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巻頭言

兵庫歯科学院専門学校創立50周年を迎えて
　　　－過去、現在そして未来へ

学院長　浦出　雅裕

　本校は平成29年（2017）　4　月にめでたく創立50周年を迎えました。昭和42年（1967）に歯
科技工士養成校として兵庫県歯科医師会により開校され、昭和45 年（1970）より歯科衛生学
科が併設されました。平成19年（2007）には歯科衛生学科の教育年限が　2　年制から　3　年制に
移行し、現在に至っています。一口に50年と言ってもその間には様々な困難や障害があった
と思いますが、本校の発展を支えてこられた役員、専任教員、科目講師、臨床実習講師の先
生方の並々ならぬ努力と4,700名を超える卒業生ならびに兵庫県歯科医師会の絶大なるご支援
のお蔭で今日を迎えられたことは素晴らしいことであり、このような伝統と歴史のある本校
に在籍できたことを誇りにしていただきたいと思います。同時に、私たちには本校が今後も
さらに充実し発展するように努力する義務があると思います。創立50周年を祝して　4　月27日
には学内記念式典、　5　月28日には記念式典が盛大に開催され、50年史も刊行されましたので
一読していただければと思います。また、本年　4　月より校名を兵庫県歯科医師会附属兵庫歯
科衛生士学院、英語名　Hyogo Dental Hygienist College（HDHC）に、第41号となる学院雑
誌も兵庫歯科衛生士学院誌、英語名 Journal of Hyogo Dental Hygienist College と改称し、
新しい　1　ページが始まろうとしています。ちなみに、このように充実した学院誌を毎年発刊
している歯科衛生士養成施設は他にはないようです。
　さて、学院誌の内容のコアの　1　つである学院学会の講演記事を見てみますと、昨年の平成
28年度学会では向　康子さん（　8　回生）による「神戸市保健所における歯科保健事業」と小
林容子さん（34回生）による「海外協力隊の活動の中で歯科衛生士として感じたこと」が、
29年度学会では菅　敬江さん（41回生）による「歯周病治療からみえる患者様との関わり
方」と谷口万希子さん（34回生）による「インプラント治療における歯科衛生士の役割」の
発表がありました。行政あるいは海外医療活動などを含む幅広い分野での卒業生の活躍はま
ことに頼もしい限りです。今後ともますます活躍の場を拡げていただきたいと思います。ま
た特別講演では、昨年は今井一彰氏による「口呼吸の怖さを知ろう～あいうべ体操で鼻呼吸
生活」が、今年は大川玲奈氏による「母親と子どもの歯科保健に対する歯科衛生士の重要
性」がありました。今井氏の講演では口呼吸を鼻呼吸に変えるだけでアトピーなどの症状が
劇的に改善する様子をみて感銘を受けました。また、大川氏の講演では小児の歯を守るうえ
での小児歯科と歯科衛生士の役割を再認識しました。様々なテーマでの講演は学生にとって
歯科衛生士としての知識の幅を拡げるという意味からも有意義なことと考えます。学院学
会、学院誌のますますの充実を期待して止みません。
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日野原重明先生とウィリアム・オスラー博士について

（一社）兵庫県歯科医師会
会　長　澤田　　隆

　皆さんもご存じだと思いますが、105歳の現役医師として活躍されていた聖路加国際病院の
日野原重明先生が今年　7　月に亡くなりました。先生は歯に関する造詣も深く、「長寿の秘訣は
歯にあり」と歯の大切さを言われており、強く私の印象に残っていました。過日、先生が103
歳の時の回顧 TV が放送されており偶然見ておりますと「歯と糖尿病を患うと取り返しがつ
かなくなります。日頃のケアと食事・運動が明暗を分けます。私が健康について後悔してい
ることは、歯の定期検診を受けなかったことです。それでも毎日よく噛むことを励行して、
毎食事で一口20～30回は咀嚼しています。80歳の時には24本、90歳で20本、103歳でも17本自
分の歯を持ちよく噛んで食べています」と医療に関する多くの話題の中で、歯についての想
いをしっかりと述べられていました。
　その日野原先生が生涯の師と仰ぐ医師に「近代アメリカ医学の開拓者」といわれるウィリ
アム・オスラー博士がおられます。日野原先生の著書に「医学するこころ・オスラー博士の
生涯」があり、その巻頭には「オスラーを師として私は生きてきた」と記載されています。
　オスラー博士は、学生を愛し、教育を重視し、患者を愛し、患者の中に医師が学ぶことが
あることを強く説いた臨床内科医で、病室では、患者のベッドのそばに椅子を引き寄せ、腰
を掛けて、患者と視線を合わし、優しく語りかけ、患者の話をゆっくり聞き、上着の内ポ
ケットから聴診器を出して、きわめて丁寧に診察し、診察後は明るい冗談を言い患者の気持
ちをほぐしていたようです。ナイチンゲールの精神もオスラーの精神もほぼ同様の実践哲学
ではないかと思います。
　博士は医学生や看護師のために多くの言葉を残されているので、ここで医学生に対しての
講演内容の一部を紹介します。
　「我々がここにあるのは自分のためではなく、他の人々をより幸せにするためである。医
療とはただの手仕事ではなく技術である。商売ではなく天職である。すなわち、頭と心を等
しく働かせねばならない天職である。諸君の仕事のゆうに三分の一は専門書以外の範疇に
入るものである」また「患者を診ずに本だけで勉強するのは、まったく航海に出ないに等し
いと言えるが、半面、本を読まずに疾病の現象を学ぶのは、海図を持たずに航海するに等し
い」とも述べています。オスラーは、教科書よりも患者から直接学ぶことの方が多いこと、
決して本の奴隷にならないようにと学生に述べています。本校の学生諸君にも大変参考にな
る内容だと思いここに紹介しました。
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換骨奪胎

　歴史ある兵庫歯科学院は、兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院と名称を変え今年50

周年を迎えました。

　これを　1　つの区切りとして次の50年に向けて、理事の大役を任されましたことに、身も引

き締まる思いです。

　昨今、歯科業界には、周術期の管理、訪問診療、歯周病の無料健診など、以前とは少し違

う風が吹いています。これらすべてにおいて歯科衛生士は必要不可欠な存在になって来てお

ります。当然、必要性が上がれば要求される内容も上がって来ます。その為にはまず、優

秀な学生の確保、優秀な教員、講師陣による教育内容の充実、国家試験全員合格、そして更

に、充実した卒後研修等も必要になるでしょう。さてここで表題についてですが、字面があ

まりにも悪いので、マイナスな意味にとられがちですが本来は「先人の作った形式や着想、

枠組み等を使って新しい創意を加えて独自のものを作り出すこと。」とあります。

　独自というと少し大げさではありますが、着任してからの　2　ヶ月で思ったこと、気づいた

ことは、皆様の意見を尊重しつつ改革も進めて行きたいと思っております。

　1　．歯科衛生士を目指す強い意欲と目的意識を有する

　2　．歯科医師会附属である本校の特徴と教育理念を理解できる

　3　．専門知識の修得に必要な基礎学力を有する

　4　．協調性に冨み思いやりと責任感を有する

　5　．兵庫県下で医療・保健・福祉に貢献し生涯にわたり自己研鑽できる

　上記をアドミッションポリシーとして入学者の質の向上をはかり、更なる IT 化を推進し

て時代に即した教育・実習時のルールの再考及び周知の徹底、また、専任教員、事務局のマ

ンパワー増による教える側、運営する側のゆとりも必要になると思います。また、将来的に

専門職短期大学への移行も視野に入れて行かなくてはなりません。

　まだまだ、様々な問題が山積みですが、　1　つずつ、　1　歩ずつ前進して社会の要望にこたえ

られる様なすばらしい歯科衛生士を育てて、次の50年に向かって行きたいと思います。

　今後とも、今までにも増して、ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

（一社）兵庫県歯科医師会
理　事　髙橋　研之
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これからの歯科医療

副学院長・学科長　吉川　涼一

　ドラえもんの世界ではあったかも知れないが、20年前に誰が自動運転で走行する自動車を
現実のものとして考えていただろう。つい数年前までは衝突時にいかに乗員の安全を守る
か、相手の身を守るかに心血を注いでいた研究が180度転換して衝突しない車を開発するよう
になってきた。その結果たどり着いたのが自動運転。科学と人工知能（AI）の進歩は加速度
的に発展している。将棋でも AI が人間に勝利するのに20年かかるといわれていたのがわず
か　4　年で成し遂げられた。AI があまりに進化しすぎるとアーノルド・シュワルツェネッガー
主演のターミネーター（人工知能が人間を支配する未来映画）が現実味を帯びてくる。
　医療においても日進月歩は使い古された言葉ではあるが、近年の医療の発展は目覚ましい
の一言では言い表せないほど、あるいは想像を超えるほど進歩している。再生医療や遺伝子
工学の進歩により20年後には癌では死ななくなり、寿命は100歳を優に超えていくという。そ
の反面撲滅したはずの結核やコレラが猛威を振るい多数の死者が出ている国があるという現
実もある。またエボラ出血熱などの新しいウィルスや未知のウィルスとの戦いは終わること
なく続いていくことだろう。
　歯科においてはどうだろう。20世紀は自分の歯を失っても義歯を装着することにより食事
ができるようになった時代。21世紀はインプラントにより新しい歯を手に入れることができ
るようになったり、歯周外科により歯を抜かずに保存できるような時代になった。次の世代
には一体何が起こるのだろう。歯を失ってもそこに自分の歯を新しく再生させることができ
るようになる再生医療。これが実現するのは時間の問題であり確実に主流になっていくだろ
う。したがってインプラントは激減していくと思われる。さて歯科医療は進歩するだけであ
ろうか？　船井総研をはじめとする多くの経営コンサルティング会社は歯科医療の将来は現
在の　先進医療＞普通の医療＞在宅医療から　在宅医療＞普通の医療＞先進医療へと変化す
るという予測をしている。これは前述の寿命100歳超とも合致する。この予測が正しければ平
均寿命の延伸により（現在の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳）歯科衛生士の活躍の場は
飛躍的に増えることになる。遺伝子工学の進歩により医科歯科ともこれからは病気を治す時
代から病気を無くす時代に変化していく。寿命が100歳を超える中ますます歯科衛生士の存在
が重要視されてくる。学生諸君にはその時代のリーダーとなれる人材に育ってもらいたい。
　ときどき卒業生が教務室を訪ねてきてくれます。学生時代の自信のなかった表情から一変
して社会や医療に貢献する歯科衛生士として自信に満ちた表情そして美しい女性に成長して
いて、医療人として対等に話ができる喜びを教員ともども感じています。人間として成長し
ていく姿を目の当たりにすることができる学生教育に携われる喜びを感じる一瞬です。これ
からもより優秀な歯科衛生士を社会に送り出していきたい。そして卒業後自信に満ちた笑顔
に出会えるそのときを楽しみに学科長としての職責を全うしたいと思っています。
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IT システム導入と授業展開

教務副主任　永島　由紀子

　近年、パソコンやスマートフォンなどの IT が広く普及し、急速な情報化の進展により社
会・生活・文化のあらゆる場面で大きな変化がもたらされています。
　本学院では、時代に即した教育の充実を図るため、Wi-Fi 環境を整え、平成27年度より株
式会社エステックの ECO Meeting IT システムを導入しました。以前は「情報処理」という
科目の中で　1　ヶ月間パソコンを約50台レンタルし、IT 教育を行っていました。IT システム
導入を決定する背景として、　1　ヶ月間で莫大な経費がかかるだけでなく、　1　学年の教室をパ
ソコン室として使用するため、通常授業では使用できないといった問題点がありました。
　Apple Inc. の iPad を学生は　1　人　1　台所有しています。ECO Meeting IT システムででき
ることは、講義に必要なデータを ECO Meeting 専用のアプリよりダウンロードします。講
師のスライドをミラーリングするだけでなく、ダウンロードしたデータにマーカーを引く、
コメントを入力した付箋を貼りつける等の作業もできるため、学生は繰り返し復習すること
が可能です。また、講義データ以外には、実技デモンストレーション動画や連絡事項、カリ
キュラムのデータ配信なども行っています。現在、　1　年生34科目中15科目、　2　年生27科目中
11科目、　3　年生　5　科目中　3　科目で ECO Meeting IT システムを活用しています。
　ECO Meeting IT システム導入後の学習効果について検討するため、昨年　3　年生（46回
生）と今年度卒業生（45回生）を対象とし、アンケート調査を行ったところ、ECO Meeting 
の満足度、講義のわかりやすさ、ECO Meeting を使用した復習の有無、実技デモンストレー
ションの動画配信により実技向上効果の　4　項目について比較的高い効果を示しました。その
理由として、講義資料が手元に残り、珍しい症例写真やエックス線写真などを反復して見る
ことができることや、配信した実技デモンストレーション動画を学内だけでなく自宅で動画
を確認しながら繰り返し自主練習ができるためだと考えられます。実際に、歯周病予防処
置・歯科診療補助の　2　項目の実技試験結果を動画未配信群と動画配信群に分けて比較したと
ころ、動画配信群は有意に合格率が上がりました。
　ECO Meeting IT システムを導入することにより、教育効果は向上しています。しかし、
IT システムに依存し全てを IT 化するのではなく、あくまでも教本がベースであり、視覚的
なサブ教材としての iPad 活用方法を展開し、学生の基礎学力を構築させていくことが重要で
あると考えています。また、今後も ECO Meeting IT システム導入における学習効果につい
ては引き続き検討を続け、教育効果の向上のため改善していきたいと思っています。
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創立50周年を祝して
学院誌編集委員会

　去る平成29年　4　月27日（木）午後　1　時より、兵庫県歯科医師会館において「兵庫歯科学院専門学校
創立50周年記念学内式典」が挙行されました。式典は、親里嘉健副学院長の開式の辞で始まり、澤田　
隆兵庫県歯科医師会長、浦出雅裕学院長が式辞を述べ、河田尚子本学院同窓会（むつみ会）会長より
祝辞を頂戴しました。続いて、「本学院50周年の歩み」を DVD 鑑賞を通じてふり返った後、勝谷芳
文副学院長による閉式の辞で式典は終了しました。その後「医療を変える笑いのチカラ」と題するＷ
マコトさんの特別講演へと移り、ユーモアの中にも示唆に富んだお話を拝聴し盛会裏に講演会は幕を
閉じました。

式辞を述べる浦出　雅裕　学院長

Ｗマコトさんによる特別講演 Ｗマコトさんへの感謝状贈呈

＜創立50周年記念式典＞
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澤田　　隆　兵庫県歯科医師会会長　式辞

　また、平成29年　5　月28日（日）には ANA クラウンプラザホテルにおいて「兵庫歯科学院専門学
校創立50周年記念式典・祝賀会」がとり行われました。次第に従い、中尾　薫兵庫県歯科医師会副会
長の開式の辞で始まり、澤田　隆兵庫県歯科医師会長、浦出　雅裕学院長が式辞を述べた後、井戸敏
三兵庫県知事はじめ来賓各位より祝辞を頂戴しました。続く祝賀会は、ゆかりの方々からのスピーチ
も含め、半世紀に及ぶ歴史を回想するとともに、今後の更なる躍進に向けた素晴らしい宴となりまし
た。半世紀にわたりご支援下さった全ての皆様方、本当に有難うございました。

浦出　雅裕　学院長　式辞 井戸　敏三　兵庫県知事　祝辞

善本　秀知　元理事長・元校長 池田　英綱　元理事長・元校長
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上原　弘美　兵庫県歯科衛生士会会長 河田　尚子　むつみ会会長

宅見　　満　兵庫県歯科技工士会会長

眞木　吉信　全国歯科衛生士教育協議会理事長

大頭　孝三　相談役による乾杯

祝宴風景
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学生全体写真

役員・教職員集合写真

　創立50周年という大きな節目を迎えるにあたり、半年余の準備を経て、当日には数多くの関係各位
のご臨席を賜り、式典と祝宴を開催できましたことは兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院の無
上の慶びとするところです。そして滞りなく無事終了できましたのは、偏に皆々様のお力添えの賜物
と感謝の念に耐えません。この誌面をお借りして、改めまして心より深謝申し上げます。今後も本学
院をさらに充実、発展させるべくより一層尽力してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。
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歯周病治療からみえる患者様との関わり方

＊菅　　敬江

　私が歯科衛生士になって初めにぶつかった壁
が、患者様とのコミュニケーションでした。ど
のように患者様と信頼関係を築いていくことが
大切なのか、先輩やセミナーから学んだことを
お伝えさせていただきます。
　私が勤める、なかたに歯科クリニックでは予
防歯科が注目される前から予防歯科に力を入れ
ています。予防歯科とは、虫歯や歯周病になる
前に予防し口腔内を健康に保つことを言いま
す。（図　1　）患者様ご自身でのセルフケアと歯
科衛生士によるプロフェッショナルケアの両立
により実践されるものです。よって、予防歯科
では歯科衛生士が最も重要な役割を担っていま
す。
　実際、予防歯科は一般の方も注目しており、
情報を求めています。歯科医療に関する意識調
査の結果からそれがわかります（図　1　、図　2　）｡

＊なかたに歯科クリニック

＜学院学会＞

　そして、予防歯科への注目以外に一般の方が
歯科医療に求めることは、治療に対する希望を
聞いてくれること、相談がしやすいことである
ことがわかります（図　1　）。
　歯科衛生士は、しっかりと患者様の話を聴
き、予防歯科に関する情報を伝えることが求め
られています。そこから、患者様に理解しても
らい実践してもらうことが最も重要です。患者
様がやる気になり衛生士がサポートする、これ

図　1

図　2

図　3
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が理想の関係です。そのためには、信頼関係を
築くことが大切になります（図　3　）。
　では、信頼関係を築くためにはどのようなコ
ミュニケーションが必要でしょうか？ただ情報
を伝えるだけでは、その人に本当に必要な情報
なのかはわかりません。
　まずは相手のことを知り、その人に必要な情
報は何かを探ることが必要です。相手を知るた
めには、自分が話すよりも相手の話を引き出す
こと、そして否定しないことです。いきなり否
定されるといい気分にはなりませんし、また否
定されるかもと思うと話したくなくなりますよ
ね？さらに、話を聴くときは視線を合わせるこ
とで、相手に安心感を与えることができます。
そして、「話す⇔聞く」というのは口先の会話
です。信頼関係を築くためには口先だけでなく
「伝える⇔聴く」とういう心からの会話をする
ことが大切です。「聴く」という言葉は漢字の
通り、耳で・目で・心で聴くことを言います
（図　4　）。

　会話としては、こちらが質問し相手から話を
聴きます。この時の質問はオープンクエスチョ
ン（Yes/No で答えられない質問）を心がけま
しょう。質問→話す→聴くを繰り返し、時々相
槌を打つように相手の言ったことを繰り返しま
す。そうすると相手は聴いてくれていると安心
します。こうして会話を進めていく中で、相手
は自分の中で悩んでいたことに気づきます。悩
みがわかれば、その悩みに合った情報を伝え相
手の背中を押します。最後には、相手が自分で
「こうしたい」と答えを出すでしょう（図　5　）｡

図　4

　これらのこと（図　4　）をまとめたコミュニ
ケーション方法をコーチングと言います。
　コーチングとは、まず悩みを整理させること
で気づきにつなげます。そして、気づきが与え
られると自発的な行動につながり、最終的には
自ら問題解決できるように、相手のモチベー
ションを上げることを言います。実際、人に
「こうしなさい」と言われることより、自分か
ら「こうしたい」と決めたことのほうが達成さ
れやすいです。

　間でも伝えましたが、患者様自身に気づいて
もらい理解してもらうこと、そして実践しても
らうことが最も大切です。その実践が続くよう
にサポートすることが、衛生士の重要な役割で
す。患者様と衛生士、二人三脚で口腔内の健康
を守りましょう。
　最後に、「　1　人でも多くの患者様を自分の
ファンにしましょう。」この言葉は以前セミ
ナーで聴き、私が常に心に刻んで仕事をして
いる言葉です。「あなたに出会えてよかった」
と言ってもらうこと、「あの人に会いたいな」
と思ってもらえることが信頼関係の　1　つのゴー
ルだと私は思います。患者様にとって自分がそ
ういう存在になった時、きっと患者様はあなた
のファンになっています。皆さんが歯科衛生士
になった時、多くのファンがいる歯科衛生士に
なってください。そして、　1　人でも多くに患者
様を笑顔にしてあげてください。今後の皆さん
の活躍を楽しみにしています。

