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巻頭言

18歳人口減少
　　　　2018年問題に備える

学院長　浦出　雅裕

　近年、地球温暖化の影響なのか世界各地で異常気象や大規模な洪水、山火事などの災害が
頻発しています。わが国も例外ではなく、　6　月に発生した大阪北部地震以降、この夏は20号を
超える台風の発生と豪雨や土砂災害、35℃を越え40℃に達する酷暑など「これまでに経験した
ことのない」、「危険レベルの」といった言葉が連日聞かれました。熱中症で救急搬送される
件数も例年の数倍に達しました。　9　月には過去最大級の台風21号が関西を直撃し、北海道では
震度　7　の地震が発生し大きな被害をもたらしました。何か地球がおかしいという印象は誰も
が持つと思うのですが、この傾向は今後も続くのではないかと考えると不安になります。そ
のような過酷な状況の中、学院学生は座学に、臨床実習にと懸命に取り組んでいます。科目
講師、臨床実習講師はじめ関係各位には平素より学院の運営にご指導、ご支援を賜り厚く感
謝申し上げます。
　今年の歯科衛生士国家試験は　5　年ぶりに出題基準が改訂され、高齢者医療、地域包括ケア
システム、摂食機能障害への対応、医療安全などの範囲が増えたため難易度が心配されまし
たが、今春卒業の46回生87名はみごと全員が合格し、昨年の　4　名不合格という残念な結果を挽
回しました。年間　7　回開催されるオープンキャンパスもほぼ毎回満席と好調ですが、今年の
入試では受験生の数にやや陰りが見えるように感じられます。定員の80名をかろうじて確保
することができましたが、兵庫県下の　2　校で定員割れを起こしています。これが2018年問題
なのかなと改めて考えさせられる状況でした。全国歯科衛生士教育協議会（全衛協）が本年　4　
月に全国歯科衛生士養成校164校に対して行ったアンケート調査によれば、入学定員の著しい
増加と入学者数の減少により入学定員充足率は83.6％に低下、さらに入学者数が入学定員に満
たない養成校が59.9％に達したとのこと、平成24年まで好調であった近畿／北陸地区でも減少
傾向を示しています。志願者倍率は1.09倍とほぼ全入状態になっています。しかし、求人倍率
は21倍と調査を始めてから最も高く、需要の高さを示しています。18歳人口の減少は今後も継
続する予想で、学院のアピールや卒業生推薦枠などを設けるなどその対策を練っているとこ
ろです。いかにして優秀な受験生を多く集めることができるかは本校の存続にかかわる最重
要課題ですので引き続き検討していきたいと考えています。
　さて、今年の学院学会は第51回となり、卒業生発表では岡林ちさとさん（45回生）による
「ストレスフリー歯科に出会って～笑顔・自信・勇気～」と黒宮久美子さん（33回生）によ
る「済生会兵庫県病院の歯科衛生士の役割」の発表がありました。前者は静脈内鎮静などを
用いて外来でもストレスなく安全に治療ができることは歯科恐怖症などの患者さんに有効で
あること、後者は病院歯科で口腔外科疾患の治療に加えて周術期口腔機能管理を実践して
いるという、いずれも貴重な経験を含むものでした。また特別講演は、糖尿病内科医の西田　
亙氏による「歯科界が気付いていない歯科衛生士の貴き力～サッパリの向こうには何がある
のか？～」でした。歯周病と糖尿病の病態には密接な関連があることはよく知られています
が、歯周病治療の重要性を歯科医師以上に強く認識されていることに感心しました。また、
デンタル・インタビューでいかに効率よく医療情報を聴取し、患者さんとの信頼関係を構築
するかはたいへん参考になる内容でした。次回も学院学会を楽しみにしたいと思います。
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国民運動の新たな展開に向けて

