue 楠元開架 

あなたの人生を変えるスウェーデン式歯みがき : 1 日 3分･

ワンタフトブラシでお口から全身が健康になる!／梅田龍弘著

／自由国民社 

497.9/Um 楠元開架 

オーラルセルフケアー : 予防歯科のための戦略／Philip 

Weinstein[ほか]著／口腔保健協会 
497.9/213 楠元開架 

行動科学 : 健康づくりのための理論と応用／畑栄一,土井由

利子編／南江堂 
498/Ha 楠元開架 

スタッフ・患者さんの行動力を引き出す歯科医のための医療

コーチング入門／桑田美香著／砂書房 
498.1/438 楠元開架 

 

 

👉本学に所蔵がない場合は、 

南山大学・中部大学（CAN加盟館）の蔵書を調べる 

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/can.html 

CANに加盟する 3大学の学生、教職員は 

それぞれの図書館を紹介状なしで自由に利用でき 

資料を取り寄せて借りることもできます。 

 

👉 CAN加盟館にも所蔵がない場合は、 

    学外の図書館の所蔵を探す（国内機関の所蔵を調べる） 

http://ci.nii.ac.jp/books/ 

 

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/can.html
http://ci.nii.ac.jp/books/
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  雑誌・雑誌記事・論文を探そう 

 雑誌記事・論文の探し方 

 「CiNii」、「医中誌 Web（同時アクセス 10）」、「PubMed」、「magazineplus」、「NDL-OPAC （国

立国会図書館蔵書検索）」などを利用して、学術協会発行の雑誌や、大学等で発行された研

究紀要を検索し、テーマに関する記事や論文を探しましょう。 

 

《データべースでこんな記事や論文が検索できます》 

記事情報 

CiNii  

大学病院小児歯科来院患者の定期健診に関する意識調査 

Author：辻野 啓一郎 , 坪倉 亜希子 , 金子 かおり , 望月 清志 , 大多和 由美 , 藥師寺 仁 

Source：小児歯科学雑誌 (0583-1199)46巻 1号 Page26-32(2008) 

医中誌 Web No.2012008778 

いま、患者さんに選ばれる医療とは?(第 1回) 患者さんが求めている"予防"とは?(解説) 

Author：西 真紀子(最先端のむし歯・歯周病予防を要求する会), 徳本 美佐子, 熊谷 崇, 大竹 

喜一 

Source： デンタルハイジーン (0285-0508)31巻 10号 Page1124-1126(2011.10) 

医中誌 Web No.2012044123 

フロッシングを常識に!(解説) 

Author：加藤 大明(日吉歯科診療所), 熊谷 崇 

Source： 歯界展望 (0011-8702)118巻 5号 Page908-915(2011.11) 

医中誌 Web No. 2014158729 

日本とアメリカの大学生の口腔保健行動と意識に関する事例研究(原著論文) 

Author：中條 さやか(愛知学院大学 短期大学部専攻科(口腔保健学専攻)), 犬飼 順子, 高阪 利

美, 宇野 智子, 中垣 晴男, 向井 正視 

Source： 日本歯科衛生学会雑誌 (1884-5193)8巻 2号 Page59-69(2014) 

医中誌 Web No.2017356869 

口腔の健康状態および歯科保健サービスの受給状況と歯科医療費や医療費との関連(総説) 

Author：竹内 研時(九州大学 大学院歯学研究院口腔予防医学分野), 佐藤 遊洋, 須磨 紫乃, 古

田 美智子, 岡部 優花, 田中 照彦, 小坂 健, 山下 喜久 

Source： 口腔衛生学会雑誌 (0023-2831)67巻 3号 Page160-171(2017)  

 

 雑誌の探し方 

 オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有

無、配架場所がわかります。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵の雑誌（一例）》 

資料情報 所蔵情報 配置場所 

小児歯科学雑誌 
1-45 1963-2007 楠元 

46-54,55(1-4) 2008-2018継続中 末盛 

デンタルハイジーン 4-16,26-37,38(1-2) 1984-2018継続中 楠元 

歯界展望 

3(2-5,7-11,15-21),4(1-7),5,6(1-3,7-24),7(1-8, 

10-22),8,9(1,3-5,7-21),10(1-12,14-16,18-24), 

11-130,131(1-2) 1946-2018継続中 

楠元 

109-130,131(1-2) 2007-2018継続中 末盛 

日本歯科衛生学会雑誌 1-11,12(1) 2006-2017継続中 楠元  

口腔衛生学会雑誌 1-67,68(1) 1952-2018継続中 楠元 

http://ci.nii.ac.jp/
http://login.jamas.or.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijpagunlib
http://web.nichigai.co.jp/
https://ndlopac.ndl.go.jp/
https://ndlopac.ndl.go.jp/
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新聞記事を探そう 

 新聞記事の探し方 

 探しているテーマの新聞記事を、本学データベース上から調べられます。 

 

《歯学・薬学図書館情報センターで利用できる主なデータべース》 

記事情報   

中日新聞・東京新聞記事データベース 中日新聞・東京新聞 
中日新聞：1987年 4月～、東京

新聞：1997 年 4月～ 

朝日新聞オンライン記事データベース

（聞蔵 IIビジュアル） 
朝日新聞 創刊号：1879年～ 

日経テレコン 21 日本経済新聞 
見出しと抄録：1975年 4月～、 

全文収録：1981年 10月～ 

《こんな新聞記事が検索できます》 

記事情報 

歯科診療、変化の兆し、育ち始めた口腔内科医――「削って詰める」より予防を重視。 

2005/05/22  日本経済新聞 朝刊  9ページ  絵写表有  2381 文字  

ライオンの歯みがきレッスン――「磨けた」思い込みなくす、日々のケア、意識付けに（新サー

ビス記者がチェック） 

2017/01/16  日経ＭＪ（流通新聞）  4ページ  絵写表有  1251 文字  

虫歯予防、学校も知恵――洗口液常備、歯科医が指導（学ぶ） 

2017/05/26  日本経済新聞 夕刊  11ページ  絵写表有  2126 文字  

 

 

テーマに関する Webサイト 

 関連サイトの紹介 

「8020推進財団」http://www.8020zaidan.or.jp/ 

8020運動の活動報告書、小冊子など。 

 

「テーマパーク 8020」http://www.jda.or.jp/park/ 

 日本歯科医師会による、歯と口の総合サイト。 

 

「実践しよう！予防歯科」http://clinica.lion.co.jp/yobou/ 

 口腔ケア製品のライオン株式会社による予防歯科についてまとめたサイト。 

 

「リサーチ Navi」http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 

さまざまなテーマやキーワードについて調べる方法を探すための Webページです。 

歯学・薬学図書館情報センターが契約しているデータベースの収録外の論文もヒットします。 

http://www.8020zaidan.or.jp/
http://www.jda.or.jp/park/
http://clinica.lion.co.jp/yobou/
http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/