図　5
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インプラント治療における歯科衛生士の役割

＊谷口　万希子

　当医院では欠損補綴にインプラント治療を積
極的に取り入れています。今回は、 健康な状
態でインプラントを長く維持していく為に私た
ちが行なっている工夫についてお話させていた
だきました。
　近年インプラント治療は広く定着してきまし
た。それに伴いテレビや雑誌などのメディアで
も、インプラント治療に関連した話題が多く取
り上げられるようになりました。しかし残念な
がら世の中に溢れる情報は正しい内容ばかりで
はありません。例えば、A「治療費が高い」B
「噛めない」Ｃ「磨きにくい」Ｄ「長く持たな
い」といったマイナスのイメージだけが印象に
残り、誤解されている方も多数いらっしゃいま
す。（図　1　）

Ａ　インプラント治療にかかるコストが患者様
に理解されていないため、治療費が高いと思
われることがあります。インプラント治療に
は長い期間がかかります。その間口腔内の管
理が必要ですし、治療や手術の際に使用する
道具も高額で、使い捨ての物もたくさんあり
ます。

Ｂ　安易に骨のある場所に埋入すると、インプ
ラントポジションの問題から咬合の乱れが生
じてしまい噛みにくいと感じることにつなが
ることがあります。

Ｃ　また磨きにくいのは、歯周環境を配慮せず
治療が行われている可能性もあります。

Ｄ　このように歯並びが悪く、歯周環境も整っ
ていないと歯を磨けないですし、当然長く持
たないという事になります。さらに術者も患
者も治療にばかり目が行き、メンテナンスの
重要性を双方が理解していないため、継続的
な管理が不十分となり、インプラントそのも
のの寿命を短くしている可能性もあります。

　しかし以上の点に配慮し、適切な治療計画に
基づいたインプラント治療を行えば、インプラ
ントは失ってしまった天然歯と同様の機能を長
期間維持することができるようになるのです。
とくに今回は私たち歯科衛生士に関連の深い上
記ＣとＤについて解説させていただきました。

＊医療法人オーラリア　奥村歯科医院

＜学院学会＞

図　1
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歯周環境への配慮について（Ｃ）
　まず歯周環境への配慮についてですが、歯周
組織の問題は一般的に図に示した７つに集約さ
れます。（図　2　）
　その中で特にインプラントに関係の深い、④
の欠損部歯槽堤の形態異常（インプラントの位
置異常）と、⑤の歯肉・歯槽粘膜の問題を解説
します。

欠損部歯槽堤の形態異常
　そもそも歯列不正があると、本来の自浄性が
損なわれプラークの停滞を引き起こしやすくな
ります。さらにブラッシングによる効率的なデ
プラーキングも困難になります。この問題を解
決する為に、天然歯ですと矯正治療を施すこと
になりますが、インプラントの場合はトップダ
ウントリートメントという方法によって自浄性
の高いポジショニングを目指します。一般的
に歯を失うと頬側の骨吸収が起こります。（図　
3　）この状態のまま舌側にインプラントを埋入
すると、不潔な場所ができてしまうことになり
ます。そこでもともと歯冠があった場所に適切
なサイズのインプラントを、適切な位置へ植立
するというのがトップダウントリートメントな
のです。（図　4　）

歯肉・歯槽粘膜の問題
　天然歯をとりまく角化歯肉には、歯を守る為
の様々な役割があると考えられています。（図　

図　2

図　3

図　4

5　）角化歯肉は歯槽骨と繊維的に付着する事で
体中への細菌の侵入を防いでいます。また発
生学的に機械的刺激に抵抗性を示すことで、ブ
ラッシング時の刺激を低減します。さらに繊維

図　5
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組織に富む角化歯肉は頬粘膜の動きを遮断する
ことでプラークの吸引を防ぎ、歯肉の炎症が広
がるのを抑えます。天然歯にとって鎧とも言え
るこの角化歯肉を、手術によってインプラント
周囲においても確保することで、インプラント
のより安定した予後が期待できるのです。

臨床例
　患者は左下の臼歯部欠損を補綴希望で来院さ
れた58才の女性です。最終的に　　4　　5　は予後不
良のため抜歯となり、　4　　5　　6　をインプラント治
療にて補綴することになりました。（図　6　）

士の二人三脚で次の治療への準備をしていきま
す。
　インプラントも一箇所だけではなく、多数の
箇所に対して施す症例が少なくありません。そ
ういった場合、治療期間が数年単位で必要にな
ることがあります。その間患者様のモチベー
ションの維持など心のケアや、口腔内全体の管
理が非常に重要となってくるのです。

メンテナンスの重要性について（Ｄ）
　最後にインプラントは長く持たないという点
についてですが、その理由は既述のような配慮
不足の他に定期的メンテナンスへの理解不足が
あります。なぜメンテナンスが大切かを患者様
に理解していただく必要がありますが、天然歯
における歯周病と同じくインプラント周囲炎に
罹患すると歯肉退縮や骨吸収が起こり、進行す
ると最終的にはインプラントを失うことになり
ます。ところがインプラント周囲炎では、それ
を確実に治癒へ導くのが現段階では難しいとさ
れています。
　万一感染してしまった場合、重度であれば歯
肉弁を翻転しての掻爬や最悪フィクスチャーの
撤去へ移行することになりますが、インプラン
ト周囲炎の起始点を作ってしまわないように、
治療後の継続的なメンテナンスの重要性を患者
様にしっかりと理解していただくことがなによ
り大切です。そして結果的にインプラントのメ
ンテナンスの場は、天然歯を含めた口腔内全体
に対する患者様の意識をも高め、モチベーショ
ンを維持していただくことになるのです。
　医院でのメンテナンスを行う一方、ご家庭
では患者様個々人のブラッシングの苦手部位
や清掃の難しい場所をご自身で把握していただ
き、毎回意識しながら磨いていただかなければ
なりません。そのため患者様の口腔環境や意識
レベルに合わせた道具の選択とその指導をして
いく必要があります。例えばソニケアⓇやエア
フロスⓇなどは使い方が簡単で効率的です。他
にもデンタルフロス、タフトブラシ、歯間ブラ
シ、歯磨剤など様々な道具の中から、患者様の

図　6
　1　：術前　　　　2　：歯槽堤増大手術を施行
　3　：二次手術と角化歯肉移植　　　　4　：印象直前

　抜歯後の歯槽堤は幅も薄く角化歯肉もない
為、まずは歯槽堤増大手術を施行しました。約
半年後フィクスチャーを埋入し、約三ヶ月間骨
結合を待ちます。二次手術でテンポラリーヒー
リングアバットメントを装着し、同時に口蓋か
らの角化歯肉移植を行いました。その結果、イ
ンプラントは適切な位置に埋入され、周囲には
十分な角化歯肉が確保できました。
　インプラント治療開始から終了まで、必要に
応じこのような治療を行うのですが、実際に
は　1　年から　1　年半もの長い期間が必要となりま
す。その間も口腔環境を健全な状態に保つ為、
来院の度ごとに患者様の状況にあわせた適切な
ブラッシング方法を指導しています。また定期
的な検診の重要性を説明し、患者様と歯科衛生
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ブラッシングの技術や口腔環境の変化にも柔軟
に対応し、選択のうえ指導していかなければな
りません。無理なく毎日続けていただける範囲
で、どこでも手に入れやすい物をお勧めする事
がポイントです。

まとめ
　インプラント治療のみならず、歯科衛生士の
役割は治療中ならび治療後の長期にわたる患者
様の口腔管理です。治療中では患者様の不安や
緊張を取り除くような心のケアをおこないつ
つ、モチベーションを維持させて継続的な来院
へつなげていくことが重要です。またメンテナ
ンス移行後は衛生士単独で、患者様とのお付き
合いが始まります。そのため歯科衛生士には高
度な技術や知識のみならず、患者様との優れた
コミュニケーション能力が求められます。究極
的には衛生士-患者関係以上の信頼関係を築く
ことなのです。それは大変難しいことですが、
それがいちばん大切なことであると私たちは考
えています。今回のお話が、卒後衛生士として
今後羽ばたいていかれる皆さんの目標作りの一
助となれば幸いです。

謝　辞
　学院学会での講演ならびに本稿執筆にあた
り、多大なご指導ご助言賜りました奥村歯科医
院院長、奥村秀樹先生にこの場を借りて深く御
礼申し上げます。
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母親と子どもの歯科保健に対する歯科衛生士の重要性

＊大川　玲奈

　小児歯科領域では、生後間もない乳児から第
二大臼歯の萌出が完了する中学生ぐらいまでを
対象として、あらゆる歯科治療を担当していま
す。また、受診に付き添われる保護者に対し
て、お子さんの歯科保健の重要性を日々啓発し
ています。小児歯科領域における歯科保健の充
実には、子ども達や保護者により近くで接する
歯科衛生士の役割は大変大きいものです。
　大阪大学歯学部附属病院小児歯科では、「一
般外来」に加えて、「マタニティ歯科外来」、
「骨系統疾患外来」といった　2　つの専門外来を
設けて口腔内管理を行っています。

●一般外来における口腔衛生指導
　「一般外来」では、う蝕の予防と治療を中心
に、外傷、咬合誘導などにも対応しています。
急性症状がない場合は、う蝕治療を行う前に保
護者と子どもを対象にした集団口腔衛生指導と
して『歯の健康の話』を行います（図　1　）。小
児歯科は健全な永久歯列の育成を目標としてお
り、そのためには保護者の方に正確な歯科に関
する知識を持っていただくことがとても重要で
あると考えています。ここでは、う蝕の病因論
から始まり、う蝕の予防法（間食の摂取、歯の
磨き方、フッ化物の応用等）、第一大臼歯のう
蝕予防の重要性、小児歯科受診に際して保護者
の方に注意していただきたいことなど、スライ

ドを用いて分かりやすく説明しています。その
後、チェアサイドに移動し、個人口腔衛生指導
として食事指導と歯磨き指導を行います。食事
指導では、初診時に食事カードをお渡しし、保
護者の方に　1　週間分の食事内容全てと歯磨きの
記録を記載していただきます。また、ご家庭で
の食生活と口腔衛生習慣に関するアンケートを
記載していただき、個人の口腔内の状況と生活
習慣に応じた食事指導を行います。さらに、歯
垢染色液でプラークを明示し、小児の口腔内に
応じた歯磨きの方法を指導しています。当科で
は、歯科衛生士の方にも集団・個人口腔衛生指
導を担当していただいています。そして、担当
医を決めて診査・診断を行い、治療計画を立案
した上で、治療を開始します。治療終了後は、
個人のう蝕活動性に応じて定期検診を行い、そ
の際にも口腔衛生指導に力を入れて取り組んで
います。また、夏には診療科全体の定期検診と
して、担当医以外の歯科医師による定期検診を
行なっています。この検診では、普段とは違っ

＊大阪大学歯学部附属病院小児歯科

＜学院学会＞

（図　1　）
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た視点から小児の口腔内を診査することによっ
て、異常を早期に発見するという目的がありま
す。

●マタニティ歯科外来
　「マタニティ歯科外来」は、関連医科領域
および来院患児の保護者などからのご要望を
受け、平成26年10月より妊娠・出産を控えた女
性を対象に開設し、母親と産まれてくる子ども
たちの口腔の健康を守る取り組みを行っていま
す（図　2　）。マタニティ歯科の流れとしては、
はじめに妊娠中の口腔の健康について、『妊娠
中のお口の健康の話』として、妊娠・出産を控
えた女性にお話しています。妊娠中は、エスト
ロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモン
の増加、つわりによる食事摂取回数の増加や嗜
好の変化などにより口腔内環境が悪化すること
によって歯周病やう蝕になりやすい状態にある
ことを説明し、つわりの時期のプラークコント
ロールや妊娠性歯肉炎に対するブラッシングと
いった口腔衛生指導を行っています。また、妊
娠中の歯科治療については、歯科治療が望まし
い時期やエックス線が胎児へ与える影響、治療
を行う上で必要な薬剤の選択などについて解説
しています。さらに、ミュータンスレンサ球菌
の母子伝播、早期低体重児出産と母親の歯周病
との関連などについても説明することによっ
て、母親の口腔の健康が子どもの口腔の健康に
つながるということを理解していただいていま
す。その後、本院での受診を希望された方のみ
カルテを作成して詳細な診査を行い、歯科治療
が必要であれば適切な専門科に紹介したり、予
防歯科に口腔管理を依頼したりしています。多
くの子どもたちは　1　歳　6　か月になるまで歯科健
診を受ける機会がありませんが、哺乳う蝕など
の重症う蝕を予防するためには早期からの小児
歯科の介入が有効です。出産前の時期にこれか
ら生まれてくる子どもの口腔についての正しい
知識を母親に持っていただくということは、大
変重要であると思います。そこで、マタニティ
歯科外来では出産前に「子どもの歯の健康の

話」を聞いていただき、う蝕の発生原因とその
予防法を説明し、出産後は子どもの口腔の健康
のために定期的に小児歯科を受診していただく
ように勧めています。

●骨系統疾患外来
　骨系統疾患を有する小児では、疾患ごとに
様々な歯科的症状を随伴することが多く、医科
と連携した専門的な対応を「骨系統疾患外来」
にて行っています。歯科症状を呈する骨系統疾
患としては、骨形成不全症、Ｘ連鎖性低リン血
症性くる病、低ホスファターゼ症等が挙げられ
ます。
・骨形成不全症

　骨形成不全症は、象牙質形成不全により、
歯冠は琥珀色を呈し、破折、磨耗します1)。
エックス線所見では、萌出直後は細い歯根の
ため広い歯髄腔を認めますが、萌出とともに
急速に象牙質が形成され、歯髄腔が閉塞しま
す。歯頚部は狭窄しており、球根状と言われ
る形態を示します。歯髄腔が閉塞すると、う
蝕の痛みを感じにくくなり、う蝕が進行しや
すくなります。また、歯内療法も困難となり
ます。咬耗や破折が著しい場合、咬合を回復

（図　2　）
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するために乳歯冠による補綴を行います。骨
形成不全症の患者さんでは、開咬や上顎の劣
成長を伴う下顎前突などの歯列咬合の異常を
伴うこともあります。患者さんの多くは、ビ
スホスホネートによる治療を受けられていま
す。近年、ビスホスホネートと顎骨壊死の関
係が注目されていますので、抜歯の際には医
科との連携が必要です。

ます。歯肉膿瘍が頻発する場合は、前歯はコ
ンポジットレジン冠、臼歯は乳歯冠で予防的
に暫間補綴を行うこともあります。

・低ホスファターゼ症
　低ホスファターゼ症は、歯科的症状が医科
での診断に繋がることがあるため、小児歯科
保健に携わる方々にぜひ知っておいていただ
きたい疾患です。低ホスファターゼ症は骨の
石灰化障害を認める全身性遺伝性代謝性疾患
です1-3)。歯科的症状として、セメント質形
成不全に起因した乳前歯の早期脱落が挙げ
られます（図　5　）。この早期脱落は　1　歳から　
4　歳にかけて乳前歯部、特に下顎乳前歯に好
発します。低ホスファターゼ症における脱落
歯は、交換による脱落とは様式が異なり、歯
根がほとんど吸収されていないのが特徴的で
す（図　6　）。この歯科的症状である乳歯の早
期脱落が低ホスファターゼ症の診断につなが
る大きな手がかりとなります。歯科的対応と
しては、定期的に口腔衛生指導や歯周治療を
行うことで歯周状態を少しでも良好に保ち、
当該歯の通常の交換期までの保存を目指して
維持していくことが重要です。乳歯の自然脱
落や保存不可能で抜歯に至った場合は、義歯
の装着を行います（図　7　）。義歯を装着する
ことによって、審美性の回復だけでなく、発
音機能や咀嚼機能の回復につながります。私
たちは、　1　歳　6　か月児または、　3　歳児歯科健
康診査などの行政における歯科保健や地域の
歯科などの現場から、乳歯の早期脱落をスク

（図　3　）骨形成不全症における乳歯の象牙質形成不全
（大川玲奈、仲野和彦（2009）：骨系統疾患患児における歯
科的問題点とその対応、小児歯科臨床、No.18、59-63より
引用）

（図　4　）Ｘ連鎖性低リン血症性くる病における歯肉膿瘍
（大嶋　隆（2009）：小児の歯科診療 シンプルなベストを求
めて、第１刷、大阪大学出版会、ISBN 978-4-87259-251-
1、大阪、186より引用）

（図　5　）低ホスファターゼ症における乳歯の早期脱落
（　1　歳　7　ヶ月　男児）

・Ｘ連鎖性低リン血症性くる病
　Ｘ連鎖性低リン血症性くる病は、う蝕がな
く、外傷の既往もない、一見健康に見える乳
歯の根尖部に歯肉膿瘍を突発的に認めること
があります（図　4　）2)。これはエナメル質の
咬耗によって形成不全の象牙質が露出し、そ
こへ口腔内細菌が感染することにより起こり
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　最後に、歯科衛生士は小児歯科保健における
チーム医療を遂行して行く上で非常に重要な役
割を担っておられます。本稿が、皆さんが将
来、歯科衛生士となられた際に、未来を担う子
どもたちの小児歯科保健の向上を目指して、臨
床や歯科保健の現場において小児に対する歯科
保健指導を行う時に保護者と小児への対応とし
て参考になれば幸いです。

文　献
　1　）大川玲奈、仲野和彦（2009)：骨系統疾患

患児における歯科的問題点とその対応、 小
児歯科臨床、№18、59-63

　2　）大川玲奈、仲野和彦（2017)：低ホスファ
ターゼ症に対する医科歯科連携への取り組
み、クインテッセンス、№36、138-144

　3　）大川玲奈、仲野和彦（2017)：小児の歯周
疾患－低ホスファターゼ症を一例とした歯科
的対応　小児をとりまく最近の臨床トピック
ス、日本歯科評論、№77、59-64

（図　6　）脱落した低ホスファターゼ症の乳歯

（図　7　）低ホスファターゼ症における義歯の装着
（　4　歳　1　ヶ月　男児）

（図　5　〜　7　）大川玲奈、仲野和彦（2017）：低ホスファター
ゼ症に対する医科歯科連携への取り組み、クインテッセン

ス、No.36、138-144より引用

リーニングすることで、低ホスファターゼ症
の早期発見につながるのではないかと考えて
います。そのためにも小児の歯科保健分野の
連携が非常に重要であると考えています。
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高齢者と服薬
－抗血栓薬服用患者における観血的歯科処置

＊浦出　雅裕

はじめに
　いまわが国はこれまでにない少子超高齢化時
代を迎えています。急速な出生率の低下に伴
い、　7　年前の2010年には高齢化率が23.1％とな
り、いわゆる超高齢社会に突入しました。一
方、国立社会保障・人口問題研究所が今年　4　月
に公表した将来推計人口によると、人口は2006
年をピークに減少に転じ、50年後の2065年に
は　3　割減の8800万人になると予想されていま
す。50年前に人口の　2　割を超えていた14歳以
下が50年後には　3　分の　1　に減少し、逆に65歳以
上の高齢者の割合は人口の　6　％から　6　倍以上
（38.4％）に増加すると言われています。
　高齢者の増加を反映して、高血圧、糖尿病、
高脂血症などのいわゆるメタボリックシンド
ローム患者や脳梗塞、心筋梗塞などの血栓症患
者も増加しています。若年者や青壮年者よりむ
しろ何種類もの薬剤を服用している高齢者が歯
科医療の対象者として主体を占める時代になっ
てきています。したがって持病のある高齢者を
避けていてはこれからの歯科医療は成り立ちま
せん。例えば、今日抜歯予定の高齢者がどのよ
うな全身疾患を持っているのか、どのような薬
を飲んでいるのか、いつごろから治療している
のか、現在の病状は安定しているのか、などに
ついて、医科主治医からの情報も含めて十分に
把握のうえ、治療に当たる必要があります。最

＊兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院　学院長

＜学術論文＞

近は、ほとんどの患者さんが「お薬手帳」を
持っていますので、それを見れば内容を把握す
ることができ、患者さんからの聞き取りによる
不正確さはなくなりました。また、診療中は患
者さんに対して細心の注意を払わねばなりませ
んが、とくに高齢者においては術中の身体変化
を注視しておく必要があります。観血的歯科治
療に際して注意が必要な薬剤と全身疾患を表　1　
1）に示します。この中でとくに最近服用者が多
い抗血栓薬について述べたいと思います。