（一社）兵庫県歯科医師会
会　長　澤田　　隆

　長年親しんできた「平成時代」は現在の天皇陛下の譲位によりこの　4　月末を以って終了
し、　5　月より新天皇による「新元号」で新しい時代が始まります。即ち、平成時代は30年間
の幕を閉じます。
　思えばこの平成元年から始まった「8020運動」も平成と共に歩み30年の歴史を持つことに
なります。
　この8020運動を振り返ってみますと、この運動は皆さんもご承知のように「80歳で20本の
歯を保つことを目標とした運動」で、1989年(平成元年)に当時の厚生省健康政策局に「成人歯
科保健対策検討委員会」が設置され、8020運動が目標の一つとされ、国民運動としてスター
としたものです。
　その後の8020達成度は、当初　8　％前後であったものが、1993年には10.9％、1999年には
15.3％、2005年には24.1％、2011年には38.3％、2016年には50.2％、最近では51.2％と順調に伸
び続け、2022年に向け、達成者60％が新たな歯科保健目標として設けられています。
　また、この間口腔の健康が全身の健康即ち、口腔の機能を維持向上させることにより、生
活習慣病、虚弱（フレイル・オーラルフレイル）、低栄養また認知症の予防に効果があると
する各方面からのエビデンスに基づく研究報告が多くなされ、メディアなどにも取り上げら
れ、一日　3　回以上歯を磨く人も13.0％から27.3％へ（　2　回は49.5％）、補助的清掃用具の使用者
も17.8％から44.4％へ、定期歯科健診などの受診率も17.4％から52.9％へ、フッ化物配合歯磨
剤シェアも45.1％から88.1％へと延びています。このように国民の歯科口腔医療に関する「当
事者意識」の向上が、平均寿命も健康寿命も世界トップクラスに君臨する我が国の健康づく
りに大きく貢献しているのではないかと思います。
　日本歯科医師会は、昨年の12月13日に「8020運動」30周年記念式典を開催し、8020達成者
60％に向けた「8020運動」のさらなる推進に加えて、口腔機能低下による「オーラルフレイ
ル予防運動」を国民運動として展開していくとしています。
　東京大学の飯島教授は健康寿命の　3　つのツボは、「栄養」、「運動」、「社会参加」であり、栄
養摂取には、歯や歯肉だけではなく舌、嚥下、唇など口腔全体の機能をバランスよく保つこ
とが必要といっています。健康長寿は食環境から守るということになります。
　歯を喪失し、噛めない、栄養バランスの欠如、低栄養そしてフレイルと、そして認知症な
ど負のスパイラルの上流には歯周病・齲蝕などがあります。
　われわれ歯科医療関係者には、今後ますます全人的な医療が求められてきます。皆さんも
幅広い知識を吸収して、人生100年時代が話題になっているように、今後益々高齢化の進む歯
科の診療現場で活躍して下さい。
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木も見て森も見る

副学院長・学科長　吉川　涼一

　『歯科から全身の健康を取り戻そう』　私が20年以上前から取り組んでいる歯科医療に対
する考え方です。本校に入学してすぐに始まる歯科臨床概論の教本には歯周病と関連する全
身疾患として糖尿病、循環器疾患、誤嚥性肺炎、骨粗鬆症、早産・低体重児出産の　5　項目が
挙げられています。口腔の病変が全身に影響を及ぼすことを最初に学ぶのです。誤嚥性肺炎
は大規模災害時に高齢者によく発症することは23年前の阪神淡路大震災を契機に広く知られ
るようになりました。教本に載っている　5　項目にはエビデンスがあり認知されていますが、
エビデンスはまだ確立されていなくても歯科治療により体の不調が軽快あるいは治癒する症
状が多くあります。例えば歯科金属アレルギーが原因と思われる皮膚疾患、慢性疲労、脱
毛、自律神経失調症など。咬合不良が原因と思われる首こり、肩こり、腰痛、めまい、耳鳴
り、難聴など。慢性病巣が原因（病巣感染）と思われる IgA 腎症、心内膜炎、関節リウマチ
など。そしてこれらが複合的に絡み合って発症している病気、病態もあります。口は健康の
入り口です。おいしく食事ができて、よく噛めて、唾液がたくさん出て、楽しくおしゃべり
できて、口腔内の衛生状態が良ければ健康でいられます。私たちはともすれば目の前にある
歯科疾患のみにとらわれがちですが（木を見て森を見ず）、口腔内にとどまらず全身の異常に
も目を向け（木も見て森も見る）、医科歯科連携のもと患者さんの健康に貢献できるよう心掛
け（歯も診て全身も診る）、日々研鑽に励むべきです。
　学院で学ぶ科目は多種多様多岐にわたりますが、すべてが重要で無駄なことは何一つない
ということはいつも言い続けているところです。専門知識以外にも様々な知識を身につけ、
他校の卒業生とはひと味もふた味もちがう信頼される歯科衛生士に育ってほしいと願ってい
ます。
　さて今年は自然災害が多い年でした。本稿執筆時（　9　月）まででも大阪北部地震、西日本
豪雨災害、逆走台風12号、猛暑、関空水没、北海道地震等、本誌発刊時にはもっと多くの災
害が起こっているかも知れません。自然の力の前では人間はなすすべがないということを思
い知らされました。自身と家族の安全を守るために何をすべきか常々考えておかなければな
らないことです。
　来年からは本校にとって災害の年に入るかもしれません。近いうちに某大学が歯科衛生学
科を新しく開科するという動きがあります。現実となれば県内　5　校目の歯科衛生士養成校の
誕生です。ただでさえ今年度から18歳人口が激減し始めた中、新たな学科の新設は次年度の
更なる受験生の減少につながり入学者の減少と学生の学力低下が懸念されます。そこで学院
運営協議会としてはライバル校に負けない新しい募集方法を模索しているところです。また
受験生の入学意欲を高めるためには国家試験合格率100％をアピールする必要がありますの
で、　3　年生に限らず　2　年生、　1　年生の諸君も国家試験合格という強い明白な目的意識をもっ
て講義・実習に臨んでもらいたいところです。
　治療法がなく発症すれば10年後には寝たきりになると言われているパーキンソン病が iPS 
細胞により治療できるようになるという報道が　7　月末にありました。今の歯科医療も10年後
には大きく変化していることでしょう。卒業後社会に出て多くのことを経験して時代の波に
乗り遅れないよう、　1　本の木も見て森全体も見られるような歯科衛生士に成長してくれるこ
とを期待しています。
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振り返って