薬剤の種類 疾患名 歯科治療における注意点

降圧薬 高血圧、脳梗塞、脳
出血など

・局所麻酔薬に含まれ
る血管収縮薬（エピ
ネフリン）を減らす

・ストレスを与えない
抗不整脈薬 期 外 収 縮 、 心 房 細

動、心ブロックなど
・血管収縮薬を減らす
・ストレスを与えない

ステロイド薬 喘息、アレルギー、
間質性肺炎、関節リ
ウ マ チ 、 ネ フ ロ ー
ゼ、潰瘍性大腸炎な
ど

・観血的処置には前
もって内服量を増や
しておく（ステロイ
ドカバー）

糖尿病薬 １型、2型糖尿病 ・薬剤服用の有無によ
る低血糖あるいは過
血糖性ショック

抗精神薬 う つ 病 、 統 合 失 調
症、てんかんなど

・突然の血圧低下、意
識消失、発作

抗凝固薬 脳梗塞、脳出血、心
筋梗塞、心臓弁膜症
など

・術中や術後出血

ビスフォスフォ
ネート製剤

骨粗鬆症、がんの骨
転移

・観血的処置で顎骨壊
死が起こることがあ
る

歯科衛生士のための歯科臨床概論（医歯薬出版、2016）1）より引用改変

表　1　．観血的歯科治療時に注意すべき主な薬剤
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　1　．血栓症とは
　血栓症とは、血管内に血栓が形成され血流
が閉塞する病態です。静脈内に形成される静
脈血栓は、血流の停滞している血管で凝固反
応が活性化しフィブリンが主体となって形成
される血栓で赤色血栓あるいはフィブリン血
栓と呼ばれています。一方、動脈内に形成さ
れる動脈血栓は血流の早い血管の内壁にでき
たアテロームが傷ついたところに血小板が粘
着、凝固して形成される血栓で白色血栓ある
いは血小板血栓と呼ばれています（図　1　、表　

2　）。したがって抗血栓療法とは、すでに形
成された血栓や閉塞している血栓を血栓溶解
薬により溶解する治療と血栓の形成を抑える
治療に分類されます。静脈血栓の形成を抑え
るために抗凝固薬が、動脈血栓の形成を抑え
るために抗血小板薬が使用されます。抗血栓
薬はいわゆる「血液をサラサラにする薬」と
して一般的に理解されているものです。

　2　．抗血栓薬の種類と効果の持続時間
　抗凝固療法は静脈血栓により発症する肺塞

図　1　．抗血栓療法に用いる薬剤

丸山征郎監修　「抗血栓療法に用いる薬剤・抗血栓薬の使用目的と主な関連疾患」、第一三共株式会社資
料より引用．t-PA：組織プラスミノーゲンアクチベーター

表　2　．抗血栓薬の使用目的と主な関連疾患

丸山征郎監修「抗血栓療法に用いる薬剤・抗血栓薬の使用目的と主な関連疾患」、第一三共株式会社資料
より引用
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栓、深部静脈血栓症、心房細動からの脳梗塞
などを対象とするもので、ワルファリンが代
表的な薬剤です。ワルファリンはプロトロン
ビン（PT）などビタミンＫが生成に関与す
る凝固因子に対してビタミンＫと競合するこ
とによって凝固を妨げます。一方、抗血小板
療法は、動脈血栓により発症する脳梗塞、心
筋梗塞、閉塞性動脈硬化症などを対象とする
もので、代表的な薬剤にはアスピリンやチク
ロピジンがあります。これらの薬剤は、血液
凝固に関連する血小板の機能を低下させ、血
栓形成を抑制します。表　2　に示すように近
年多くの新薬が開発され、消化管出血、肝障
害、血栓性血小板減少性紫斑病（ITP）、無顆
粒球症などの副作用の低減や安全性の向上が
見られています。
　これらはいずれも経口薬で、効果の持続時
間はワルファリンで　2　～　3　日、アスピリンや
チクロピジンで　7　～10日です。ただし、ワル
ファリンではビタミンＫ含有食品（納豆、ク
ロレラ、青汁など）やセントジョーンズワー
トを含むハーブティーで効果が減弱したり、
多くの薬剤との併用で効果の増強や減弱がみ
られ、歯科でよく用いられる抗菌薬（エリス
ロシン、セファロスポリンなど）や抗真菌薬
（ミコナゾールなど）、非ステロイド性抗炎
症薬（アスピリン、インドメタシンなど）と
の併用でも効果が増強されることがあるので
注意が必要です。

　3　．観血的歯科治療に際しての抗血栓薬服用の
継続と中止
　歯科治療では出血を伴うことが多く、抗血
栓薬服用患者では術中や術後に異常出血をき
たすことがあります。したがって、これまで
は生検や手術に先立って、抗血栓薬の服用を
一時的に中止するか減量することが一般的に
行われていました。すなわち、1957年 Ziffer
ら2）は抗凝固薬を継続的に服用している患者
の抜歯を行ったところ術後出血をきたしたた
め、抜歯時における抗凝固薬の服用中止を推

奨しました。しかし、1963年に Marshall 3）

は、抜歯前に抗凝固薬であるワルファリンを
中止したところ心筋梗塞を発症した症例を報
告し、休薬による塞栓症の危険性を指摘しま
した。同様に、1998年 Wahl 4）は、ワルファ
リンを中止した493例の抜歯において、　5　例
（0.9%）で塞栓症が発症し、うち　4　例は死亡
したと報告しています。ワルファリンには中
止時および再開時に血栓形成が亢進するリバ
ウンド現象が知られており、筆者らも脳梗塞
の既往のある患者の抜歯に際してワルファリ
ンを中止したところ、重篤な脳梗塞を発症し
た症例を経験しています。
　このような経緯から、2004年日本循環器学
会の「循環器疾患における抗凝固・抗血小板
療法に関するガイドライン」5）において、ワ
ルファリン内服患者の抜歯は至適治療域にコ
ントロールされたうえで内服継続のまま抜歯
することが提唱されました。2010年には、日
本有病者歯科医療学会、日本口腔外科学会、
日本老年歯科医学会　3　学会による「科学的根
拠に基づく抗血栓療法患者の抜歯に関するガ
イドライン」6）が示され、低侵襲の歯科小手
術では抗血栓薬継続投与のまま施行されるよ
うになってきています。

　4　．抗血栓療法を受けている患者の観血的処置
の実際
　ここではワルファリン服用患者における例
を示します。ガイドラインでは「ワルファリ
ン服用患者の抜歯は至適治療域にコントロー
ルされたうえで内服継続のまま抜歯する」と
なっています。ワルファリンの至適治療域と
は、原疾患の発症を抑えるための適切な血液
の固まりにくさを表すもので、血液検査で
PT-INR（プロトロンビン時間国際標準比）
値を計測して判定します。値が低いと血栓が
できやすく、高いと血が止まらないことにな
ります。臨床症状として歯肉出血、黒色便、
血尿、皮下出血などがあれば、抗凝固薬の維
持量に問題のある可能性が考えられます。医
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療面接で抗血栓薬を服用していることがわか
れば、医科主治医に対して投薬内容、最近の
検査値、病態の安定性、抜歯に対する注意点
などを問い合わせます（表　3　）。そのうえで
できれば抜歯当日の PT-INR 値を測定し、
その値が1.6～2.8（約　2　～　3　）であれば適切
な局所止血処置を行うことにより抜歯後出血
をきたすことはほとんどありません。Evans 
ら7）は、INR 2.0～4.0のレベルで管理されて
いるワルファリン服用患者109例をワルファ
リン中止群と継続群に分けて抜歯したとこ
ろ、継続群で軽度の後出血が見られる傾向に
あるものの有意差はなかったと報告していま
す。また、森本ら8）は、INR 3.0以下で抗血栓
療法を受けている患者57例に対し、65回抜歯
したところ、　3　回（4.6％）に後出血を認めた
が、その　3　回は膿瘍や歯周炎など局所炎症の
ある歯であったと報告しています。したがっ
て、INR 値を過信することなく、術中の出血
状態を観察しながら、適切に局所止血処置を
行うことが重要です。もし、侵襲の大きい手
術の場合などでワルファリンの中止が治療上
必要な時は医科主治医と相談のうえ、　3　日程
度服用を中止すれば止血状態はほぼ正常とな
るので治療が行いやすくなります。ただしこ
の場合、医科主治医と相談なく勝手に薬を中
止させることは厳に慎むこと、また止血が確
認できれば同日夕あるいは翌日からワルファ
リンを再開させることも重要事項です。

図　2　．抜歯の実際
Ａ）抜歯直後の抜歯窩　Ｂ）歯肉縫合後
Ｃ）エルコプレスで作成された止血シーネ
Ｄ）止血シーネ装着後（抜歯部位にはサージカルパック）

　それでは、具体的にどのような手順で抜歯
と局所止血処置を行うのでしょうか。
①抜歯に先立って抜歯部位およびその周辺の

印象採得を行い、石膏模型を作成します。
抜歯予定歯を石膏模型上で除去したのち、
エルコプレスという装置を用いて止血シー
ネを作成します（図　2　Ｃ）。

②抜歯は局所麻酔下に通法どおり行います
が、できる限り侵襲を少なくし抜歯後出血
の原因となりうる不良肉芽を取り残さない
よう留意することが必要です（図　2　Ａ）。

③酸化セルロース（商品名：サージセル）、
ゼラチンスポンジ（商品名：スポンゼル、
ジェルフォーム）、コラーゲン（商品名：
コラプラグ）などの吸収性局所止血剤を抜
歯窩に挿入し、縫合する（図　2　Ｂ）。

④止血シーネを装着し、圧迫止血する（図　2　
Ｄ）。

　止血シーネは出血の有無を確認して、抜歯後　
4　～　5　日で除去します。
　抗凝固薬ワルファリン服用患者に対する手順
を述べましたが、抗血小板薬服用患者では、
PT-INR のような指標はあるのでしょうか。本
来、抗血小板薬は血小板機能を抑制して凝固を
阻害する薬ですので、血小板粘着能や凝固能な
どの検査をするべきですが、出血時間（Duke
法）程度は測定しておくのが望ましいと考えら
れています。ワルファリンに比べて抗凝固作用

表　3　．医科・歯科連携における情報提供内容

医科から歯科へ
・氏名、年齢、性、病名、投薬内容
・投薬内容のうち抗血小板薬と抗凝固薬を明示
・PT-INR の測定日とその値
・直近の血圧値，病態の安定性
・抜歯に関する注意事項

歯科から医科へ
・抜歯治療の結果（抜歯部位、縫合の有無、出血の

程度）
・その他の特記事項
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が強くないので、局所止血処置で十分対応する
ことができます。抗血栓療法を受けている患者
さんは、高血圧をはじめ多くの他の合併症を有
していることが多いので、確実な止血を得るた
めには血圧を適切なレベルにコントロールする
ことは言うまでもありません。

おわりに
　抗血栓薬服用患者に対して抜歯などの観血的
歯科治療を行う際の注意点について述べまし
た。患者さんや医療者にとっては術中出血や術
後出血は不愉快なものでそれを避けるためにで
きれば休薬してほしいところですが、抗血栓療
法が行われている対象疾患によっては休薬によ
り発症し、場合によっては致命的な結果を招き
かねません。医療の進歩に伴い、より有効な新
規薬剤やより有用な検査法が開発され、安全に
観血的処置が行えるようになってきています。
常に最新情報を収集することが必要です。
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図　3　．代表的な吸収性局所止血剤
Ａ）サージセル　Ｂ）スポンゼル　Ｃ）コラプラグ
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歯科衛生士の人材確保への取り組み

＊上原　弘美

　地域包括ケアシステムが推進され、地域に根
差した医療・介護と連携した歯科保健医療の提
供には、歯科衛生士の役割が重要かつ増大して
まいります。また「しっかり噛んでしっかり食
べる」ことが健康寿命の延伸には欠かせないと
言われ、歯科診療所における歯周病予防管理を
はじめとして口腔機能管理においても歯科衛生
士の必要性は高まっています。今後、人材の確
保は今まで以上に困難な状況になることが予想
されます。
　平成28年末の兵庫県の歯科衛生士就業者数
は5,354人で、　2　年前の平成26年末が4,970人で
したから、384人増加したことになります。
（衛生行政報告例）しかし、県下　4　校の養成校
からは　2　年間で約460人（定員から推測）が歯
科衛生士として卒業していることから、一年
間に40人ほどが離職していることが推察され
ます。また、平成26年の歯科衛生士免許登録
者は255,317人ですが、業務従業者数は116,299
人で、就業率は45.6％という報告があります。
（衛生行政報告例、歯科医療振興財団）実に免
許取得者の半数以上の歯科衛生士が就業してい
ないという実態です。日本における40代の女性
の労働力率は75％前後であるのに比して、歯科
衛生士は約45％で、歯科衛生士が一旦離職する
と復職しない、できないのが現状のようです。
　離職を防止するとともに、出産や育児で離職

した歯科衛生士が復職を果たすことが人材を確
保するためには大変重要になります。
　厚生労働省は、歯科衛生士の人材確保に向け
て、今年度「歯科衛生士に対する復職支援・離
職防止等推進事業」を実施することとなりまし
た。事業の一つである「歯科衛生士に関する共
通ガイドライン作成・研修事業」の実施者に日
本歯科衛生士会が選定され、「歯科衛生士の復
職支援ガイドライン」と「新人歯科衛生士技術
支援ガイドライン」を作成し、それらガイドラ
インを実践できる、研修指導者や臨床実地指導
者の人材育成のための研修事業を全国　4　地区で
開催します。研修を受けた指導者が、研修事業
を企画運営したり、新人歯科衛生士の臨床実践
能力の獲得を指導してリアリティショックなど
による離職を予防し、人材の育成に尽力してい
ただくことを期待しています。同時に、それぞ
れの職場で新人歯科衛生士や再就業する歯科衛
生士を皆で育てていくという組織作りをしてい
ただきたいとも願います。
　兵庫県歯科衛生士会でも、早期離職防止に
は、卒後の継続した学修が重要と考え、兵庫県
歯科医師会・兵庫県のお力添えで卒後研修必修
プログラムを制度化し、継続実施しています。
また、再就業を希望する歯科衛生士を対象とし
た復職支援講習会も毎年開催して人材確保に努
めています。これからも安全で安心な歯科保健
医療の提供のために寄与してまいりますので、
皆さまのご理解とご支援をよろしくお願い申し
上げます。

＊（公社）兵庫県歯科衛生士会　会長
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兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院同窓会
「むつみ会」の活動報告

＊河田　尚子

　平成25年度より、兵庫県歯科医師会附属兵庫
歯科衛生士学院同窓会むつみ会会長をさせてい
ただいております。
　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院の関
係者の皆様には、いつもむつみ会の活動をご支援
ご援助いただき、この場をお借りしてお礼をお伝
えしたいと思います。いつも格別のご配慮をいた
だきまして、誠にありがとうございます。
　むつみ会は、現在3100名程度の会員がおり、
45回生までが入会しています。歯科衛生士　1　年
目から44年目まで！！という賑やかな同窓会に
なっています。むつみ会の活動内容は大きくご
説明すると、①　5　月第　4　日曜日に行う研修会、
②会員全員への動態調査、③学院の再就職支援
活動のお手伝いです。
　平成28年度の研修会は、上間京子先生（「一
般社団法人 Jokan スクール」代表）に、
「OJT にみる歯科衛生士の臨床～歯科衛生士
の臨床～」という演題でご講演をいただきまし
た。50名近い皆さんにご参加いただき、臨床現
場において歯科衛生士に必要な知識と技術、ま
た最も重要なコミュニケーション能力というお
話を真剣に受講されていました。学生の頃よ
りも?? 熱心に講義を受ける同窓生の姿は「学
び」はずっと必要であり、みなさん求めてい
らっしゃるんだなと関心するばかりでした。学
院のご厚意により教室での研修会開催すること

が可能となり、学生気分を味わっていただくこ
とができました。この研修会の目的は明日から
使える！！ですので、きっと勤務先で同窓生がよ
りよい診療所作りに切磋琢磨されていることと
思います。
　また、動態調査では2700通郵送　519通の返
答がありました。現在の勤務先については、 
開業医292　病院15　保健所　6　　企業　4　　その
他80　休職中107（復職支援希望22）と幅広い
職場でご活躍の様子が伺われました。また22名
の復職支援希望者がおられ、昨年度に引き続き
兵庫県歯科医師会の先生方と連携を図りながら
復職支援のお手伝いをさせていただきました。
　むつみ会のホームページをご覧になっていた
だいたことは、おありでしょうか？兵庫県歯科
医師会附属兵庫歯科衛生士学院のホームページ
にリンクしていただいています。なかなかリア
ルタイムで同窓みんなでつながることができま
せんが、ホームページを通じて情報を発信でき
ればと考えています。
　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院同
窓会むつみ会は、同窓生の集まる懐かしい場所
であり、同じ歯科衛生士という専門職が各自の
レベルアップにつながる場所でありたいと思っ
ています。最後になりましたが、今後ともむつ
み会をご支援いただけますよう宜しくお願い致
します。

＊むつみ会　会長
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　平成30年度のむつみ会の活動予定は、復職支
援活動の継続と研修会の企画運営になっていま
す。復職支援活動としては、なかなかオンタイ
ムで活動が難しいながらも、歯科医師会の先生
方にもむつみ会会員からもご期待いただいてい
るだけに、今後も微力ながら継続したいと思っ
ています。
　研修会は　5　月27日日曜日に13：00～兵庫県歯
科医師会附属兵庫歯科衛生士学院にて開催の予
定となっております。今回のテーマは「往診」
における歯科衛生士の実践テクニックや基本事
項など実習をふまえて行う予定にしています。
超高齢社会と言われるこの頃、今まで「往診」
など経験していなかった方も現場にて口腔ケア
を行う場面が増えてくると思います。なかなか
恥ずかしくて聞けないような基本的なことにも
対応していきたいと思っておりますので、ご参

むつみ会の今後の活動予定について

加いただければと思います。
　同窓生（むつみ会会員）は無料で、その他の
方には参加費2000円をいただいております。ま
た、詳細は兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生
士学院にリンクされているむつみ会のホーム
ページにのせてまいりますので、ぜひ一度むつ
み会のホームページをご覧ください。
　むつみ会のホームページでは同窓会会員の動
態調査の結果や、理事会開催の報告、会員の最
近の動向などもアップしています。会員のみな
さんが現在どのようなお仕事に関わっているの
かについても、今後はご報告していけたらと考
えています。
　なかなか頻繁な更新が難しいのですが、みな
さまにご興味を持っていただけるような内容に
しようと頑張っています。

＜活動予定について＞
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口腔微生物学を講義するにあたって

口腔微生物学担当　明石　昌也

　平成29年度から口腔微生物学の講義を担当さ
せていただく明石昌也です。
　私は平成16年に大学を卒業し、神戸大学医
学部附属病院歯科口腔外科に入局しました。
平成17年より神鋼加古川病院歯科口腔外科で研
修医　2　年目を過ごし、平成18年から神戸大学大
学院医学研究科細胞生物学分野で基礎医学研究
に従事しました。細胞生物学分野では、理学部
や薬学部の方々と実験机を並べながら、血管内
皮細胞間の接着複合体に関わる新規分子を同定
し、平成23年からは神戸大学医学部附属病院形
成外科医員として研修させていただきました。
形成外科で過ごした数年は、口腔外科領域以外
の疾患についても多く学ぶことができ、特に勉
強となったのは頭頸部癌切除後の皮弁再建はも
ちろんのこと、糖尿病や重症下肢虚血に起因す
る骨髄炎や難治性潰瘍、また手術（所属リンパ
節郭清）や放射線治療に起因する二次的な四肢
リンパ浮腫などでした。これら難治性潰瘍（褥
瘡）やリンパ浮腫に対する専門外来が形成外科
では設置されており、口腔内の難治性潰瘍（骨
髄炎）の専門外来を口腔外科にも設置できない
か？と思うに至ったきっかけが、形成外科での
研修経験でした。平成26年からは、神戸大学医
学部附属病院歯科口腔外科の助教・外来医長を
拝命しております。

　さて、口腔外科領域には主に、腫瘍・顎変
形症・顎関節疾患・歯科インプラントなど
様々な治療対象がありますが、口腔感染症は
上記した通り私が最も興味を持ち、かつ専門
としている領域の一つです。ただ、口腔微生
物学の教科書に目を通してみると、ウイル
ス・細菌・真菌の構造の相違、免疫（液性免
疫と細胞性免疫）、やたら長くて覚えるのが大
変な細菌名の数々（Streptococcus mutans，
Porphyromonas gingivalis，Aggregatibacter 
act inomycetemcomitans ）、infect ionと
colonization の違いなど、真に理解しようと思
うと、本当に難しい領域だと思います。私が担
当する口腔微生物学は、う蝕（バイオフィルム
としてのプラーク）・歯内感染症・歯周病・唾
液腺や顎骨の感染症・誤嚥性肺炎や心内膜炎な
ど実臨床で遭遇する疾患の原因としての感染
症・病原因子としての微生物を学ぶことが課題
です。できるだけ断片的な知識を漫然と暗記し
ていくだけの勉強ではなく、感染症の病態や病
因についてどのような特徴を有する微生物がど
のような環境下で病原性を発揮し、感染症を惹
起しているのかを俯瞰的に理解して貰えるよう
な講義になればと思います。難しいことを分か
り易く咀嚼し、理解するすべを身に付けておく
ことはきっと卒業後医療従事者として皆さんが
働く時にも役に立つのでは？と考えます。

＜講師の抱負・紹介＞
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ホスピタリティ学メイク講義をするにあたって

ホスピタリティ学担当　鈴木　美保

　平成28年からホスピタリティ学メイク講義一
年生の皆様を担当させていただいております、
鈴木と申します。私はメイクアップに関わる
様々なお仕事をさせていただいております。
　一つは新入社員の皆様に社風やお仕事内容に
合わせたご提案や講義など、他では女性が美し
く写る様にメイクアップをするなどのお仕事を
させていただいております。
　一般的にお化粧とは女性特有のものであり、
容姿を魅力的に表現するだけではなく、自分の
心に自信を持つことができる一つの方法でもあ
ります。そしてメイクアップは社会の中で、女
性の身だしなみの一つとされております。皆様
は学院を卒業されますと、ほとんどの方はお仕
事をされると思います。
　社会に出られますと、大人の身だしなみと対
応を求められます。お仕事をされると、小さな
子供からお年寄りまで、様々な年代、性別の方
とお会いします。
　どんな人と出会っても優しく清潔感のあるな
ど、人から良い印象を持ってもらえる様なご自
分のメイクアップを見つけるキッカケになれば
嬉しいです。
　お化粧はスッピンのあなたよりも美しく見せ
る様にするものです。お肌の毛穴は隠れて滑ら
かな美しい肌になっているか、クマやニキビ
跡、お肌の色ムラ、乾燥など無く、美しく健康
的な印象になっているかが大切です。

　お肌のコンディションはお化粧の仕上がりを
大きく左右しますので、就寝前、起床後の保湿
を行なっていただく事も大切です。就寝前のお
化粧落としも含め、毎日のお手入れはお肌の状
態を美しく保つ為には最も大切なプロセスで
す。
　お友達とお出かけをする時のメイクと、学校
やお仕事へ行く時のメイクの違いを意識して、
お仕事ではお化粧をしていない様に見えてキチ
ンとしている。を基本にメイクの講義を行って
いきたいと思っております。またその違いを意
識すると、いつものメイクとは違ったご自分の
メイクが新しく見つかると思います。健康的な
印象になる様に、お肌の色味は化粧下地やチー
クなどでコントロールしたり、リップやチーク
を用いてもいいと思います。どんな場所に行く
のか、どんな人と会うのか、自分をどう見せた
いのかなど、お化粧を多様にコントロールして
毎日を楽しく、美しく過ごしていただきたいと
思います。
　ある研究では、初めに出会った時の印象が長
く続くという結果も出ています。
　最初の『初めまして！』が大切です。皆さん
が働きやすい社会、院内環境で過ごす事ができ
る第一歩として、それぞれの職場の雰囲気に合
わせてメイクができる様に、少しでも技術の向
上に役立てていただければと思います。

＜講師の抱負・紹介＞
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専任教員になって

歯科衛生学科　専任教員　山中　美保

　兵庫歯科学院専門学校を卒業し、10年間臨床
の場で勤めてきました。就職当初は、毎日学ぶ
ことが多く大変だと思うこともありましたが、
院長先生をはじめ先輩・後輩の歯科衛生士や周
りのスタッフに恵まれ、何よりも来院される患
者さんとの出逢いによってやりがいを感じ、充
実した日々を過ごしました。　5　年間はスタッフ
リーダーとなり、後輩の指導・新人研修なども
担当し、教えることの難しさや楽しさについて
意識することになっていきました。そしてこの
度、ご縁があり母校の専任教員となりました。
　思えば、私が学生であった頃は　2　年制教育
で、多くの知識・技術を修得する、国家試験に
合格するというふたつの大きな目標のために、
とにかく一生懸命にカリキュラムをこなし駆け
抜けたように思います。その後、臨床現場に出
てから学生時代を振り返ると、　2　年間の学びが
いかに重要であったかを感じました。また、歯
科衛生士として働くなか、学ぶことに限界はな
く、「日々勉強」であったなと思います。
　臨床にいて必要だと感じたことは、チームで
取り組む意識を持つこと、他業種との理解・コ
ミュニケーション能力を身に付けていくことで
した。　3　年制教育となった今では、その部分も
充実し、より臨床につながるようなカリキュラ
ムになったと感じます。
　本校に通う学生の住まいは、兵庫県下の広範
囲にわたります。なかには、　2　時間以上かけて
毎日登校している学生もいます。さらには、他
府県から親元を離れて通う学生は、慣れない一
人暮らしをしながら、通学しています。年齢層

も幅広く、性格も様々ですが、皆それぞれの思
いがあり、入学し座学・実習に取り組んでいま
す。
　そのような学生達と関わるときには、彼女達
の置かれている状況を理解しながら、伝えるこ
とを心がけており、難しいこともありますが良
い方向に導いていけるように努めています。
　今、担任をしている　3　年生は昨年より担当さ
せていただいており、彼女達と共に成長してき
たように思います。自らが学生であった頃を思
うと、姉妹のように感じる彼女達が、全員で国
家試験に合格し、笑顔で卒業を見送ることは、
私の最大の使命であり望みであります。
　そして本校の生徒が、日々更新される情報や
時代にあわせ変化する社会のニーズに応えられ
る歯科衛生士になれるようサポートしていきた
いと思います。そのために、私自身もまた自己
研鑽に努め、学び続ける歯科衛生士でありたい
と思います。

＜専任教員＞
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平成29年度
臨床実習指導歯科衛生士打合せ会開催について

歯科衛生学科　専任教員　阪本　　薫

　平成29年度臨床実習指導歯科衛生士打合せ会
を　5　月11日（木）15時より神仙閣にて開催しま
した。
　臨床実習受け入れ機関は病院19機関、保健セ
ンター　9　機関、歯科医院49機関、矯正歯科医院
12機関となり、そのうち46名にのぼる指導歯科
衛生士の方々にご出席いただきました。
　小村教務主任の進行により、打合せ会を開始
し、浦出学院長による挨拶、実習先紹介、協
議、情報交換を行いました。協議では　1　. 臨床
実習概要　　2　. プレ臨床実習　　3　. 矯正・セン
ター実習　　4　. 臨床実習本実習　　5　. 主要　3　科目
カリキュラムについて説明を行いました。
　また、　3　年次の臨床実習本実習にそなえて学
内で、どの様な実習を行っているのかをパワー
ポイントでご紹介させていただきました。
　情報交換の時間には、協議では要点のみの説
明であった臨床実習概要をより詳細に説明させ
ていただくグループと、グループディスカッ
ションを行うグループの　2　つに分かれました。
グループディスカッションは例年より少人数で
グループ編成を行い、　1　. 各施設の実習内容に
ついてと　2　. 学生対応で困った点について意見
が交わされました。少人数という事もあり、よ
り発言しやすく活発な意見交換となりました。
　各施設の実習内容については、それぞれの学
生に合わせた目標を立てステップアップできる
よう工夫してくださったり、空き時間にセメン
トや印象材練和の練習、歯面研磨の相互実習を
ご指導してくださっていました。また、歯科医
師、歯科衛生士による講義や実技練習なども取

り入れてくださっている施設もあり、どの施設
も学生の為にいろいろお考えいただいていまし
た。
　学生対応で困った点の一つとして、実習帳・
レポートの考察が記入できない学生が多いとい
うご意見が挙がりました。その訓練のために
も、学院では　1　年次より国語表現法、小論文の　
2　科目を取り入れ文章力向上に力を入れていま
す。また実習帳記入ができるようプレ臨床実習
前には模擬診療の見学を実施して、術式等のメ
モをとり、実習帳を記入し考察するトレーニン
グを行っています。今後さらに強化していきた
いと思います。またもう一つは見学する位置に
ついてです。口腔内が見えない位置での見学で
は積極性が見られないとのご意見をいただきま
した。こちらに関しては実習前のオリエンテー
ションで具体的に示し伝えていきたいと考えて
います。
　実習をお引受けくださっている歯科医師、歯
科衛生士の方々には、臨床の場で学生指導に多
大なるお力と熱意を注いでくださり、誠に感謝
しております。毎年学生たちはたくさんの知識
と実技を学び、成長して臨床実習から戻って参
ります。そこで、臨床実習に出るまでに、指導
歯科衛生士打合せ会でいただきました貴重なご
意見を参考に、学内で改善すべき点を改善し、
学生にとって実りある実習ができるように考え
て参ります。そして社会に貢献できる知識、技
術、社会性そして患者様に寄り添える歯科衛生
士に成長できるよう教員一丸となり学生を育て
ていきたいと思います。
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　この度、学業奨励制度により成績優秀賞をい
ただくことができました。
　私は、短期大学を卒業後、就職をしました
が、自分のやりたいことではなかったため、
出産を機に退職をし、そのまま家庭に入りまし
た。その後歯科医院でアルバイトをしたのを
きっかけに、歯科衛生士という職業に興味を持
ちました。そこで歯の大切さを知り、資格を
取って長く続けられる仕事に就きたいと考え歯
科衛生士を目指すようになりました。しかし、
育児中の身で家事と勉強との両立が自分にでき
るのだろうかという不安があり、なかなか前に
進むことができませんでした。そんな時、本校
のことをアルバイト先の先生に教えていただ
き、オープンキャンパスに参加することになり
ました。そこで、私と同じように育児をしなが
ら勉強を両立していたという永島教員のお話を
聞き、私もこの学校で頑張ってみたいと決心が
つき、兵庫歯科衛生士学院への入学を決めまし
た。
　入学してからも、課題や科目試験の多さに不
安になりましたが、同じ目標に向かって頑張る
友だちができ、私の大きな支えとなりました。
　はじめは、子供が寝てからの時間を勉強に充
てようと考えていましたが、思い通りにいかな
いことばかりでした。まとめて勉強することも
できず、子供にあたってしまうこともありまし
たが、これではいけないと思い、育児をしなが
ら勉強をいかに両立させるかを自分の課題とし
ました。
　そのため時間を有効に使い、特に通学の電車
やバス、子供が昼寝をしている間など、時間を

学業奨励賞をうけて

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
歯科衛生学科　第47回生

坂本　奈々

うまく使うようにしました。
　また、家での勉強を少しでも減らすために講
義をしっかり聞いてノートをまとめたり、試験
勉強の時間を減らすために小テストの勉強をこ
まめにするように心がけました。
　しかし、歯科衛生士を目指し勉強するために
は「時間」だけでなく、周囲の協力など「環
境」が重要だと思います。
　一年間を振り返ってみても、兵庫歯科衛生
士学院は学ぶための環境がすごく整っていま
す。講師の先生方は、私たちが理解しやすく興
味を持てるようにいつも丁寧に教えてください
ます。専任教員の先生方もいつも親身になって
支えてくださいます。私がここまで前向きに頑
張ってこれたのは本校に入学できたからだと思
います。そして、いつも応援し、協力してくれ
ている母や娘に支えてもらってきたからです。
　歯科衛生士になるためには、臨床実習や国家
試験と、まだまだ課題は山積みですが、こうし
て多くの人に支えられながら勉強をできている
ことに感謝し、これからも　1　日　1　日を大切に過
ごしていきたいです。
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　平成28年度から始まった学業奨励制度で、今
回、成績優秀賞をいただいたことに深く感謝を
しています。
　私は大学を卒業後、歯科医院で歯科助手とし
て勤務していましたが、もっと広い知識を持ち
患者さんと関わりたいと強く思うようになり、
歯科衛生士を目指す道を選択しました。想像以
上に課題や試験が大変でしたが、歯科助手とし
て働いていたときの何となく理解してアシスタ
ントをしていたこと一つ一つには理由があり、
自分の知識に結びついていくことが嬉しかった
です。
　私の　2　年間の学習を振り返ると、　1　年次は、
学習方法が分からず、ノートに何度も書いて覚
えることに一生懸命でした。しかし、新しい科
目が増え難しくなると、この方法では理解でき
ず不安ばかりが募りました。そのような時、学
習方法について教員の先生方に相談すると、親
身になって丁寧に教えて下さり、勉強に対する
楽しさを知ることができました。
　　2　年次になると新たに臨床科目が増え、講
義内容も難しく毎日ついていくことに必死で
した。さらに後期は単位修得試験が続き、心が
折れそうな時もありましたが、そんな時にはい
つも側で頑張ろうと励ましてくれる友達に支え
られました。また　1　年次は試験の合格点をとれ
たらいいと思っていましたが、このような奨励
制度ができたことにより学習に対するモチベー
ションが向上し、　1　点でも多く点数を取りたい
という気持ちが強くなりました。そのために
は　1　つのことを覚えるのに様々なことを関連付
け、図や表などを使い視覚的に覚えやすいよう
に工夫したノートを作りました。

学業奨励賞をうけて

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
歯科衛生学科　第46回生

小濵　　唯

　講義では歯科医師・歯科衛生士による講義は
もちろん様々な職種の先生方が講義をしてくだ
さるので、改めて、歯科衛生士の役割の大切さ
を学ぶことができました。また本学院の特徴と
して iPad を使用した学習ができるので、教本
だけでは理解しにくい部分をカラー写真や工夫
された動画、図表により頭の中で整理すること
ができました。さらに、グループワークでは　1　
つの課題についてグループディスカッションを
行い、iPad で資料を作成しプレゼンテーショ
ンを行うことで発表スキルを身につけることが
できました。
　これからの私の目標は国家試験を46回生全員
で頑張って乗り越え、全員合格すること。歯科
衛生士になっても常に学び続ける姿勢を大切に
し、色々なことにチャレンジしていくこと。そ
して周りの人たちに感謝し、感謝される優しい
歯科衛生士になることです。
　学業奨励制度は、学生一人一人の学習に対す
る意識が向上し、友達同士で共にレベルアップ
できる素晴らしい制度だと思います。今回、受
賞したことで目標を実現し、理想とする歯科衛
生士になるため、より一層の努力をしていきた
いと思います。
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　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
入学して　4　ヶ月が経ちました。この　4　ヶ月あっ
という間でした。
　私は、小さい頃通っていた歯科医院の歯科衛
生士の方に憧れて、歯に関わってできることを
したい、人の役に立ちたいと思い入学しまし
た。しかし、「立派な歯科衛生士になりたい」
「国家資格を取りたい」「患者さんに寄り添え
る歯科衛生士になりたい」など大雑把なことし
か目標が見えず、どう行動したらよいか分って
ていませんでした。
　そんなとき、三年生指導という実習がありま
した。一年生が患者役になり、三年生の先輩方
に口腔内をみてもらい指導を受けるというもの
でした。はじめは緊張していましたが、先輩が
優しく接してくださったので途中からリラック
スして臨むことができました。ただ口腔内を見
るだけでなく、患者さんの体調や痛みを気にか
けたり、日常会話など患者さんとコミュニケー
ションをとることの大切さを学びました。テキ
パキと仕事をこなす先輩方を見て、　2　年後、先
輩と同じようにできるのかという期待と不安が
ありますが、先輩方のようなかっこいい歯科衛
生士になれるように毎日を大切に頑張っていこ
うと思いました。
　学校が始まって一番に思ったことは、勉強の
難しさです。はじめは90分座って授業を受ける
こともしんどかったです。今まで聞いたことの
ない専門用語ばかりで慣れるのに時間がかかり
ましたが、前歯や舌のことを「ぜんし」「ぜ
つ」と当たり前に言えるようになると嬉しかっ
たです。それから、この学校では専門の教科だ
けでなく、メイクやペン習字など一般教養もカ
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リキュラムに含まれていて学べるところが嬉し
いです。当たり前のことだと思わず、環境に感
謝して、積極的に学んで身につけていきたいで
す。
　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
入学して一番よかったと思うのは、人との関わ
りです。先生方は優しく丁寧に教えてくださ
り、とてもよくしてくださいます。なにより、
同じ目標をもった友達と出会えたことが私の励
みになっています。スケーリング実習が始まる
と放課後毎日のように残って練習したり、分か
らないところを教えあったり、歯科衛生士にな
るためにしんどいことも大変なこともあります
が、毎日友達と会えることが私の糧になってい
ます。これから勉強もさらに難しくなり、実習
も増え、たくさんの困難に直面すると思います
が、仲間と支えあって乗り越えていきたいです｡
　理想とする歯科衛生士に近づくために、髪色
は黒、爪は切る、髪をくくるなど校則は厳しい
ですが医療に携わる者として大切なことだと思
うので、普段の学校生活の身だしなみから整え
ていきたいです。挨拶をする、時間を守る、提
出期限を守る、当たり前のことをしっかりこな
していくことはもちろん、日々の努力を忘れず
にコツコツ頑張っていきたいと思います。こ
れからまだまだ先は長いようで、きっとあっと
いう間に国家
試験、卒業と
なってしまう
ので、後悔し
ないように過
ごしていきた
いです。
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　入学して半年が経ちました。高校生とは違う
学校生活に初めはとても不安でした。難しそう
な勉強にとても多い教科書、さらに90分授業で
集中力が持つのか、それだけでもとても不安で
したが、一番の不安は友達ができるかでした。
大人になるにつれて友達の作り方が分からなく
なり、学校に行くだけで初めはいっぱいでし
た。その中でいろんな人と仲良くなりたいと思
い、私は衛生自治委員に立候補しました。学校
に行くだけでいっぱいなのにやって行けるのか
不安でしたが、私以外の　3　人の衛生自治委員の
仲間と助け合い、私たちの最大の仕事である合
同レクリエーションを成功させることができま
した。　3　人とも初めて会った時はぎこちなかっ
たですが、同じ目標を持った仲間なので、直ぐ
に打ち解けることができました。
　まずレクリエーションでの昼食選びから始ま
りました。48回生全員にアレルギーチェックを
し、その中からみんなが食べられる物、配達し
てくれるお店を自分たちで選びました。今まで
したことのないことばかりでしたが、衛生自治
委員のみんなでさまざまなところに行け、とて
も楽しかったです。その後レクリエーションの
ゲームを考えました。限られた時間の中で、み
んなが仲良くなれるゲームが良いと思い、　1　つ
目は伝言ゲームをしました。盛り上がるのかと
ても不安でしたが、実際してみると班員みん
なで一つのお題を楽しそうに伝達していて、一
気に仲良くなった気がします。次にビンゴゲー
ムをしました。48回生全員に景品が当たるよう
に、みんなで手分けしてとても良い景品から、
これをどうやって使うのかと笑えるような景品
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などいろんなところから集めてきました。すべ
ての景品が袋に包まれており、中身が分からな
いからこそ、開けた時のみんなのリアクション
がとても面白かったです。楽しい時間はあっと
いう間でした。初めは静かだった教室が終わり
にはとても賑やかになりました。最後に記念写
真を撮り、合同レクリエーションを終えまし
た。終わりの片付けまでが私たちの仕事で、下
校中のみんなから「今日楽しかった、ありがと
う」といろんな人から言ってもらい、放課後の
短い時間を利用しての事前準備はとても大変で
したが、衛生自治委員みんなで頑張ってよかっ
たと思いました。
　私は衛生自治委員になったことにより色々な
人と仲良くなることができ、大変なこともいっ
ぱいありましたが、立候補して良かったと思い
ます。初め抱いていた友達作りの不安は解消さ
れ、同じ目標を持った48回生全員で歯科衛生士
になれるように、今後もみんなで協力して乗り
越えていきたいと思います。衛生自治委員に立
候補して本当によかったです。