副学院長　赤松　正広

　昨年創立50年を迎えて、新たなスタートをした学院に携わり　1　年が経ちました。
　いつも思うことは、　1　人でも多くの歯科衛生士を育て、優秀な人材を多く世に送り出すた
めに、全ての本学院関係者が本当に一生懸命に取り込む姿に頭の下がる思いでおります。
　本学院は、われわれ歯科業界において歯科医療供給体制の変化に伴い歯科衛生士不足と言
われる中で、そのニーズに応えるべく環境を整えています。診療報酬においては、歯科衛生
士の在籍の有無により差別化されてきています。会員の皆様はいかに歯科衛生士の確保に頭
を悩まされているところではないでしょうか。それに応えるべく日々努力しているところで
す。不足してる割には歯科衛生士を目指す人が少なく、その根底にあるのは、まだ歯科衛生
士のニーズと知名度に開きがあるからではと推察します。
　将来の目標を決めるにあたり、医療関係に勤めたいという希望者は多いように思います
が、では何かというと、看護師と答える方が断然一番多いです。もはや高校生では遅く、
もっと低年齢層の小学生辺りから、興味を持たせるような種まき的な事業を取り組んでいか
なければいけないのかもしれません。18歳問題も直面してる中で、優秀な歯科衛生士を会員
皆様のところに送り出す以前に、各求人会社の紙媒体や Web、HP 等を活用しての入学者確
保が一番の課題だと思います。今年度は定員割れをした学校もある中、再来年には新たに新
設校が設立するようです。ますます過当競争が激しさを増しそうです。定員確保にばかり目
をやりすぎると良い人材が確保できず、入学後の教職員の負担も増えると考えられます。ま
た、本学院においては定員増には受け入れられるキャパにも限界があります。今年度より入
試に関し、会員推薦に加え、母校のことを一番理解してる卒業生推薦枠を設けるなど色々と
対策を立てています。
　一方、兵歯本会が取り進めている復職支援対策の一環の復職支援講習会も成果を挙げられ
ているようです。同様に、学院も同窓会（むつみ会）とタイアップし復職支援を進めていま
すが、未就労衛生士を如何に掘り起こし、復職までこぎつけるまでまだまだハードルが高い
ようです。
　また、先日見た新聞折込には、これからの大学入試は学力の　3　要素①知識・技能の確実な
習得　②思考力、判断力、表現力　③主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度を多目
的・総合的に評価するようになり、“ふるい落としからマッチング”へ変わろうとしていると
掲載されていました。われわれ専門学校もそのようになっていくのではと思われます。
　いずれにせよ、伝統を守り存続し続けるためにはより一層の皆さんのご指導、ご協力を仰
ぎながら進まなければなりませんので、宜しくお願い致します。
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アドミッションポリシー

教務主任　小村　照代

　平成30年の春、80名の新入生が入学してきました。全国の歯科衛生士養成学校の半数以上
が定員を充足していない中、本当に有り難いことだと思います。これもひとえに兵庫県歯科
医師会会員の先生方、科目講師、臨床・臨地実習指導者をはじめ、学生教育に関わって下
さっている方々のお陰と深く感謝申し上げます。
　この度、学院ではアドミッションポリシーを作成し、広く掲げることになりました。アド
ミッションポリシーは学校がどのような学生を迎えたいかを示すものです。多くの大学や短
大ではホームページなどで提示されていますが専門学校では提示されている例がなく、手探
りながらどんな学生に入学してきてもらいたいか検討を重ね、　5　項目のアドミッションポリ
シーが出来上がりました。以下、その内容につきご紹介させていただきます。