－36－

　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
入学してすぐの　4　月と　5　月に　3　年生指導という
初めての実習がありました。それは　3　年生が術
者、　1　年生が患者として、歯の状態を見てもら
うというものでした。まだ学校に慣れおらず、
初めて実習ということもあり、とても緊張しま
した。
　実習が始まると、　3　年生が　1　年生の教室まで
迎えに来てくださいました。『三宅さーん！』
ととびきりの笑顔で入って来た先輩に、私もつ
られて笑顔になるほどでした。そして実習室へ
行く途中もたくさん話しかけてくださり、徐々
に緊張が解けていきました。　4　月の実習では面
接から始まりました。RD テストで口腔内の細
菌の数を調べたり、口腔内の写真や血圧測定、
歯垢染色を行いました。面接では、これから行
う術式の流れや私が家で行なっているブラッ
シングの仕方についての話を親身になり聞いて
くださったので、私も素直に話すことができま
した。次の歯垢染色では赤く染まった所をもと
に、歯一本一本にそれぞれ歯ブラシの当て方や
動かし方など細かくアドバイスをしていただき
ました。中でも私は、奥歯などを中心に磨けて
いない所がたくさんあり、そこが磨けるように
なるために補助的清掃用具の使用方法を教えて
いただくことで必要性を実感しました。また綺
麗な所は『上手く磨けているね』と褒めていた
だき、とても嬉しかったです。そして先輩は、
マスクをしているため表情が分かりにくいけれ
ど、リアクションや大きな頷きがあり、このよ
うにすれば相手に伝わりやすくなるんだととて
も勉強になりました。
　　5　月の　2　回目の実習では、　1　回目の実習で
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行った施術の他に、スケーリングやフッ化物塗
布をしていただきました。施術中の流れをしっ
かり掴み、次はどの器具を使うのかなどスムー
ズに進められており、圧巻されました。また、
普段は歯科医院へ行っても、他の患者さんの施
術を見ることはないので、クラスメイトの施術
を見学することで客観的に見ることができまし
た。しかし、これは何故行うのか、何時使用す
る器具かなど授業で習っていなかった私は、全
て同じ器具に見えましたが、先輩がひとつずつ
丁寧に教えてくださりやっと理解する事ができ
たと同時に、改めて凄いなと感じました。そし
て素人の私にも理解できる、色画用紙を使った
とても可愛いチャートという物を作っていただ
きました。忙しい　3　年生なのに時間を割いて
作っていただき感動しました。
　　3　年生指導実習を終え、歯科医院に来て歯科
衛生士の方に施術してもらっているのかなと思
うほどでした。私も　2　年後にはこのように　1　年
生に指導、施術ができるのかと不安になりまし
たが、同時に先輩のようになりたいと強く思う
事ができました。そのために、普段の授業から
真面目に取り組み、少しでも先輩に近づけるよ
うに充実した学校生活を過ごしていきたいと思
います。



－37－

　私たち47回生は、平成28年　7　月　4　日に、日帰
りの研修旅行で京都府にある株式会社モリタ工
場と松井本館に行きました。当日は天候にも恵
まれ、湊川神社で皆集合し順調に出発しまし
た。バスで現地に到着するまで、運転手の方の
京都ならではの狭い道のハンドルさばきに皆で
感動しつつ、道中は友だちとの会話を楽しみま
した。
　午前中には、株式会社モリタの工場へ行きま
した。工場・展示室・資料室をそれぞれ見学さ
せていただきました。私たちは始めに、展示室
をご案内いただきました。そこでは、スタッフ
の方からのクイズや、歯科医師実習用の話す患
者ロボットがあったり、高級なデンタルチェ
アーに実際に座る体験、最新のタービンの性能
を詳しく見せていただきました。資料室では、
昭和初期に歯科医院で使用されていた座位型
チェアーとペダル、切削器具が滑車で繋がった
初期のタービンなど、現代に至るまでの歴史や
技術の進歩を時代を追って見ることができ、実
際に手に取って楽しく見学させていただきまし
た。次に、工場内を案内していただきました。
それぞれの建物やフロアーで、エアタービン・
コントラアングルハンドピース・歯科用チェ
アー・Ｘ線写真撮影の機械などを工場内機械で
形成していました。最終的には技術者の手に
よって一つ一つ丁寧に確認されながら心を込め
て作られている様子を見学させていただきまし
た。特に学校の実習やアルバイト先、歯科衛生
士になってからもお世話になる機械ばかりで、
実際にどの様に作られているのかを見学するこ
とができ、とても興味深く、これからさらに大
切に使いたいと思いました。また、工場内は整
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理整頓がされていて、日々の作業効率や従業員
の方一人ずつの今月の目標など、目に見える表
やグラフが壁に貼られ、従業員の作業に対する
モチベーションを上げる様に工夫されていまし
た。これは、在学中にも、歯科衛生士になって
からもやる気を持ち続けるために必要なことだ
と感じました。目標を決めて取り組む大切さを
改めて気付かされ、勉強になりました。
　昼食は場所を移動し、松井本館にて、懐石料
理をいただきました。前菜からデザートまで合
計20品目ほど次々に出てきて驚く私たちに、若
女将から料理をいただく際のお椀やお箸の持ち
方、食べ方などのマナーを一つ一つ丁寧に教え
てくださいました。器も京都を表現した個性的
なものが多く、食材も綺麗に盛り付けられてい
て、見た目も味もとても美味しいお料理で幸せ
でした。昼食後には、研修旅行委員で準備をし
たレクリエーションを　1　時間ほど行いました。
内容は、全員でジェスチャー伝言ゲームや歯
科・学院の先生方に関する○×クイズなどを出
題して楽しみました。
　帰宅のバスの中では、研修旅行の記念とし
て、研修旅行委員から47回生全員に浴衣生地で
作られた柄違いの巾着を配りました。みんなが
喜んでいる顔を見ることができて嬉しく思いま
した。研修旅行委員　6　人で、昼休みや放課後に
たくさん事前準備をしてきて良かったと達成感
を味わうことができました。何より学院の先生
方や旅行会社の方に助けていただき、成功させ
ることができたので本当に感謝しています。
　研修旅行に行って、日本の歯科の進歩を知る
ことができたり、クラスメイトの仲も深まり、
良い思い出が増えました。
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　医療コミュニケーションでは、歯科衛生士と
して働く際に、必要なコミュニケーションスキ
ルを学びました。
　私たちは今、クラスメイトと学校生活の中で
座学や実習に励み、お互いに信頼関係を築いて
います。しかし、卒業後、歯科衛生士として患
者さんと接する時、相手のことを何も知らない
ところから信頼関係を築く必要があります。そ
の為には、限られた診療時間の中で、年齢も職
業も歯に対する意識も多種多様の人から情報収
集を行い、信頼関係の構築をしなければいけま
せん。今まで通りの対話スキルでは、相手の話
したい内容、知りたい内容を得るのに時間がか
かりすぎます。
　でもそんなとき、基本となるコミュニケー
ションスキルや、認知（ものの受け取り方）に
対する基礎知識を知っていれば、患者さんと少
し対話がしやすくなったり、同僚や先輩とうま
く対話できるということを教えていただきまし
た。相手が気持ちよく話すための傾聴スキル、
相手に嫌な思いをさせず自分の言いたいことを
伝えるアサーションスキル、相手を支えるため
のコーチングスキル、そもそも人はどうして、
同じ表現を聞いてどのように受け取るかは別な
のかなど認知のゆがみが起こるメカニズムまで
授業の中で学んだことは、今まで意識したこと
のない項目がたくさんありました。
　授業は、先生からの問いかけが多くあり、最
初は大変戸惑いました。例えば、「診療所の前
で、小さい子供がキャッチボールをしている。
もうすぐ診療開始となるのだが、どう話せばい
いか？」「授業中、書きとったノートを使って
家で勉強をしようとしていたところ、友人から
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ノートを貸してほしいと頼まれた。どう断れば
よいか？」などです。まず、自分ならどのよう
に相手に伝えるのか書き出したうえで、　2　人一
組になって、自分ならこのように伝えると考え
を共有し、意見を出し合いました。同じお題を
前にして、クラスメイトや先生の回答がまった
く異なることもあり、そのような上手な言い回
し方があったのかと驚いたりして、毎回興味深
く受講できました。
　一番印象に残っているのは、認知行動療法の
自動思考シートの記入でした。自分を苦しめて
いる思考のパターンに気づき、次に様々な視点
から状況を捉えなおして考え方のレパートリー
を広げる作業を行いました。私はその時、ネガ
ティブな気分になる出来事に歯周病予防処置の
実技が全然うまくできないことを書き出しまし
た。歯周病予防処置の実技ができなかった時の
気分を感情ごとに100%として、それぞれ「悲
しみ」が50%、「絶望」が100%とそれぞれ書き
込みました。その後シートに従って、その根拠
として、なぜそのような感情を持ったのかを書
き出しました。続いて、もし親しい人が同じ悩
みで悩んでいたらどのように声をかけるかを記
入し、自分と親しい人への声かけの矛盾を書き
出していくと「時間を見つけて練習する」「友
人と一緒に練習する」など新たな考え方が浮か
んできたことがとても新鮮でした。
　将来、歯科衛生士として働いた時、相手の心
を知るだけでなく、自分の心の声にも耳を傾け
るスキルがこの授業を通して身についたように
思います。いきなり、全ての項目を自分のもの
にするのは難しいですが、学んだことを少しず
つ周りの人との対話で練習していきたいです。
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　私は　4　月の10日間、プレ臨床実習に行かせて
いただきました。初めての臨床の場で、実習先
の方々にご迷惑をかけてしまうのではないかと
いう不安がありました。初めはわからないこと
を聞き出せずにいましたが、院長先生や歯科衛
生士、歯科助手の方々に丁寧にご指導いただ
き、本校の先輩方にも困っていることを何度も
助けていただきました。次に何をすればよいの
かわからず不安な時も、打ち解けやすい温かい
雰囲気で迎えてくださったお陰で、不安だった
実習も日が経つにつれて楽しみになり、本当に
充実した実習期間を過ごすことができました。
　沢山教えていただいた中で、最も印象に残っ
ているのは、患者様への配慮です。初日は何を
すれば良いのか分からず、緊張して後ろでずっ
と見学をしていました。院長先生から「緊張し
ているだろうけれど、　1　番緊張しているのは
今から治療する患者さんなので、診察室に入
られた時、出られる時はマスクを外して笑顔で
挨拶をしてください。」と言われ、当たり前の
事ができていない自分がとても恥ずかしくなり
ました。確かに患者の立場になり、笑顔のない
歯科衛生士がマスクをしたままずっと立ってい
ると、今からの治療に不安を覚え、怖いと感じ
ると思います。院長先生から言われたことは、
私にもできる大切な患者対応でした。その後は
黙って見ているのではなく、積極的に挨拶をし
て、患者様と接するときはマスクを外して笑顔
でいることを意識しました。
　意識して患者様と接するようになってから、
スタッフの方がたくさんの配慮をしていること
に気が付きました。少し寒そうにしている方が
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いらっしゃると、膝掛けをお掛けし、治療前の
少しの待ち時間には世間話をして患者様の緊張
をほぐすなど、考えつかないような小さな変化
も見逃さず、素早く臨機応変に対応していまし
た。定期検診で歯科医院を訪れている患者様
は、多くの方が楽しそうにスタッフの方たちと
会話を楽しんでおられ、みなさんの丁寧なご対
応と気配りのおかげで信頼関係が築かれている
のだと感じました。
　学院内の実習でも患者配慮を学びますが、友
達同士で行うので、素直に思っていることを話
せ、状況を教え合えるので、落ち着いて行動が
とれていました。ですが臨床現場では初めてコ
ミュニケーションをとる方ばかりで、また性格
や体調も様々です。思いがけないことが起きた
時に「今何をすればいいのか」「聞いてもいい
のか」と悩んでいる間に、歯科衛生士の方がス
ムーズに対応してくださって、自分の実力不足
を改めて感じました。スムーズな対応で、事前
に防げる事故はたくさんあると思います。聞く
か聞かないか悩むのであれば、常にもしもの事
を考えて早めに行動に出そうと思いました。
　この10日間を通して、治療のことはもちろ
ん、見たことのない器具のこと、中でも印象に
残っている患者様に対する考え方など、様々な
ことを学ぶ事ができました。学院内では感じる
ことのできなかった緊張感や不安も自分にとっ
て、とても価値のある経験になりました。今回
学んだことはこれからに必ず活かして、来年は
成長した姿をお世話になったスタッフのみなさ
んにお見せできるように、学院生活を精一杯過
ごしたいです。
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　私は　4　月から10日間、プレ臨床実習に行かせ
ていただきました。歯科医院でのアルバイトの
経験が無かったためとても不安でした。しかし
実習先の歯科医師や歯科衛生士の方にとても優
しく指導していただき、沢山のことを学ぶこと
ができました。
　初日は何も分からず、診療の流れをメモする
だけで精一杯でした。初めて見る器具が多く、
歯科衛生士の方に積極的に質問して、少しずつ
覚えるようにしました。確認しきれないことは
お昼休みの時間を使って、使用していた器具や
材料の形や名称、商品名などをメモするように
しました。実際のカルテを見るのも初めてだっ
たので、書かれている専門用語や略称を理解す
るのが大変でした。
　実習の最初は見学のみでしたが、日が経つご
とに拭掃や基本セットの用意、片付け、歯周組
織検査の記録などをさせていただくようになり
ました。実習の後半には実際にバキュームの吸
引や器具のパスなどの診療の補助もさせていた
だきました。患者さんの口腔内を触ることは初
めてでしたのでとても不安でした。最初は緊張
して、バキュームを口腔内へ正確に挿入するこ
としか考えておらず、患者配慮まで気が回らず
ご指導していただきました。それからは自分の
手元だけではなく、患者さんの様子や診療の流
れなど全体を見て、常に今何が必要か、次に何
をするのかを考えるように心掛けました。
　歯科衛生士が行うメインテナンスを見学させ
ていただくことで、患者さんへの声かけの仕方
やコミュニケーションの取り方を学ぶことがで
きました。歯科治療に対して強い恐怖心を持っ
ている患者さんが多く来院されるため、そう

プレ臨床実習で学んだこと
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いった方への対応を見学することも勉強になり
ました。適度に会話をしてリラックスできるよ
うにしたり、患者さんの少しの表情の変化や体
の反応も見逃さずに声かけをしたりうがいを促
して休憩を挟むなどの患者配慮をされていまし
た。そのような患者配慮を十分に行った上で、
限られた時間の中で施術をされていたことに驚
きました。そこで患者配慮だけに気を付けるの
ではなく、時間配分をしながら、患者さんに
合った施術を無駄なく行い、スムーズに治療す
ることが大切だと学びました。
　毎日の実習帳の記入は大変でした。診療中の
メモだけではわからない事を教本を開いて調べ
ることは大変でしたが、とても勉強になりまし
た。病歴のある患者さんの症例では、病気につ
いての服薬の種類、副作用を調べることで、歯
科と全身疾患との関わりを学ぶことができまし
た。歯科衛生士の方からの実習帳の訂正箇所や
コメントを読み、再度調べたり、それでもわか
らないことは直接質問することで　1　つ　1　つの疑
問に対する知識を深めることができました。ま
た、勉強したことを実際に患者さんにわかりや
すく説明できるようになることが大切だと指導
していただき、伝えるということの難しさを改
めて感じました。
　10日間のプレ臨床実習を通して、毎日沢山の
ことを教えていただき、学校では得ることので
きない貴重な経験をして、成長できたと思いま
す。臨床の現場で感じたことを忘れないように
して、今後の勉強や実習に取り組みたいです。　
3　年生の本実習では、指導していただいた歯科
衛生士の方に成長した姿を見せられるように、
一生懸命頑張っていきたいです。
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　私は、　6　月に行われた歯と口の健康週間で、
幼稚園や保育所、イベントに訪問させていただ
きました。私の班は、アンパンマンの人形劇を
しました。劇では、歯の大切さを知ってもら
い、劇後には、実際にブラッシング指導を行
い、歯ブラシを日常的に行ってもらえるよう指
導を行いました。
　劇の準備では、役割分担を最初に決め、それ
ぞれに取り組みました。授業内だけではなく、
授業の空き時間を使うことで早く準備が終わ
り、台詞覚えに時間をたくさん使うことができ
ました。子供たちにも分かる言葉で書いてある
台詞ではあるものの、台詞覚えにはとても苦戦
しました。繰り返し練習を重ね、班の子たちと
台詞合わせを何度も行い、覚えることができま
した。しかし、劇練習を始めると、覚えていた
台詞が飛んでしまったり、媒体が足りなかった
りと多くの課題点が見つかりました。課題点が
見つかることで、何度も繰り返すことの大切さ
を感じました。教員チェックでは、お褒めの言
葉をいただき、班みんなで喜びを感じると共に
自信にも繋がっていきました。
　私たちは、　2　週間で幼稚園や保育園、イベン
ト12施設に訪問させていただきました。授業
中に先生がよく言われていた、「あなたたちに
とっては　2　週間でも、子供たちにとっては今日
の　1　度しかない。」という言葉を毎朝思い出し
ながら、　1　日　1　日に緊張感を持ち、劇に取り組
みました。毎回、劇後に時間をとっていただ
き、反省会をしました。反省会では、各自の反
省点や子供たちの反応、先生方からアドバイス
をもらい、課題点を改善していくことで日々完
成度が高まっていきました。
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　私は、グループをまとめるような立場の役割
がしたいと思っていたので副班長に立候補しま
したが、いざ務めてみると不甲斐ないことばか
りで班長にたくさん助けていただきました。ま
た、劇ではバイキンマン役をさせていただきま
した。バイキンマン役は、登場や台詞も多かっ
たのでとてもやりがいを感じることができまし
た。個人の課題点としては、声が優しすぎると
指摘され、話し方に癖を付けたり、速さを変え
たりと、工夫をしました。また、ブラッシング
指導では、園児達に分かりやすい言葉での伝え
方に苦労しました。歯ブラシの持ち方である、
こんにちはとさようならが分からない園児に
は、お手本を見せ、一緒に練習することですぐ
にできるようになりました。園児たちもできる
ことが増えると喜んでくれるので私も嬉しかっ
たです。
　今回の少集団指導では、相手に分かりやすく
伝えることの難しさを感じました。年齢に合っ
た指導を行うことはとても難しかったです。し
かし、できたら褒めてあげることは、とても大
切なことだと感じました。今回学んだことを忘
れず、今後の勉強の糧にしていきたいです。
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　　6　月に行われた歯と口の健康週間で、私は
様々な小学校を訪問させていただきました。訪
問先では、サザエさんのペープサートを通して
歯の大切さを伝え、ブラッシング指導を行いま
した。
　私は小学　3　年生を対象に小集団指導をさせて
いただきました。私たちの班は、二人組でス
トーリーを構成し、媒体作成を行いました。媒
体作成は各　4　つずつ作成するため、時間がかか
りとても苦労をしました。また、作業している
途中でペンや絵の具など材料が不足し、なかな
か思うようには進みませんでした。しかし、休
み時間や放課後などの短い時間も利用して、皆
で協力し見やすい媒体に仕上げることができま
した。
　媒体ができ上がると、次は劇の練習に入りま
した。台詞の読み合わせをし、スムーズに進め
ることができたら徐々に媒体を動かしながら練
習を行いました。始めは台詞を言うことに必死
で媒体の動きが不十分だったり、声に抑揚がつ
いていなかったりととても苦労しました。ま
た、一人二役をするため男役と女役の声を替え
て台詞を言うことが難しく、何度も練習をしま
した。自分たちの劇を録画し、媒体の動かし方
や、声が後ろの席までしっかりと届いているか
を確認しました。客観的に見ることで、劇をし
ている自分たちでは気づかなかったことに気づ
くことができました。本番までに友達の意見を