　本学院は専門的な知識や技術のみならず、豊かな人間性と医療現場において十分な「実践
力」を併せもつ歯科衛生士の養成を目指すため、以下のような学生を求めます。
①歯科衛生士を目指す強い意欲と目的意識を有する

　本校への入学動機が「周りに勧められたから」だけではハードな　3　年間を乗り切ること
は難しいと思います。入学前に歯科衛生士という職種についてしっかり調べ、自分の意志
で進路を決定することが重要です。多くの人に役立てる職業に就けることにワクワクした
気持ちで入学式を迎えられたらと思います。

②歯科医師会附属である本学院の特徴と教育理念を理解できる
　兵庫県歯科医師会会員の先生方のもとで活躍できる実践力を持った歯科衛生士を育成す
ることを目指しています。技術修得のための実習時間は多く、長い道のりではあります
が、歯科医療の現場で即戦力と成り得るよう冒頭の教育理念をよく理解していただいた上
で、入学していただきたいと思います。

③専門知識の修得に必要な基礎学力を有する
　国家試験合格に至るまでには、多くの専門知識の修得が必要となります。そのためには
十分な基礎学力を備えていることが必須で、疑問に思うこと、わからないことはそのまま
にせず調べること、積極的に学ぶ姿勢が大切だと思います。

④協調性に富み思いやりと責任感を有する
　医療においては特に多職種で連携し、患者様を支えていくことが多くなってきていま
す。大切なのは自分が関わる周りの全ての方に思いやりを持ち、協調性を保ちながら、任
された事に責任を持ってやり遂げられるかだと思います。本校入学までの様々な経験の中
から、身につけられる人であってほしいと思います。

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
　近年の医療の進歩にはめざましいものがあります。優れた歯科衛生士であるためには生
涯にわたり自己研鑽することが必要です。さらにはより広い視野をもって兵庫県下におけ
る歯科医療、口腔保健、社会福祉の発展にも貢献できる高い志を持った人材を希望します｡

　　5　項目のアドミッションポリシーを掲げました。今後は学院として　3　年間でどのような学
生を育てたいかというディプロマポリシーを掲げる予定です。本学院から学生に望むことば
かりでなく学生が学院に望むことに応えられる様な学校造りを目指して、誠心誠意努めてい
きたいと思っています。
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歯科界が気付いていない歯科衛生士の貴き力
〜 サッパリの向こうには何があるのか？ 〜

＊西田　　亙

■歯科衛生士がまっとうすべき新たな職域
　日本に“歯科衛生士”という職種が誕生し
て、今年で70年を迎えました。初代会長である
高橋キミ先生は、日本歯科衛生士会会報第一号
の巻頭において「会員が相助け、相磨き、職域
をまっとうする一助としたい」と語られていま
す（図　1　）。

います。70年前と現在では、歯科医療の内容は
目を見張るほど変遷を遂げていることでしょ
う。ならば、職域もまた、時代の変遷と共に移
りゆくのではないでしょうか。
　私は内科医ですが、医師だからこそ見える歯
科医療の素晴らしさ、歯科衛生士という仕事の
貴さがあります。そのひとつが「口腔感染制
御」です（図　2　）。

＊にしだわたる糖尿病内科　院長

＜学院学会＞

図　1　　初代歯科衛生士会長 高橋キミ先生の言葉
（文献　1　より）

　70年前、誕生したばかりの歯科衛生士に、具
体的な職域はまだ存在しないも同然でした。皆
様の諸先輩方が、それこそ血の滲むような苦労
を重ねられて、今の歯科衛生士があります。職
域というものは、自らの手で作るものであり、
大切に継承し、さらには飛躍させるべきものだ
と私は考えています。
　医療は、時代と共に目覚ましく進化を続けて

図　2　　これからの歯科衛生士に望まれる
新しい職域は口腔感染制御

　う蝕も歯周病も、口腔内の感染症です。歯科
衛生士の皆様は、ブラッシング指導や歯周基本
治療を通して、「口腔感染症を制御する」極め
て重要な役目を負われています。しかし、この
当たり前の事実が歯科の世界では見逃されがち
のように、私には思えます。本日は、医科の
目から見た口腔感染制御の重要性と貴さについ
て、ご紹介致します。

■糖尿病患者の命をおびやかす口腔感染症
　私は大学在籍時代に、う蝕や歯周病が原因で
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命を落としかけた糖尿病の症例群に遭遇しまし
た。口腔感染症の恐ろしさを伝える、象徴的な
一症例をご紹介しましょう（文献　2　）。
　症例は71歳女性。左人工股関節再置換術のた
め、整形外科に入院しました。糖尿病の既往歴
があり内服治療中であったため、術前に糖尿病
内科へ紹介されました。私がその際の外来主治
医でしたが、血糖コントロールは極めて良好
（HbA1c 5.8％）であったため「全く問題がな
い」旨を返信しています。
　ところがこの時、筆者を含め整形外科および
麻酔科のスタッフ全員が「60歳時に下顎インプ
ラント埋入」という重要な“既往歴”を見逃し
ていたのです。
　手術そのものは成功したにもかかわらず、術
後より発熱が続き、血糖値が急激に上昇。抗生
物質投与とインスリン治療が行われましたが、　
2　週間後には手術部位の化膿性骨髄炎による敗
血症に至りました。奇跡的に一命は取り留めた
ものの、なぜこのような事態に至ったのか、誰
一人として説明できませんでした。
　原因は、半年後に判明しました。11年前に埋
入された下顎インプラントに、重度のインプラ
ント周囲炎が認められたのです。インプラント
周囲炎の細菌が術後に血行性転移を来たし、骨
髄炎を発症する契機になったと考えられまし
た。
　このように、インプラント手術がその場では
成功したとしても、将来周囲炎が発生すれば、
十年以上の後に命に関わる感染症を引き起こす
ことがあるのです。

■血糖値を上げる口腔感染症
　先程の症例は、発熱と共に急激な血糖上昇を
認めています。これは、糖尿病患者が肺炎やイ
ンフルエンザなど、感染症を併発した際によく
みられる現象であり、その背景には“大きな炎
症”が存在しています。一方、糖尿病と歯周病
はいずれも“小さな慢性炎症”であり、炎症と
いう共通した病態を通して、密接に関わり合っ
ているのです。

　糖尿病と歯周病が、小さな炎症で密接に結ば
れていることを象徴する一例をご紹介しましょ
う（文献　2　）。
　症例は42歳男性。外来でインスリン治療を受
けていましたが、HbA1c 10％台が持続するた
め、糖尿病内科に入院しました。
　入院当日、研修医が行った問診から「毎朝歯
茎からの出血で枕が赤く染まる」ことが明らか
になり、直ちに歯科口腔外科で歯周基本治療が
行われました。歯周治療後、血糖値は急速に改
善し、インスリン投与量は減少。入院12日後に
はインスリンが不要となり、内服薬　1　剤のみで
退院したのです。
　退院後の変化は、さらに驚くべきものでし
た。わずか　1　ヶ月で、HbA1c は10.5％から
7.8％まで改善し、体内の炎症状態を現す血清
CRP（C Reactive Protein：Ｃ反応性蛋白）
は、入院時の0.35㎎/dLから0.16㎎/dLまで半減
していました。歯周基本治療により“慢性微小
炎症が消退”した結果、インスリン抵抗性が減
弱し、高血糖が改善したものと考えられます。
　本症例は、口腔感染制御が“口腔炎症制御”
を通じて、医科の想像を遙かに超える糖代謝の
改善をもたらし得ることを教えています。

■おわりに
　う蝕や歯周病の治療は、その先で口腔感染症
の制御につながっており、さらにその先には、
“口腔炎症の消退”が続いています。PMTC や 
SRP は、単なるお掃除ではないのです。歯科衛
生士の力で口腔内の炎症が消えることで、全身
にとてつもない御利益（ごりやく）がもたらさ
れることを、医科的視点から理解できれば、歯
科診療に対する見方は変わることでしょう。

■参考文献
　1　．高橋キミ：日本歯科衛生士会会報，第　1　

巻，1953
　2　．西田亙：内科医から伝えたい歯科医院に

知ってほしい糖尿病のこと，第　1　版，医歯薬
出版株式会社，東京，2017
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済生会兵庫県病院における歯科衛生士の役割

＊黒宮　久美子

　当院での歯科衛生士の役割や当院での周術期
等口腔機能管理における歯科衛生士の役割をお
伝えさせていただきます。
　当院は歯科口腔外科を含め14の診療科を有す
る二次医療機関です。地域の歯科医師会の先生
方と連携をとり、かかりつけ歯科では対応困難
な顎口腔領域の疾患に対して紹介をいただき、
診断や治療を行っております。親知らずなどの
抜歯、顎骨嚢胞、顔面外傷、蜂窩織炎、顎関節
症、良性腫瘍、白板症、悪性腫瘍、有病者歯科
治療を行っており、歯科衛生士はそれに対する
介助を行います。（図　1　）