歯と口の健康週間を終えて（小学生班）
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参考にしながら練習を繰り返し、先生の指導を
受けて劇を完成することができました。
　初日はとても緊張したため、台詞が早口に
なってしまい、自分たちが納得できる劇をする
ことができませんでした。しかし、劇終了後の
反省会で気がついたことを話し合い、先生や養
護教諭の先生からアドバイスをいただき日々改
善することができました。また、班員同士でア
イコンタクトをとりアドリブを入れることもで
きるようになりました。
　約　2　週間の小集団指導を通して、子供たちに
わかりやすく伝えることの難しさや成功した時
の嬉しさ、「歯磨き頑張るね」と言われた時の
達成感、そしてチームワークの大切さを学ぶこ
とができました。
　今回の実習で学んだことを大切にし、今後も
知識と技術を身につけるため努力していきたい
と思います。
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　私は　6　月に行われた歯と口の健康週間で高齢
者班を担当し小集団指導をさせていただきまし
た。準備ではまず指導する内容をよく復習する
ことから始めました。相互実習で口腔ケアの大
切さや誤嚥性肺炎の予防法などを演劇にまと
め、限られた時間のなかで皆でしっかり相談し
て練習を重ねました。初めの頃は恥ずかしさも
あり、セリフを読み上げるだけで伝えるという
大切なことができていませんでした。先生に何
度もチェックしていただき、高齢者の方に伝わ
るようにセリフをゆっくりと話し感情や抑揚を
つけることで練習の最終日には良いものに仕上
げることができました。
　実習が始まると練習通りに行えるわけではな
く、会場の大きさや入居者の方の人数も違いそ
の場で対応することは難しく、上手く進めるこ
とができませんでした。しかし、毎日行う反省
会で改善すべきところを話し合い、回数を重ね
るごとにスムーズに行えるようになりました。
　実際に口腔ケアをさせていただくと学内の相
互実習で行ったようにはいかず、口腔内を触る
のが怖く感じてしっかりと清掃することができ
ませんでした。問診から始めコミュニケーショ
ンを取りながら口腔内を見させていただくまで
に打ち解けられるように試みても認知症が進ん
でいる方もいて思うようにはコミュニケーショ
ンがとれないこともありました。そのような場
合は会話しようとするのではなく、まずは相手
の話したいことを聞くだけでも嬉しそうに話し
てくれて口腔内の清掃をさせていただくことが
できました。お話をした方が必ずしも口腔内を
見せていただけるわけではなく、恥ずかしいか
ら嫌だと言って断る方も多くいらっしゃいまし

歯と口の健康週間を終えて（高齢者班）
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た。また、女性のなかには入れ歯だということ
を他の人に言わないでほしいと隠される方もい
ました。そのような方たちには無理に口腔ケア
を押し付けるのではなく、その人に応じた指導
が必要だと思いました。
　高齢者施設を訪問して感じたことは、一人一
人に応じた指導を行えるように知識を身に付け
なければいけないということです。今回の実習
では同じような指導をしていたので、日々の勉
強で知識を身につけ、指導の引き出しを増やし
たいと思いました。
　歯と口の健康週間では初めての事ばかりで戸
惑うこともありました。それまでは高齢者の方
と話す機会も少なくコミュニケーションのとり
方も分かりませんでしたが、好きなことの話を
すると楽しそうにお話しをしてくれて私の知ら
ないことも沢山知っておられ気づけば私も笑顔
になっていました。指導したことを素直に受け
入れてくれたり、感謝されることでとてもやり
がいを感じることができました。今回の実習は
自分の身になることばかりでとても良い経験に
なりました。今後はこの経験を活かし臨地実習
につなげていきたいです。
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　　6　月　4　日の歯と口の健康週間で、私は川西市
で行われたイベントに参加させていただきまし
た。今回のイベントは、　2　週間ある小集団指導
の　3　日目だったので、乳幼児から高齢者までの
幅広い年齢層の方とどのようにコミュニケー
ションをとればよいのか自信がなく、うまく指
導ができるか不安でいっぱいでした。
　イベントが始まる前に、私たちは全員で分担
して各コーナーの準備を行い、イベントの流れ
について説明を受けました。私は歯磨きコー
ナーで歯垢染色とブラッシング指導の担当だっ
たので、できるだけ自信を持って指導ができる
ように授業で習ったブラッシング方法を復習し
ました。
　イベントの開始時間になるとたくさんの方々
が来られました。私が最初に担当したのは、大
人の方でした。普段のブラッシング時に補助的
清掃用具を使用していないということだったの
でデンタルフロスを指導することになりまし
た。自分ではデンタルフロスの使用方法がわ
かっていても、実際に説明するとなると、なか
なか上手く説明できず、相手に分かるように伝
えることの難しさを改めて実感しました。
　また、歯垢染色を行う際には、事前に染色剤
を塗布することとその目的を説明して同意を得
ることが必要ですが、はじめは戸惑うばかり
で、自ら行動することができず、教員の先生方
にサポートしていただきました。しかし、何名
か担当させていただくうちに積極的に声掛けを
行い、スムーズに対応できるようになりました｡
　今回、担当させていただいた歯磨きコーナー
で、印象的だったことがあります。それは、ま
だ　1　度も自分で歯磨きをしたことがない子供に

歯と口の健康週間を終えて（イベント）
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対してブラッシング指導を行ったことです。ま
ず歯ブラシの持ち方を指導し、その後、鏡を見
てもらいながら、歯ブラシの当て方や磨き方を
一緒に何回も練習しました。そして上手に磨け
るようになった時の子供の笑顔とその時の自分
自身の達成感にすごくやりがいを感じました。
指導の中では、子供や保護者から質問された時
にうまく答えることができず、的確に返答がで
きるようにもっと専門的な知識を増やし、相手
が理解できるように伝えなければいけないとも
思いました。
　今回のイベントでは、学内では体験できない
たくさんの事を学び、成長することができたと
思います。特に、自ら積極的に行動すること
や、コミュニケーションの取り方、対応は個人
によってさまざまで、そのためには多くの知識
と伝え方の工夫が必要だと感じました。今の私
にはまだまだ不足し、修得していかなければい
けない知識や技術が明確になったので、　3　年生
の本実習では自信を持って、患者様やスタッフ
の方々とコミュニケーションをとり、臨機応変
に対応できるように今後の講義や実習をより一
層、真剣に取り組みたいと思います。そして、
今回感じることが
できた子供の笑顔
とやりがいを胸に
刻み、将来は誰か
らも信頼されるよ
うな歯科衛生士を
目指したいと思い
ます。
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　私たち46回生は、平成28年11月15日から東京
へ　1　泊　2　日の研修旅行へ行きました。　3　年間の
学生生活の中で楽しみにしていたイベントのひ
とつでした。
　私は研修旅行委員として研修旅行に参加し
たのですが、レクリエーションの企画など予
想以上に準備が大変でした。46回生全員が最高
の思い出になるよう、研修旅行委員全員で休み
時間や放課後を使い、レクリエーションの内容
や景品などを考えました。また旅行のしおりの
作成や景品の買い出しなどは、役割分担をして
スムーズに準備をすすめていくことができまし
た。
　研修旅行　1　日目は、まず株式会社ジーシー
本社へ行きました。本社での研修は、セメン
ト練和実習も盛り込まれたセミナーを受講しま
した。実習では練和のポイントなども教えてい
ただき、実際に様々な種類のセメントを練るこ
とで、違いを体感しとても勉強になりました。
また館内見学では、最新のチェアーや歯科材
料、歯科器具などを見せていただきました。研
修は、白金台の八芳園にて夕食をいただきまし
た。ここでは和食のテーブルマナーを教わり、
正しくご飯を食べることについて学びました。
今後、女性として、社会人として大変役立つマ
ナーを身につけることができました。続いて
劇団四季のリトルマーメイドを観劇しに行
きました。ディズニーの劇は初めて観るの
で、どのようにディズニーの世界観を描く
のかとても楽しみでした。主役の人達の演
技はもちろん、その他のキャストの方たち
も素晴らしい演技で時間を忘れるほど熱中
して見ていました。衣装の色使いも鮮やか
で動き　1　つ　1　つも、繊細でした。劇団四季
といえば迫力ある歌で、その歌声や表情か
らシーンごとに感情が伝わってきました。
劇団四季が繰り広げるディズニーの世界観
に魅せられました。
　帰りのバスの車内で研修旅行委員のメン

研修旅行を終えて
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バーで企画したビンゴゲームを行いました。時
間も遅かったので楽しんでもらえるか心配でし
たが皆が盛り上げてくれたので、楽しく行うこ
とができました。景品も喜んでもらえる物とし
て、ホテルで使ってもらえて荷物にならないよ
うに配慮しスキンケアなどを用意しました。予
想以上に好評でとても嬉しかったです。宿泊
先のヒルトン東京ベイホテルの部屋は、ディズ
ニーの模様が描かれた可愛い部屋にテンション
があがり、興奮が冷めないまま　1　日目が終わり
ました。
　　2　日目は、ディズニーシーで思いきり遊び
ました。私たちの班は朝　5　時起きで準備し、
誰よりも早く教員からパークチケットを受け取
りディズニーシーに入ったと思います。友達同
士でおそろいの服を着たり、全身ディズニーの
コーディネートをしている子たちもいてとても
可愛かったです。半日でしたが、本当に楽しく
て充実した時間でした。友達との仲がより一層
深くなったと思います。今回の研修旅行がとて
も充実した　2　日間になったのは、引率してくだ
さった先生方をはじめ、46回生全員がひとつに
なり、協合し合えたからだと思います。こんな
に素敵な仲間と出会え、同じ夢に向かって頑張
れることは幸せなことだと思います。最高の思
い出ができました。
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　　1　年生指導を行って学んだことは、コミュニ
ケーションをとる重要性と信頼を得る大切さで
す。この実習では初対面の相手に施術や指導を
行うため、コミュニケーションをとり信頼関係
を　0　から築いていかなければなりません。信頼
関係を築いていくためには技術や知識はもちろ
んのこと、患者の緊張感を和らげ、不安感を軽
減させることも重要でした。
　まず初めに医療面接を行いました。問診票に
目を通して開かれた質問をしていたのですが、
患者が非常に緊張していたため、少しでも多く
の患者情報を得て適切な施術や指導を行える様
に、常に笑顔で接し答えやすい環境作りを行い
ながら情報収集を進めました。さらに、患者は
何をされるのかがわからない状況のため不安も
あると思い、今からどの様な施術を行ってその
施術を行うことで何がわかるのか、メリットや
デメリットなどの術前説明もしっかり行いまし
た。専門用語で説明をし不安を増大させないよ
うに、患者にもわかりやすいように言葉を選ん
で説明することを心がけました。すると最初は
強張っていた表情に笑顔が増え、柔らかくなっ
ていきました。そして歯に関することだけで
なく、日常生活の中での質問をしてくれること
もあり、患者の生活背景を知ることもできまし
た。
　実際に施術をする時には今から何を行うか
をしっかり説明を行いました。特にプロービ
ングとスケーリングは痛みを伴う可能性がある
ため、詳しく説明を行いました。例えばプロー
ビングであれば歯肉の中に器具を挿入して測定
するため、多少痛みはあるかもしれないが、そ
れは歯肉を傷つけているからではないというこ

　1　年生指導を行って
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となどを説明しました。それに加えて施術中に
はバキューム時の声かけや、プロービングやス
ケーリング時に痛みを感じた時は手を挙げて教
えて欲しいということなどを伝えながら慎重に
施術を進めました。また術者は施術に集中して
いるため、声かけを細めにできない場合もあり
ます。その時に、補助者がどの様な声かけを行
うかで信頼を得られるか、得られないかの差は
大きいのではないかとも思いました。
　施術後は今日はどの様な施術を行ったか、痛
いところや違和感があるところがないかなどの
確認と術後説明を行い、合わせて施術時に気が
ついた点を伝えてこの患者に合った TBI を行
いました。TBI を行う際には患者自身が鏡を
見ながら自分の歯を磨いてもらい、私は顎模型
と歯ブラシを用いるなど患者が理解しやすいよ
うな工夫をしました。すると患者は話を真剣に
聞いてくれて、これから実践してみると言って
くれました。
　今回の実習では患者とコミュニケーションを
とり、信頼を得ることで歯に関することだけで
はなく、生活背景なども情報収集でき医療事故
を防ぐきっかけになり、より安心で安全な医療
を提供できるということも学ぶことができまし
た。
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　私たちは口腔ケアの実習を通して、口腔ケア
を行うことにより誤嚥性肺炎や様々な病気の予
防につながることを学びました。
　実習では高齢者の口腔内を再現した歯科顎模
型と、口腔内以外の周辺器官を再現したマネキ
ンの“マナボット”を使い、口腔ケアを行いま
した。口腔内は上顎にパーシャルデンチャーが
装着されており動揺歯や咬耗、分岐部病変、残
根歯など、模型ではありますが初めて触れるこ
とができました。また粘膜面にはより難しいテ
クニックを身につけるために喀痰を見立てて粘
りのあるものが塗られていました。普段私たち
は全ての歯がそろっている顎模型を取り扱い相
互実習では学生間の健康な口腔内で行うため、
リアルに再現された口腔内にはとても驚きまし
たが、勉強になりました。実習の手順は、口腔
内観察をしっかり行い、パーシャルデンチャー
をはずします。そして、歯ブラシでブラッシン
グをし、粘膜面を清掃します。口蓋、頬粘膜、
口腔前庭、舌はやわらかい歯ブラシ以外にスポ
ンジブラシや、くるりーなブラシを使用して、
それぞれの使用感を確認しました。実際に口
腔ケアを行うことにより、どんなことに気をつ
けるべきか、理解することができました。たと
えば、動揺歯には指を添え力加減を考えながら
ブラッシングをするなど、口腔内に応じた配慮
が大切だと感じました。また、補助的清掃用具
も活用し、ブリッジのポンティック底部にスー
パーフロスを、歯間部や根分岐部には歯間ブラ
シを通しました。補助的清掃用具を使用するこ
とでスムーズに汚れを取り除くことができたの
で補助的清掃用具の併用、必要性を理解するこ
とができました。

口腔ケア実習を通して学んだこと
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　口腔ケアを行うことによって口腔内を清潔に
保つだけではなく、口腔機能の回復・維持、健
康促進の役割りを果たすことが理解できまし
た。また、噛むことによって脳が刺激され認知
症の予防、噛み合わせのバランスが平衡感覚に
影響を及ぼし骨折が原因で寝たきりを予防する
ことができます。口腔ケアを行うことで QOL 
の向上に期待されることを学びました。
　私は口腔ケア実習で学んだことを　3　年生の臨
床実習でいかすことができました。　6　月に臨床
実習でお世話になった佐藤歯科医院では、高齢
者施設での訪問口腔ケアで　3　人の患者さんを　
1　ヶ月間担当させていただきました。口腔ケア
実習で学んだことを整理し、また院長先生や歯
科衛生士さんに教えていただきながらスムーズ
に口腔ケアを行うことができました。　1　ヶ月間
同じ患者さんの口腔ケアをさせていただくこと
により、口腔内の変化を見ることができ、改め
て口腔ケアの重要性を実感しました。
　口腔ケアを行うことで患者さんから「ありが
とう」と笑顔で言っていただけたことが嬉しく
印象的でした。私は将来、口腔ケアの必要性を
伝え信頼される歯科衛生士になりたいです。
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　平成29年　5　月16日に、クリニカルトレーニン
グセレモニーを行った。　1　年生の時に初めて参
加し、　3　年生の先輩方がナイチンゲール像から
火をもらい分灯していく光景はとても幻想的で
あった。クリニカルトレーニングセレモニー
は　3　年生が　6　月から　5　ヶ月間続く臨床実習に向
けて気持ちを引き締め、心構えと宣誓する儀式
である。当時の私は、その意味を理解しておら
ず、ただ綺麗だなとしか感じていなかった。
　　2　年生になり、基礎科目、臨床科目、学内実
習を学び、歯科衛生士になるために必要な知
識、技術を学ぶにつれ、自分の知識、技術不足
を痛感した。　3　年生の先輩方がロウソクの火を
灯していく風景、代表の方が宣誓をしている姿
はとても誇らしいものだった。来年は私たち46
回生の番だ。臨床実習はどんな感じだろうと乗
り越えていけるのか不安になった。
　　3　年生になり、クリニカルトレーニングセレ
モニーの時期がやってきた。　6　月から始まる臨
床実習への不安な気持ちや、学内では学ぶこと
ができない臨床の場で、新しいことを学び吸収
できる環境にワクワクする気持ち、様々な気持
ちが混じりあい、高まっていた。クリニカルト
レーニングセレモニーの役を決める時、　1　年生
の時から見ている　3　年生の先輩方のかっこいい
姿に憧れ、私もそんな風になりたいと思い、宣
誓をする役に立候補した。
一、将来良き歯科衛生士になるために努力する

こと
一、歯科衛生士の業務に精励し医療担当者とし

ての誇りを育てること

クリニカルトレーニングセレモニーを終えて
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一、常に能力向上に励み持って公衆の健康増進
に寄与すること

　この　3　つの誓いを忘れずに、　6　月から始まる
臨床実習を精一杯、頑張ろうと思い宣誓した。
壇上の上から見た、会場一面に広がるロウソク
の灯はとても幻想的で、素晴らしいものだっ
た。
　現在、　2　クール目の臨床実習を終えた。学
内とは違い、臨床の場では患者さんと接する
ため、自分のとる行動に対し　1　つ　1　つ意味を考
えて行動しなくてはならない。各医院ごとに決
まったルールや、一般歯科と病院歯科では求め
られていることが全然違った。最初は環境に慣
れるのが難しく戸惑うこともあったが、ふとし
た時に何かが見えてくる。未熟さから、大変だ
と思うこともあったが、早く歯科衛生士として
働きたいと思う気持ちも高まった。毎日の実習
が、勉強で貴重な時間である。残りの実習も勉
強し、たくさんのことを吸収していき、臨床実
習で学んだことを忘れず、国家試験につなげて
いきたい。
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　私は　3　月に姫路市歯科医師会口腔保健セン
ターで実習をさせていただきました。そこで学
んだことは、障害の症状による口腔内の特徴、
歯科診療での留意点、情報共有の大切さについ
てです。
　　1　日の流れは、朝、実習先に着いて着替えを
終えると、歯科衛生士の方からお話があり、口
腔保健センターで行われている業務についての
説明がありました。次にカルテチェックを行い
ました。カルテには初診時から治療内容、歯
科治療の時の様子、患者の性格など細かく記
載されていました。カルテを見ることで、患者
のことが細かく分かるようになっていたので、
この患者にはどういったところを気をつけたら
良いのかが、一目でわかりました。次に施設内
の器具や器材の説明をしていただきました。そ
こで一般歯科と違う点があり、その　1　点がチェ
アーのライトのアームが長いことです。車椅子
を乗られている方や緊急でタンカで運ばれた方
はチェアーに移れない場合があるので、その場
でライトを大きく動かして治療ができるためと
いう工夫がされていました。次に一般歯科と違
う点はライトが　2　つあることです。障害者の方
は歯科治療中に動いてしまうことがあるので、　
2　つの角度からライトを当てることで術野を多
く確保できるということです。全てに理由があ
り、患者さんにとって負担にならないような工
夫が多くされていました。
　午後からは診療が始まり、静脈内麻酔を行う
患者さんがいらっしゃったので、見学させてい
ただきました。患者さんは、最初から緊張され
ていて、歯科治療を嫌がる方でしたが、歯科衛

臨床実習で学んだこと（歯科センター）
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生士の方の声掛けや雰囲気で、チェアーに自ら
座り安心した様子でした。センター内の雰囲気
がとても明るく、皆さん笑顔でスタッフの方々
同士や患者さんと話されていたから、患者さん
もすぐに安心できるのであろうと思いました。
　治療の際に、バキューム、排唾管、外科用バ
キュームの　3　つを使用されていて、誤嚥や誤飲
を防ぐために、補助者がそれらを使い分けなが
ら行っていました。また、麻酔下にある患者さ
んへの声掛けも行っていて、多くのことを同時
に行い患者配慮も忘れないといったことは大切
だと感じました。また、診療補助中にはスタッ
フ間でコミュニケーションを多く取られてい
て、スムーズな治療がみられました。
　センターでの実習は　1　日という短い間でした
が、とても貴重な実習をさせていただきまし
た。最初は一般歯科との違いに驚き、どのよう
に動いたらいいのかわからなくなってしまうこ
とばかりでしたが、歯科衛生士の方の動きや声
掛けを聞いたり、教えてくださることを聞いて
いると、理解できるところがあったので、もっ
と理解したい、学びたい、という意欲が高まっ
てきました。また、座学と臨床現場との違いを
考えさせられ、もっと臨床の場で行動できるた
めには、もっと障害別の症状や対応の知識を増
やしていかなければ患者さんに関わることは難
しいと感じました。したがって、教科書の内容
はもちろんのこと、教科書に書いていないこと
が臨床の現場では起こり得るので、歯科衛生士
の方の話を聞いたり、学会や講習に参加するこ
とがとても大切だと思いました。学んだことを
生かしていきたいと思います。
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　平成29年　3　月の　2　日間、垂水区で開業されて
いる矯正歯科で臨床実習をさせていただきまし
た。私は矯正の経験がありませんが講義で受け
る中で、歯列不正の歯牙であった口腔内で歯牙
が綺麗に並んでいく過程や様々な矯正器具につ
いて学んでいくうちに矯正歯科にとても興味を
持つようになり、矯正についてもっと学びたい
と思うようになりました。矯正歯科での臨床実
習は　2　日間という限られた短い実習時間ではあ
りましたが、矯正歯科での歯科衛生士の役割を
学ぶことができました。
　事前に学習して、実習に臨もうとしました
が、プライヤーは　1　つ　1　つの形態がよく似てい
る上、種類も多いため教本上だけでは分かりづ
らい部分もあり、不安な気持ちで初日を迎えま
した。始めは緊張もしていましたが、医院の雰
囲気がすごく良く、分からない事や疑問に思っ
た事を質問すると分かりやすく丁寧に教えて下
さって、最初の不安や緊張はすぐになくなりま
した。
　口腔内のアーチワイヤーを締めたり、結紮の
見学を主にさせていただきました。どの操作も
とてもスムーズに行われていて、すごいと思い
ました。歯科衛生士の方は治療の流れをしっか
り把握し、空いている時間には練習を行ったり
と、矯正歯科では日々の努力が技術向上に繋が
ることがよく分かりました。ワイヤーを締めた
り結紮をしているときは患者さんはずっと口を
開けたままでいることになるので、スムーズに
行わないと患者さんにかかる負担が大きくなっ
てしまうため、正確かつスピーディーに行うこ
とが患者配慮に繋がっていると思いました。
　矯正歯科は、一般歯科での治療よりも治療

臨床実習で学んだこと（矯正）
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期間が長いため患者さんとの関わり方も一般
歯科と少し違っていました。患者さんと話して
いる様子から信頼関係が深く築かれていること
が感じられました。そのことを先生にお聞きす
ると、信頼関係を築くためにも患者さんとのコ
ミュニケーションを大切にしているという風に
言われていました。また、患者さんひとりひと
りの性格に合わせてコミュニケーションの方法
を変えたり、その患者さんに合った対応をされ
ていると聞き、技術面以外にも細かい部分まで
配慮されていて、すごいと思いました。
　空いた時間には先生がご講義をして下さっ
て、矯正に対する知識や関心が向上しました。
症例を見せていただき、矯正前と矯正後の写真
をたくさん見ました。矯正前の歯列不正が矯正
後には綺麗な歯列になっていて、矯正のすごさ
を改めて感じ、自分も矯正してみたいと思いま
した。矯正をすると歯列だけでなく顔の印象が
変わったり、歯列不正がコンプレックスだった
患者さんの矯正後の表情が違っていたり、矯正
治療は患者さんにとって様々な影響を与えるも
のなんだと感じました。
　また、お昼休みには印象採得の相互練習もさ
せていただきました。印象採得も矯正治療の中
で歯科衛生士の行う大切な業務の　1　つなので、
しっかり技術を見につけておかないといけませ
ん。小児の患者さんも多く、嘔吐反射のある患
者さんもいらっしゃるので、一度で必ず印象採
得を行わないと患者さんの負担になってしまっ
たりモチベーションが下がってしまう原因にな
るので気をつけるよう指導していただきました｡
　今回の臨床実習で学んだことを忘れず、今後
の実習にも生かして行けるようにしたいです。
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　私は　7　月に18日間、芦屋市で開業されている
むらまつ歯科クリニックで臨床実習をさせてい
ただきました。
　むらまつ歯科クリニックは、歯科医師、歯科
衛生士の人数が多く、実習期間中は午前と午後
で歯周基本治療とう蝕治療に分かれて診療の補
助をさせていただきました。初めは緊張と不安
から施術の流れを把握することで頭がいっぱい
でしたが、慣れてきて全体を見渡せるように
なってからは、患者さんとのコミュニケーショ
ンと常に先の事を考えながら行動することの大
切さを学ぶことができました。
　歯科衛生士は担当制ということもあり、患者
さん　1　人　1　人の性格や特徴をより理解してお
り、コミュニケーションや指導方法を変えるこ
とで自らが患者さんに歩み寄り信頼関係を築い
ていくことが長期的なサポートをする上でとて
も大切であると感じました。
　歯科医師は、まずエックス線写真や口腔内写
真からどのようなリスクがあり、どのような治
療方針が患者さんにとって　1　番良いかを読み
取っており、患者さんの意思を尊重しながら寄
り添った診療を行うことの重要性を理解できま
した。
　また、診療の補助に付く際は治療の流れを把
握して歯科医師が次に何を求めているのかを考
えながら行動することで診療時間も短縮でき、
患者さんに不快感を与えることなくスムーズに
治療が行えるという事を学びました。
　歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、受付の方
の人数が多いため、それぞれ患者さんとのコ
ミュニケーション方法が少しずつ違い、様々な
寄り添い方を学ぶことができました。しかし、

臨床実習で学んだこと（開業医）

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
歯科衛生学科　第46回生

髙橋　佳世

患者さんを第一に考える姿勢は同じであり、い
つでも親身になって寄り添っている姿はとても
素敵で、信頼関係を築き上げられる歯科衛生士
になりたいと強く感じました。
　実習期間中は見学や診療の補助以外にも、歯
科医師や歯科衛生士からエックス線写真や口腔
内写真の読み取り方、矯正のことなどを教えて
いただいたり、相互実習の時間を設けていただ
き、スケーリングの仕方や印象採得の仕方を患
者さんに応じて変えていく必要があることなど
アドバイスをして下さいました。
　この　1　ヶ月間の実習はとても内容が濃く勉強
になりました。歯科医師や歯科衛生士の方々か
ら毎日沢山の事を教えていただき、吸収するこ
とができ、とても充実した毎日を送ることがで
きました。しかしそれと同時に、自分の知識不
足と技術不足に直面しましたが、優しく丁寧に
分かるまで教えて下さったり「自信をもって明
るく笑顔でいれば、今はできなかったり、分か
らなくても、そのうち必ずできるから大丈夫」
というたくさんの方々からの励ましの言葉はと
ても嬉しく、これを糧にもっと頑張ろうと思う
ことができました。
　今回、担当制の魅力とコミュニケーションを
通じて信頼関係を築くことの大切さを側で見学
させていただき強く感じることができたので、
私も患者さんとのコミュニケーションを大切に
し相手に寄り添い安心して任せてもらえる歯科
衛生士になれるように努力したいと思います。
そのために、常に向上心を持ち、知識と技術を
身につけ、たくさんの患者さんと触れ合い、
様々な指導方法を学んでいくことが大切だと感
じました。
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　　7　月の18日間、私は兵庫医科大学病院の歯科
口腔外科で実習をさせていただきました。実習
が始まる前から、病院実習は大変だということ
を聞いていたので、始まるまでは不安な気持ち
でいっぱいでした。いざ実習が始まってから
も、自分の知識・技術不足などで、うまくいか
ないことや思うようにできないことでの悔しい
気持ちと葛藤する日々でした。そんな日々の中
で気付かされたのは、やはり一緒に頑張ってい
る同じメンバーの存在の大切さでした。　1　日を
終え、反省したり、確認したり、また　1　日の始
まりにみんなで励まし合って、この　1　ヶ月を乗
り越えることができたと思います。
　実習では、病院実習でしかできないことをた
くさん経験することができました。その中でも
特に印象に残っていることは、埋伏歯抜歯の補
助につかせていただいたことと、オペの見学を
させていただいたことです。埋伏歯抜歯の補助
では、扁平鈍鈎での口角排除、外科用バキュー
ムを用いての唾液・血液の吸引、そしてライ
ティングを主に補助をさせていただきました。
実際に間近で、粘膜切開から縫合まで見ること
ができ、とても貴重な経験をさせていただきま
した。オペの見学では、ルフォーⅠ型骨切り
術、下顎枝垂直骨切り術、頸部郭清のオペ見学
をさせていただきました。オペ室は、まさにド
ラマなどで見るような感じでとても興味深かっ
たです。入室してわかったことは、音楽がか
かっていたことです。このように実際のオペ室
に入室し、オペを見学することは、最初で最後
かもしれませんが、貴重な体験をすることがで
き、また勉強にも繋がることができ、良かった
です。

臨床実習で学んだこと（病院・口腔外科）

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
歯科衛生学科　第46回生

岡﨑　恵美

　病院と一般歯科で大きく違うと感じた点は、
患者さんの服装です。入院されている患者さん
などはパジャマで受診されていたり、また点滴
をつないだまま受診されている患者さんも多く
みられ、病院だから見られる光景だと感じまし
た。また、歯科医師の数の多さ、そして男性歯
科医師より女性歯科医師の方が多いということ
にも驚きました。そして、これらの歯科医師、
歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、看護師、
看護助手がおられ、これだけの職種が集まって
いてこそ、口腔外科は成り立っているんだとい
うことがわかりました。
　そして、実習中にとても貴重な経験をさせて
いただいたことがあります。それは、舌がんで
手術をされた患者さんに直接お話を聞く機会を
いただけたことです。舌がんの後遺症には、構
音障害で言葉の発音が正しくできなかったり、
嚥下障害で物を食べる動作に支障がでたり、味
覚障害で味がわからなくなるなどといった後遺
症が生じるといったことを患者さんのお話を通
して学び、また改めて舌の大切さというものを
考えることができました。
　この18日間の実習の中では多くの先生や歯科
衛生士の方々のご指導で、たくさんのことを経
験し、学ぶことができ、本当に　1　日　1　日が濃い
実習期間を過ごすことができたと思います。し
かし、自分がまだまだ知識不足であるというこ
ともわかりました。この実習を通して、学んだ
ことを今後に繋げていき、成長できるよう頑張
りたいと思います。
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　私は、歯科衛生士になりたいと強く思い兵庫
歯科学院専門学校に入学しました。今、夢がか
ない毎日、楽しく仕事しています。
　高校生までは正直いって勉強をきちんとして
きたわけではなかったです。学院に入学してか
らの勉強はとても辛く、自分が思っている以上
に忙しくて提出物や実習後のレポートに追わ
れ、またアルバイトと勉強とが両立できていな
い状態が長く続きました。
　単位修得試験でも思わしくない結果が続き、　
3　年生に進級できるのか不安になる時もありま
した。先生方のサポートもあり、無事に進級で
きたのですが、臨床実習が始まり質問されたこ
とに対して答えることができなくて勉強不足だ
と痛感しました。
　臨床実習中から模擬試験がありましたが、国
家試験に向けての勉強をしていなかったので、
110点前後しかとれませんでした。臨床実習が
終わった12月になると国家試験まであと　3　ヶ月
しかないという危機的状況に追い込まれ、　3　年
間で学んだことを全部頭に入れることができ
るのか不安でいっぱいでした。私は臨床実習中
に病気が発覚して、長時間同じ姿勢で勉強する
ことがとても厳しかったので、先生にどうした
ら効率よく勉強できるのか、過去の先輩方はど
んな勉強方法で合格しているのか相談に行って
いました。家ではなかなか集中して勉強できな
かったので、学校がある日には最後まで残って
いました。分からないところは、放置せずに先
生や友達に聞いたり、解説を読んでなるべく　1　
度で覚えられるように意識しました。電車の中
では、国家試験の対策アプリで過去問題を解い
て、問題に慣れるよう覚えるくらいまで毎日繰

国家試験合格記

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
歯科衛生学科　第45回生

北本　采佳

り返し行っていました。
　　2　月にはやっと合格点である132点を越す点
数がとれるようになり、少しずつ不安が自信に
変わりました。しかし、国家試験当日、どんな
ことが起こるのか分からないので、もっと自信
が持てるように、これまで受けてきた模擬試験
の難易度が高いものを中心に問題を解いては、
分からないところや苦手なところの分析を行っ
ていました。
　いよいよ国家試験前日となり45回生全員が大
阪のホテルで宿泊し、翌日の国家試験に備えて
友達同士で問題を出し合ったり、最後の見直し
を行いました。朝はとても早い出発だったので
11時までには寝て睡眠をしっかりとりました。
国家試験当日は、今までにない緊張感で頭が
真っ白になりそうでした。自分の受験番号を確
認して着席し、自分の苦手なところの見直しを
行っているとすぐに試験の始まる時間になって
いました。受験番号の間違いで不合格は絶対で
きないので何回も見直しました。問題を何回も
読み理解してから解答していきました。午後が
終わった頃には、緊張からきた疲労がすごかっ
たことを覚えています。国家試験が終わった直
後は、合格点はとれているのか不安でいっぱい
でしたが、自己採点で合格点を越していたので
とても嬉しかったです。
　国家試験の勉強はとても大変でしたが、先生
方がサポートして下さったり、相談にのってい
ただいたり、分からない問題を一緒に考えて下
さったおかげもあり合格できたのだと思いま
す。本当に感謝しています。
　また、一緒に勉強をしてくれた友達は、自分
が気づかなかったことに気づかせてくれて、分

＜国家試験合格記＞
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からないことを一緒に解決するために考えた
り、励ましあって頑張っていたので、友達の存
在がないととても辛かったと思います。
　体調面でも支えてくれた家族にもとても感謝
しています。

　国家試験を控えている後輩の皆さんは不安に
思うことがたくさんあると思います。講義で習
うこと臨床実習で学ぶことすべて国家試験で生
きてくると思うので、大変だとは思いますが、
周りにいる先生方や友達を頼って頑張って下さ
い。
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＜活躍中の卒業生＞

　私は今年の　3　月に45回生として兵庫歯科学院
専門学校を卒業し、稲美町にある宮本歯科医院
に就職しました。
　就職活動を始めた当初、私は特にこれといっ
てこだわりはなくのんびり歯科衛生士として働
いていきたいと考えていました。学校に寄せら
れる求人はたくさんあり、その中でどの医院が
自分に合うのか漠然としたイメージでしか働き
たい場所を考えられていなかった私はなかなか
見学に行くこともできず就職先についてすごく
悩みました。
　そこで学校の先生に相談し、自分が歯科衛生
士業務の中で特にしたいことは何か。何を優先
に求めたいと思うかなど小さな所から突き詰め
ていき、大きくぼんやりとしていた私のなりた
い歯科衛生士像を確かなものにしていきまし
た。
　考えれば考えるほど悩むところもありました
が、私が一番にやりたいと思ったのは病気を発
症してから治療することよりも、病気にならな
いように歯科衛生士として患者様の口腔内の健
康を守っていきたいということでした。もちろ
ん歯周治療にも興味はあり、私の手で歯周病患
者様を治したいという気持ちもあったので予防
や歯周治療に力を入れている医院に注目して探
していたところ、求人票で宮本歯科医院を見つ
けました。宮本歯科医院はドクターが　5　人、歯
科衛生士が10人以上勤務しておられる比較的大
きな医院です。
　医院には予防室と呼ばれる予防中心の業務が
できるチェアが数台設けられた場所もあり、私
のやりたいと思っていた予防歯科に力が入れら
れていたり、SRP などの歯周治療もしっかり

歯科衛生士として働き始めて

と行っていること、セミナーや医院内の勉強
会などで技術や知識の向上を図れることが私の
求めていることと一致し、また大きな医院で働
くことには不安もありましたが、人数が多い分
しっかりと時間を割いて指導をしていただける
環境であることも大きな魅力だと感じ、宮本歯
科医院に就職することを決めました。
　就職してからはマニュアルに沿った指導の
下、丁寧で的確な指導をしていただいており
ます。先輩方の姿を見ていて技術はもちろんの
こと、患者様に対するコミュニケーションの取
り方や指導の仕方、モチベーションの上げ方ま
で素晴らしく、毎日感銘を受けることばかりで
す。
　勤務するまでは技術の向上ばかりを考えてい
た私ですが、そんな先輩方の姿を見て患者様と
の信頼関係を築ける衛生士になりたいと思うよ
うになりました。
　実際に患者様を相手にすると決まった会話な
どは一つもなく、様々な質問や疑問が返ってき
ます。私の知識はまだまだ浅く、掘り下げて聞
かれると答えられないこともたくさんあり、学
生時代にもっとしっかり勉強し知識をつけてお
くべきだったと後悔しています。学生の頃は何
故こんなことまで勉強しなければいけないのか
と思っていたことが全て歯科への知識とつなが
り、それが患者様への指導や施術の元となるだ
けでなく自分自身の進歩へもつながっているの
だと今更ながらに実感しました。
　学生のみなさんも今は何故こんな勉強まで
しなければいけないのかと思っているかもし
れません。しかし今、知識をたくさん蓄えてお
けばこれから先実際に働き始めた時の糧となり

宮本歯科医院

岩﨑　由季
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ます。勉強は国家試験のためのものだけではあ
りません。歯科衛生士になれたからといって勉
強をやめて良いわけでもありません。私も今、
日々勉強し本当に少しずつかもしれませんが成
長しています。これから先、働き続けて知識や
経験を積んだ後も慢心することなく、いつでも
向上心をもって勉強を続けていきたいと私は
思っています。

　そうできる環境が宮本歯科医院にはあるの
で、この医院に就職できて本当によかったと感
じています。
　大変なこともたくさんありますが、就職活動
時に思い描いた歯科衛生士像、尊敬できる先輩
方に少しでも近づけるようにこれからも精進し
ていきたいと思います。
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＜活躍中の卒業生＞

・なぜ歯科衛生士か
　私がなぜ歯科衛生士を志したのかというと、
歯科医院で働いていた事のある母から歯科衛生
士の仕事を勧められたのがきっかけです。ちょ
うどその頃に歯科衛生士の職業体験の募集を見
つけ実際に行きました。歯科衛生士として働い
ている方のお話を聞いたり、歯科衛生士の仕事
を間近で見て、やりがいや魅力を感じ女性とし
て生きていく中で、歯科衛生士の資格を持つ
ということは超高齢化社会に突入した今後の世
の中で活躍できるのではないかと考えたからで
す。
　兵庫歯科学院専門学校に入学後はひとつひと
つの授業を大切にして様々な先生方から沢山の
事を学びました。中でも　2　年生のテストが沢山
ある期間は、ひとつでもテストを落とすと再テ
ストになりまたテストを増やしてしまう。そう
感じ絶対に一発合格すると心に決めテストに挑
んでいました。毎日図書室や図書館にこもり勉
強していました。辛いと感じる事もありました
が、今となってはその期間があったからこそ、
無事国家試験も合格し、今の私があるのだと思
います。なので、あの時頑張って本当によかっ
たと今でも思います。また、それを支えてく
れた友達や家族のみんなに本当に感謝していま
す。

・歯科留学
　学校にあった張り紙で歯科留学というのを目
にし、私は海外や旅行が大好きでいつか留学し
てみたいと思っていたので絶好のチャンスだと
思い行く事にしました。
　10日間アメリカのロサンゼルスにてインター

歯科衛生士として

一般財団法人サンスター財団千里歯科診療所

今藤　若葉

ナショナルスクールに通いながら UCLA など
の大学の歯学部の見学、歯学部生の無料診療所
の見学などをするというプランでした。
　その留学では同じプランに参加する看護師や
歯科医師、歯科衛生士の学生の方も一緒に行っ
たので、年齢、地域、職種が異なる方と出会う
事ができました。みなさんそれぞれに大きなビ
ジョンがある方ばかりでとても刺激を受けまし
た。そこで出会った人とは今でも交流があり会
う度に刺激をもらえます。
　そして、アメリカでは最先端の施設での歯科
医療や歯科の研究、歯科医師養成所を目の当た
りにしました。練習用のチェアーは卒業生から
の寄付であったり、研究施設には日本人を含め
アジア系の方も多かったのに驚きました。 
　また、無料歯科診療所では、学生の練習用に
生活保護の方を対象に無料で医療を提供してい
ました。無料なので簡易なものかと思っていま
したが、とても設備が整っておりびっくりしま
した。
　日本は国民皆保険制度があるので医療が安く
受けられる為何か病気になってもすぐに病院に
行けばいいという考えの方が多く、特に国民の
歯科の知識レベルは非常に低い。先進国なのに
口腔内環境が悪すぎる。口が臭いなどという意
見を聞きました。日本にいては確実に知り得る
事の無い内容ばかりでした。
　そして、海外のデンタル IQ についてとても
興味を持ち、帰国後いくつかの書物を読みまし
た。
　そこで私は歯科衛生士として日本国民もこれ
からは予防を重視した考え方が必要なのではな
いかと考えました。