入り、手術の補助を行います。他にも、入院し
ている患者様の口腔ケアを行うため病棟へ往診
したり、周術期等口腔機能管理で他科から依頼
された全身麻酔下での手術を控えた方や化学療
法を受ける患者様の口腔衛生管理を行っていま
す。（図　2　、図　3　、図　4　）

＊済生会兵庫県病院（北区）歯科口腔外科　歯科衛生士

＜学院学会＞

（図　1　）

　当院での歯科衛生士の業務内容です。外来で
は地域の歯科医師会の先生方からいただいた紹
介患者様の歯科治療や抜歯を始めとした治療の
補助を行います。口腔外科の全身麻酔下での手
術は週　2　回行っており、歯科衛生士も手術室に

（図　2　）

（図　3　）
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　周術期等口腔機能管理の目的は、全身麻酔下
で手術を行う場合の口腔トラブルや誤嚥性肺
炎・感染症の予防、化学療法・放射線療法を行
う場合の口腔粘膜炎や口腔内感染症などに対す
る予防と対応です。周術期等口腔機能管理で歯
科衛生士が行う専門的口腔ケアを周術期口腔衛
生管理といい、これはがんの支持療法として位
置づけられています。歯科衛生士もがん治療を
受けておられる患者さんのサポートをしていく
大切な職業の一つという事です。（図　5　、図　
6　、図　7　）

（図　4　）

（図　5　）

（図　6　）

（図　7　）

　がんに罹患する人の人数は年々増えており、　
2　人に一人はがんになる時代と言われていま
す。
　これまでは、がん治療中患者様や手術前後の
患者様、寝たきりの患者様の口腔衛生管理には
病院の歯科衛生士が関わる機会が多いイメージ
でしたが、周術期等口腔機能管理が導入された
ことにより、地域の歯科衛生士も大きな役割を
担う事が期待されています。それに伴い、看護
師を始め多職種との連携が必須になり、医科的
知識や他職種で使用されている専門用語につい
ての知識が必要になります。
　多職種連携を基本とした医療が普及する中
で、口腔を専門領域にする歯科衛生士に対し、
他職種から期待されている役割は決して小さな
ものではなくなっています。自分達の役割の大
きさを理解し、医療の中心に歯科衛生士が入っ
ていけるように努力していく必要があると感じ
ています。
　最後に、このような機会を与えていただいた
先生方に感謝いたします。今後も、自身が歯科
衛生士として精進していくと共に、在校生・卒
業生の皆様のご活躍を楽しみにしています。
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ストレスフリー治療について

＊岡林　ちさと　　杉岡　伸悟

　みなさん、こんにちは。45回生の岡林です。
今回は第51回兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛
生士学院学会で発表させていただき、大変光栄
に思います。浦出雅裕学院長、小村照代教務主
任をはじめ、関係各位に感謝いたします。
　わたしは皆さんと同じ学院出身で、歯科衛生
士になってまだ　2　年目です。今回はわたしの勤
務しているシティタワー神戸三宮歯科（神戸市
中央区）で携わっている業務内容をご紹介いた
します。
　医院のコンセプトを図　1　1）に示します。院
長は一般社団法人日本歯科麻酔学会　歯科麻酔
専門医であり、そのキャリアを活かして、患者
様のいたみ・つらさを取り除く、「ストレスフ
リー治療」を提供しています。ストレスフリー
治療とは、鎮静や全身麻酔を行って、イヤな歯

科治療を集中的に行い、処置中から処置後にわ
たって、患者様の負担をできるだけ少なくする
手段です。
　歯科で患者様が感じる代表的なストレスを
図　2　に示します。その多くは「いたい」「こわ
い」ですが、「しんどい」「苦しい」「つらい」
「えずく」など様々なストレスを患者様は感じ
ています。ストレスがこころとからだに与え
る影響をシェーマ（図　3　2)）で示しますが、患

＊シティタワー神戸三宮歯科

＜学院学会＞

図１．医院のコンセプト

図２．歯科で受ける「ストレス」

図３．ストレスの影響
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者様が感じた「いたさ」「こわさ」「苦しさ」な
どは脳を経由していろいろな臓器に影響し、か
らだを一定に保つバランスをこわしてしまいま
す。そしてそれらはいったん起こると、どんど
ん悪くなっていく傾向があります。図　4　は患
者様がいろいろな歯科治療をどれくらい不快に
感じたかを調べた研究結果 3）です。同時に術
者はどう感じているかも調べて比較していま
す。その結果、患者様が一番不快に感じている
のは術者が想像した埋伏歯の抜歯などではな
く、無麻酔による有髄歯の切削でした。いつ
襲ってくるか分からない「いたみ」に対して、
非常に恐怖感を感じていることが分かります。
また、グラフの下の方では術者がほぼ「快適」
な操作と感じた「根管治療」や「補綴物の合
着」においても患者様は　2　－　3　倍程度の不快感
を示しています。すなわち「やる側」と「受け
る側」の感じ方には大きな違いがあると言える
でしょう。