－58－

　そこで、歯科衛生士の　3　大業務の内の　2　つで
ある予防処置と保健指導の大切さを感じまし
た。
　その頃より、この考えを　1　人でも多くの方に
伝え、日本全体の口腔内環境が良くなる様にな
にかしたいと考えました。

・企業への就職
　元々新卒の就職時は新卒しか採用の無いとこ
ろに行きたいと考えていて、企業を志していま
した。しかし、この海外留学を期に企業に就職
する事でより広く多くの方に歯科の知識や重要
性を伝えられるのではないかと考え企業に就職
したいと強く思いました。
　企業の募集はその年になってみないと分から
ないので募集が来るまでドキドキでした。しか
し、運良くサンスター財団からの募集がありま
した。
　すぐに見学に行き、素晴らしい企業だと感じ
応募し採用されました。
　採用は歯科診療所か予防事業部という産業健
診や保健指導をメインで行う部署かでした。配
属は研修後に決まるとの事でした。私は予防歯
科の普及を行ないたかったので予防事業部を希
望しました。研修後希望通りの予防事業部に配
属が決まりました。配属後すぐに企業商談会で
の商品プロモーションや名古屋での産業健診と
私の予想していたように日々多くの様々な方に
指導を行う事ができました。産業健診では職種
や働き方でライフスタイルが異なり口腔内環境
が違うという事を知りました。その為その方の
バックグランドまで見て指導を行わなければな
らないと学びました。
　しかし　2　年が経ち、臨床経験が全くなかった
私は、治療の質問や治療中の方が健診へこられ
ても憶測で返答していました。これではダメだ
し、セミナーをしても説得力が無いと感じ、臨
床の知識や業務は必要不可欠だと思いました。
　ちょうどその頃に会社より千里歯科診療所へ
の異動の話しがきました。

・診療所での働き
　診療所に配属されてからは、毎日が新しい発
見と教科書や授業で習った事を思い出す事の繰
り返しです。しかし、今は毎日患者さんに触れ
合え、予防事業部にはなかった　1　人の患者さん
を何度も経過を追いながら診ることができると
いうことに非常に魅力を感じています。
　私は今診療所では担当の患者さんは持たず
にドクターのアシストについて TBI や Sc、プ
ロービングなどの診療補助を行なっています。
　少し引いた目線と担当患者を持っていないと
いう立場からすると、どうしても診療所で Sc 
や SRP をメインで行なっている DH さんはそ
の日の枠内で少しでも綺麗にしようと口腔内ば
かりに目がいっている様に感じます。
　そうでは無くセルフケアとプロフェッショナ
ルケアの組み合わせが非常に大切です。セルフ
ケアのレベルを向上させてあげられるのは DH 
しかいません。プロフェッショナルケアは一時
的ですがセルフケアは一度習得すると継続され
ます。そこを考え、是非もっとセルフケアのレ
ベルを向上させてあげられる、行動変容の起こ
る保健指導を　1　人でも多くの方にしていきたい
と思います。
　その為にはまだまだ臨床の知識や技術が不足
しているので、先輩方にご指導いただきながら
日々精進しています。私は社歴は　3　年目ですが
診療所では　1　番下っ端です。しかし、後輩もみ
なとても優しく丁寧に教えて下さいます。私
は、自分がその気になればいつだって努力次第
でスキルアップをする事はできるのだと実感し
ました。
　私は常に自分のスキルアップの為に環境を整
える事や将来の為に今何をすべきかを考えてい
ます。みなさんも将来どうなりたいのか、その
為には何が必要なのかしっかり考えて今を過ご
してください。
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学 院 の 動 き

平成28年度
平成29年
　1　月

　5　～13日　一般入試（　1　次）願書受付
　9　日　神戸市北区歯科医師会会員家族

新年会（小村教務主任）
14日　宝塚市歯科医師会新年会

（浦出校長）
15日　灘区歯科医師会新年会

（小村教務主任）
17日　第10回学院運営協議会
22日　一般入試（　1　次）
23日　一般入試（　2　次）願書受付

（～2/2）
27日　一般入試（　1　次）合格発表
28日　川西市歯科医師会新年会

（浦出校長）
31日　第　7　回業者模擬試験（医歯薬）

　2　月
　7　日　教員会（卒業審議）
　8　日　第　8　回業者模擬試験（DHS）
10日　日本学生支援機構奨学業務連絡

協議会（藏行職員）
19日　一般入試（　2　次）
21日　第　2　回校内模擬試験
　〃　　第11回学院運営協議会
24日　一般入試（　2　次）合格発表

　3　月
　1　～29日　見学臨床実習

（センター：　2　年生）
　〃　　　見学臨床実習

（矯正：　2　年生）
　4　～　5　日　第26回歯科衛生士国家試験引率

（大阪：柚鳥教員、阪本教員）
　5　日　第26回歯科衛生士国家試験
11日　45回生卒業証書授与式

14日　教員会（進級審議）
21日　第12回学院運営協議会
28日　第26回歯科衛生士国家試験合格

発表
30日　第　7　回オープンキャンパス
31日　科目講師退任

（藤本哲也・吉川美弘・森　章
一・至田宗泰・棚倉善正・永田
好治）

平成29年度
平成29年
　4　月

　1　日　科目講師就任
（平野俊一朗・池尾　隆・明石
昌也・榊原晶子・井上俊治・稲
本雄之）

10日　48回生入学式
11～24日　プレ臨床実習（　2　年生）

25日　第　1　回学院運営協議会
26日　学生健康診断
27日　兵庫歯科学院専門学校創立50周

年学内記念式典・特別講演

　5　月
11日　臨床実習指導歯科衛生士打合せ

会
　〃　　科目・臨床実習連絡会
16日　クリニカルトレーニングセレモ

ニー
18日　全国歯科衛生士教育協議会平成

29年度臨時総会
21日　神戸まつり

（佐藤理事、西尾副校長、小村
教務主任、山下専任教員）

23日　新　1　年生合同レクリエーション
　〃　　第　2　回学院運営協議会
28日　兵庫歯科学院専門学校創立50周

年記念式典
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　6　月
　1　～16日　各地区「歯と口の健康週間行

事」小集団指導実習（　2　年生）
　1　～28日　第　1　期臨床実習本実習

（　3　年生）
　4　日　歯と口の健康週間行事見学参加

（　1　年生）
　〃　　第44回川西市「歯の健康フェ

ア」（川西市：浦出学院長、吉
川副学院長・学科長、永島教務
副主任、難波専任教員、山下専
任教員、山中専任教員）

　〃　　第10回歯の健康フェア
（東灘区：佐藤理事、阪本専任
教員）

　〃　　2017口腔保健のつどい
（明石市：勝谷副学院長、小村
教務主任、角田専任教員、肥塚
専任教員）

13日　第　3　回学院運営協議会
22日　平成29年度こうべ市歯科セン

ター歯科衛生士養成機関との連
絡会（長田区：小村教務主任）

23日　研修旅行（京都方面：　1　年生）
研修旅行引率（阪本専任教員、
難波専任教員、山下専任教員）

26日　第　1　回オープンキャンパス

　7　月
　3　～28日　第　2　期臨床実習本実習

（　3　年生）
　4　日　第　4　回学院運営協議会
22日　第　2　回オープンキャンパス
25日　第　5　回学院運営協議会

25～29日　平成29年度歯科衛生士専任教員
講習会Ⅱ（阪本専任教員）

28日　第27回近畿北陸地区歯科衛生士
教育協議会（大阪府：浦出学院
長、小村教務主任）

　8　月
　1　日　第　1　回業者模擬試験（DHS）
　2　日　兵庫県歯科衛生士養成機関専任

教員協議会（神戸市：小村教務
主任、永島教務副主任、前山専
任教員、角田専任教員、肥塚専
任教員、難波専任教員、山下専
任教員、山中専任教員、石井嘱
託職員）

　5　日　第　3　回オープンキャンパス
17日　平成29年度歯科衛生士の復職支

援会議（髙橋理事）
21日　第　4　回オープンキャンパス
22日　第　6　回学院運営協議会
27日　近畿北陸地区歯科医師会会立教

育施設担当者連絡協議会（京都
府：中尾副会長、髙橋理事、浦
出学院長、吉川副学院長・学科
長、小村教務主任）

28日　DHS 夏期講座
31日　第　2　回業者模擬試験（医研修）

　9　月
　1　～20日　AO 入試願書受付
　1　～28日　第　3　期臨床実習本実習

（　3　年生）
　3　日　第50回学院学会
11日　第　5　回オープンキャンパス
25日　第　7　回学院運営協議会

10月
　1　日　各地区「いい歯の日行事」公衆

衛生活動（　2　年生）（～11/27）
　〃　　AO 入試試験

　2　～27日　第　4　期臨床実習本実習
（　3　年生）

　3　～14日　推薦入試（　1　次）願書受付期間
　5　日　第58回のじぎく会

（高橋理事、浦出学院長）
　6　日　消防訓練
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　8　日　AO 入試合格発表
14日　淡路歯科保健協会研修会

（洲本市：小村教務主任）
23日　推薦入試（　1　次）
24日　第　8　回学院運営協議会
29日　推薦入試（　1　次）合格発表
　〃　　県民健口フォーラム（阪本専任

教員、難波専任教員）
31日　第　3　回業者模擬試験（医歯薬）

11月
　1　日　障害者施設実習（　3　年生）

（～12/　1　）
　〃　　高齢者施設実習（　3　年生）

（～12/　1　）
　5　日　いい歯の日健康フェア

（北区：角田専任教員）
　〃　　歯っぴーライフ2017（姫路市：

肥塚専任教員）
11日　神戸市長田区歯科医師会70周年

記念式典（浦出学院長）
14～15日　研修旅行（東京方面：　2　年生）

研修旅行引率（肥塚専任教員、
角田専任教員、石井専任教員）

14～24日　推薦入試（　2　次）願書受付
20日　第　6　回オープンキャンパス
25日　歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ

（大阪府：小村教務主任、永島
教務副主任）

27日　いい歯の日フェア（三田市：阪
本専任教員）

28日　第　9　回学院運営協議会

12月
　4　日　推薦入試（　2　次）
　6　日　第　4　回業者模擬試験（DHS）
10日　推薦入試（　2　次）合格発表
19日　第10回学院運営協議会
21日　第　5　回業者模擬試験（医歯薬）
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学院運営協議会記録

平成28年度
第10回学院運営協議会　平成29年　1　月17日（火)

午後　1　時30分
協議事項

　1　．防犯対策について
　2　．平成29年度予算について
　3　．校章について
　4　．校名看板等について
　5　．平成28年度卒業証書授与式について
　6　．通学路街灯増設の要望について
　7　．その他

第11回学院運営協議会　平成29年　2　月21日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．防犯対策について
　2　．校名看板等について
　3　．平成28年度卒業証書授与式について
　4　．防災対策について
　5　．平成28年度臨床実習講師の追加について
　6　．平成29年度科目講師について
　7　．48回生　1　年次研修旅行について
　8　．校名変更に伴う規程・学則等の一部変更

について
　9　．その他

第12回学院運営協議会　平成29年　3　月21日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．防犯対策について
　2　．平成29年度科目講師について
　3　．平成29年度臨床実習講師について
　4　．一般社団法人兵庫県歯科医師会兵庫歯科

学院専門学校規程の一部改正について
　5　．兵庫歯科学院専門学校学則の一部改正に

ついて
　6　．兵庫歯科学院専門学校学則細則の一部改

正について
　7　．一般社団法人兵庫県歯科医師会兵庫歯科

学院専門学校運営協議員給与基準の一部改
正について

　8　．一般社団法人兵庫県歯科医師会兵庫歯科
学院専門学校文書取扱基準の一部改正につ
いて

　9　．兵庫歯科学院専門学校学業奨励制度基準
の一部改正について

10．兵庫歯科学院専門学校懲罰委員会基準の
一部改正について

11．平成29年度入学式について
12．その他

平成29度
第　1　回学院運営協議会　平成29年　4　月25日（火)

午後　1　時30分
協議事項

　1　．防犯対策について
　2　．平成29年度施設実習について
　3　．47回生（　2　年次）研修旅行について 
　4　．50周年史について
　5　．創立50周年感謝状について
　6　．科目・臨床実習連絡会について
　7　．学業奨励について
　8　．創立50周年記念学内式典について
　9　．クリニカルトレーニングセレモニー
10．その他

第　2　回学院運営協議会　平成29年　5　月23日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．防犯対策について
　2　．創立50周年記念式典について
　3　．平成28年度学院会計収支計算書について
　4　．その他

第　3　回学院運営協議会　平成29年　6　月13日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．学校紹介 DVD の本編リニューアルにつ

いて
　2　．その他
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第　4　回学院運営協議会　平成29年　7　月　4　日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．運営協議会の進行について

①座長の順序について
②運営協議会議事録署名人の順序について

　2　．兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学
院運営協議会の機構について

　3　．平成29年度年間行事予定について
　4　．その他

第　5　回学院運営協議会　平成29年　7　月25日（火)
午後　3　時30分

協議事項
　1　．学校紹介 DVD の本編リニューアルにつ

いて
　2　．兵庫歯科学院雑誌の雑誌名変更について
　3　．兵庫歯科学院雑誌の投稿規定の一部改正

について
　4　．兵庫歯科衛生士学院誌謝礼等覚書の制定

について
　5　．水銀レス血圧計購入について
　6　．校歌について
　7　．その他

第　6　回学院運営協議会　平成28年　8　月22日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．学校紹介 DVD の本編リニューアル・校

歌について
　2　．近畿北陸地区歯科医師会会立教育施設担

当者連絡協議会について
　3　．平成30年度入試について
　4　．第50回学院学会について
　5　．アドミッションポリシーについて
　6　．その他

第　7　回学院運営協議会　平成29年　9　月26日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．学校紹介 DVD の本編リニューアル・校

歌について
　2　．アドミッションポリシーについて
　3　．兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学

院学則の一部改正について
　4　．防犯カメラについて
　5　．受験資格審査について
　6　．その他

第　8　回学院運営協議会　平成29年10月24日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．学校紹介 DVD の本編リニューアル・校

歌について
　2　．平成30年度学院建物設備について
　3　．平成31年度入学試験・オープンキャンパ

ス日程について
　4　．平成30年度行事予定について
　5　．その他

第　9　回学院運営協議会　平成29年11月28日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．学校紹介 DVD の本編リニューアルにつ

いて
　2　．校歌について
　3　．平成30年度学院建物設備について
　4　．平成30年度事業計画について
　5　．平成30年度予算について
　6　．平成30年度歯科材料取扱業者について
　7　．その他

第10回学院運営協議会　平成29年12月19日（火)
午後　3　時30分

協議事項
　1　．校歌について
　2　．平成30年度予算について
　3　．平成30年度歯科材料取扱業者について
　4　．その他
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兵庫県下郡市区歯科医師会

兵庫歯科衛生士学院の
皆さんの活躍を
期待しています

兵庫歯科衛生士学院の
皆さんの活躍を
期待しています
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番号 郡市区名 ホームページアドレス 会員数 医療機関数
1 東灘区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/higashinada/ 156 127
2 灘区歯科医師会 http://www.nadashi.net/ 109 91
3 中央区歯科医師会 http://www.chuoku8020.jp/ 193 150
4 兵庫区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/hyogo/ 74 60
5 長田区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/nagata/ 77 61
6 須磨区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/suma/ 83 69
7 垂水区歯科医師会 http://www.th-jp.com/ 113 94
8 北区歯科医師会 http://www.kitadental.jp/ 100 91
9 西区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/nishi/ 90 81
10 尼崎市歯科医師会 http://www.ada.or.jp/ 255 204
11 西宮市歯科医師会 http://www.ndajp.com/ 280 232
12 伊丹市歯科医師会 http://www.itamident.jp/ 109 91
13 川西市歯科医師会 http://www.kda8020.com/ 83 69
14 三田市歯科医師会 http://www.sanda-dental-association.org/ 45 41
15 宝塚市歯科医師会 http://www.tda8020.jp/ 132 111
16 芦屋市歯科医師会 http://www.ashiyadental.or.jp/ 75 57
17 明石市歯科医師会 http://www.ada135.or.jp/ 157 126
18 三木市歯科医師会 http://www.eonet.ne.jp/~mmda118/ 49 41
19 小野加東歯科医師会 44 37
20 西脇市・多可郡歯科医師会 http://nt-dent.ddo.jp/ 27 24
21 加西市歯科医師会 26 19
22 播磨歯科医師会 http://harimadent.jp/ 189 164
23 姫路市歯科医師会 http://www.himedent.org/wp/ 311 264
24 神崎郡歯科医師会 18 15
25 揖龍歯科医師会 http://www.h7.dion.ne.jp/~iryuu-da/ 48 43
26 宍粟市歯科医師会 18 14
27 相生 ･ 赤穂市郡歯科医師会 http://www.a3da.jp/ 45 41
28 佐用郡歯科医師会 10 7
29 篠山市歯科医師会 19 18
30 丹波市歯科医師会 http://tanbadental.com/ 37 31
31 南但歯科医師会 28 23
32 豊岡市歯科医師会 http://www.hda-toyooka.jp/ 34 30
33 美方郡歯科医師会 http://r.goope.jp/mikatagun8020 15 14
34 洲本市歯科医師会 29 25
35 淡路市歯科医師会 31 24
36 南あわじ市歯科医師会 29 27
合計 3138 2616

ぜひ一度ご覧下さい　兵庫県歯科医師会 ホームページ　https://www.hda.or.jp/
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あ と が き

　慣れ親しんだ、平成の元号も残り　1　年と数ヶ
月となる中、今年度、兵庫歯科衛生士学院は大
きな節目の50周年を迎えることができました。 
校名を兵庫県歯科医師会附属兵庫衛生士学院と
変更され、装いも新たに次への第一歩を踏み出
しました。今年度より学院に携わる事になり、
責任の重要さを痛感しているところです。
　さて、話は変わりますが、世界的に見て平成
29年はアメリカ新大統領のトランプ氏就任から
始まり、アメリカファーストを全面的に打ち出
した事により、北朝鮮問題をはじめとする国際
情勢が不透明化し、一触即発的な有事が起こり
うる状況にあります。一方、国内においても第　
4　次安倍内閣は一種の独裁的な政治になってい
る懸念があり、今後の舵取りが注目されるとこ
ろです。
　そんな中、いよいよ2018年問題に突入しま
す。伝統の上に胡坐をかいていては優秀な人材
の確保はなかなか困難を要することを痛感しま
した。

　人生100年を見据えた取り巻く環境、制度が
複雑化していく中、歯科界においてやるべきこ
とは、口腔疾患の重症化の予防と口腔機能低下
の対応に尽きると思います。と同時に歯科衛生
士の役割も多様化し重要視されます。それぞれ
の時代に対応できる歯科衛生士を世に送り出す
ための教育・育成が課題になります。その為に
皆様のより一層のご協力を仰がなければなりま
せん。そして、学生の皆様にとっては、学院誌
に投稿いただいた諸先輩方の貴重な体験談など
が将来の勉学の参考となり、今後の目指すべき
道標になると信じております。
　最後になりましたが、校名変更後最初の第41
巻の学院誌の発行に投稿いただきました執筆者
の皆様、そして編集に携わっていただきました
皆様にお礼申し上げます。　　（赤松　正広）

編集委員長　　赤松　正広
編 集 委 員　　西尾眞理子　　大矢　卓志

山下　由佳　　山中　美保
小西　志保

「黄色い薔薇」
　青空の下で、「黄色い薔薇」が遠くからでも存在感を示していました。
黄色は太陽や光のシンボルとも云われ、「明朗」・「喜び」・「希望」・「暖か
さ」・「幸福」等良いイメージを持っています。そして「黄色い薔薇」の花
言葉は「友情」「平和」「愛の告白」だそうです。本校の皆さんにピッタリ
だと思います。　　　　　　　　　　　　兵庫県歯科医師会　澤田　　隆

表紙写真説明

＊　　　　　＊　　　　　＊
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