　当院での歯科治療に対するストレスをお持ち
の患者様への対応を図　5　に示します。まず、
患者様が本当に治してほしいと考える「主訴」
に寄り添った対応と、それを苦痛を伴うことな
くやり遂げるための「おくすりを使った行動調
整」の　2　点です。患者様の主訴に寄り添うため
に初診の患者様の最初の医療面接は、可能な限
り院長が行います。わたしたちはそばで患者様
とのやり取りをすべて記録し、診断の補助に努
めています。すべての訴えを患者様の言葉通り
にお聞きして、各種検査結果と照らし合わせ、
患者様の症状が適切に改善されるように考えて
います。患者様に負担を与える「余計な治療は
しない！」ことを基本理念としています。
　診断が確定したらできるだけ苦痛を伴うこと
なく処置をやり遂げるため「おくすりを使った
行動調整」の出番です。「おくすりを使った行
動調整」には鎮静・麻酔に代表される次の　4　つ
の方法があります。
　もっとも簡単に適用できる鎮静が「笑気吸入
鎮静（図　6　）」です。健康保険に導入されてか
らの歴史も長く、投与器具とボンベがあればす
ぐに開始可能です。正式名称は「亜酸化窒素」
と言い、本来は全身麻酔薬ですが、20－30％
の低濃度で鎮静作用があり、歯科や産科でよく
用いられていました。鎮静の程度は弱いのです
が、鎮痛作用があり、いたみに敏感な患者様に
は好都合です。ただし、余剰ガスが環境汚染に
つながることが判明し、最近ではあまり用いら
れなくなってきました 4)。

図４．患者と術者のとらえ方のちがい

図５．健康になるために　私たちの対応 図６．笑気吸入鎮静
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　おくすりを直接血管内に投与して、患者様を
リラックスさせる方法が「静脈内鎮静・静脈麻
酔（図　7　）」です。眠くなったり眠ったりしま
すが、呼吸もしていて、麻酔のレベルによって
はちゃんと反応があります。行った処置の内容
をほぼおぼえておらず、時間の経過が早く感じ
られます。「もう終わったんですか？」と言わ
れることもあります。鎮痛作用はないので局所
麻酔は必要です。また入院の必要はありません
ので、歯科医院で行うハードルも低いと思われ
ます 5)。
　大きい病院で手術や苦痛を伴う検査の際に
行っているのは「全身麻酔（気管内麻酔、図　
8　）」です。これを歯科治療の時に行うことも
あります。完全に意識はなくなりますので患者
様は非常に楽ですが、その分心身に与える影響
も大きく通常は図に示すように気管挿管が必要
となります。筋肉を柔らかくするくすりも使い
ますので呼吸が止まり、代わりに人工呼吸を行

います 6)。
　以上のようにおくすりを使った麻酔管理の方
法には大きな違いがあり、笑気吸入鎮静では
「こわさ」「つらさ」などをカバーしきれず、
治療困難な場合が多いと思います。また気管内
麻酔は心身への負担が大きく、日常的に管理に
用いているのは静脈内鎮静・静脈麻酔です。た
だし鎮静や全身麻酔はハッキリと分けられるモ
ノではなく、図　9　のように使用するおくすり
の量や種類によっては鎮静になったり、全身麻
酔になったり行ったり来たりします 7)。これを
十分理解しておかないと安心・安全な環境は提
供できません。わたしたちも様々な症例を通し
て全身管理の重要性を日々勉強しているところ
です。まとめますと静脈内鎮静・静脈麻酔によ
るストレスフリー治療が、患者様にとってはベ
ストな対応だと考えて積極的にご提供するよう
にしています。

　静脈内鎮静・静脈麻酔の流れを解説いたしま
す。まず初診時に、口腔と全身に関する医療面
接を十分に行い、基本的な検査を実施します。
得られた情報からご病状について説明し、そこ
でストレスフリー治療が適応となったらイン
フォームドコンセントを行います。全身状態に
問題がなければ、気道と全身のチェックを行っ
た上で、体調維持と絶飲食の必要性についてお
伝えします。ストレスフリー治療では患者様の
意識レベルを変化させることから、胃内容物の
誤嚥防止を徹底するために術前の絶飲食は欠か

図７．静脈内鎮静・静脈麻酔

図８．気管内麻酔

図９．各概念の形式化と定義　アメリカ小児科学会（AAP）
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せません。表　1　に示すようなアメリカ麻酔学
会指針 8）を参照として、　2　時間から　6　時間の
制限を行います。器具・薬物の準備（図10）
はわたしたち歯科衛生士の役割です。処置が安
全に行えるよう、決められた準備を確実に行っ
ていきます。患者様を診療用チェアに誘導した
ら、体調の再確認、身長・体重などをおうかが
いして、全身監視モニターを装着します。その

に十分お休みいただいてから、自力で退室でき
るまでわたしたちがサポートしていきます。
　このようなストレスフリー治療は少し特殊な
治療ですので、どこでも可能なわけではありま
せん。図13に示すようなマンパワー・器具・
薬品の準備が必要です。とくに重要なのは緊急

図10．器具・薬物の準備

図11．静脈路確保・投薬の介助

図12．処置中モニタリング・記録

後、ドクターが静脈路を確保して、鎮静・麻
酔薬を投与する介助（図11）を行います。鎮
静・麻酔薬が効いてきたらモニターを確認し
て、全身状態の変化をチェックします。それら
を麻酔記録用紙に記入し、異常があればすぐに
ドクターに変化を伝えます（図12）。以上のよ
うに、鎮静・麻酔に伴う様々な全身管理補助
は、ストレスフリー治療を支える重要な歯科衛
生士業務の一つです。処置が終了すれば患者様

図13．必要な全身管理設備

表１．術前絶飲食
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時の対応、なかでも気道をすぐに確保できる準
備が不可欠です。当院でも気管挿管の器具をは
じめ、様々な気道確保器具をそろえています。
　これからはストレスフリー治療を用いて、口
腔内を健康に改善できた症例を紹介したいと思
います。なお発表に際しては患者様に個人情報
保護についてご説明し、同意を得ています。症
例は59歳の女性で、左下の歯ぐきの腫れを主
訴として来院されました。ご家庭の事情や歯
科治療に対する恐怖感から、長年歯科受診がで
きなかったとのことです。とくに「型取りは窒
息しそうでイヤ」「なるべく治療回数を少なく
してほしい」というご希望がありました。お身
体については更年期障害があり、また、歩行時
には杖を使用されていました（図14）。口腔内
所見では多数歯のカリエスと歯の喪失、咬合不
安定、歯肉の発赤を伴った歯周病の存在が観察
されます（図15）。パノラマＸ線写真ではおい

たみのある左下の奥歯は残根状態で、歯槽骨の
吸収がみられます。そのほかに多くのカリエ
ス・二次カリエスもありますが、歯周病による
水平的な骨吸収はそれほど観察されませんでし
た（図16）。術前の歯周基本検査では歯肉出血
を38%に認めますが、歯周ポケットが　4　㎜をこ
えるのは14%で、歯周病の影響は少ないものと
思われました（図17）。さらに検査を追加し、

図14．症例提示

図15．初診時口腔内所見

図16．初診時パノラマX線写真

図17．術前歯周基本検査

複数回の静脈麻酔下に歯周内科治療、抜歯：　7　
歯、根管処置：11歯、補綴処置：20歯、インプ
ラント：　1　本による治療計画を立てました。
　2012年に提唱された世界歯科連盟（FDI）の
「口腔保健の定義 9)」の冒頭部分を図18に示
します。「口腔の健康は多面的であり、話す、
笑う、香りを感じる、味わう、触れる、噛む、
飲み込む能力と、自信のある表情を通した感情
を伝える能力を含み、しかも頭蓋顔面領域の疾
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患、疼痛、不快感がない状態である」となって
います。本症例では、どれくらい口腔の健康が
障害されているでしょうか？わたしたち歯科医
療に従事する者にとって、非常に悲しい状態だ
と思われます。
　わたしたちは患者様の治療ストレスをより少
なくするために、ストレスフリー治療後にアン
ケートを行っています。今回はその内容をご紹
介します。ご来院前の状況ですが、長年歯科を
受診できなかったことで、人前で歯を見せる苦
痛を訴えておられました。治療を受けられた
感想は「目が覚めたら終わっていた」「20数年
前、抜歯をした時のつらい記憶を考えると魔法
にかかったかのよう」「ストレスフリー治療で
一度に多くの歯を治療していただけると、本当
にうれしい」と、非常に喜んでおられました。
　初診から約　8　ヶ月後、　8　回の静脈麻酔で図
19に示すような状態にまで到達することがで

きました。咬合は垂直的・水平的に落ち着きを
取り戻し、歯周組織も健全な状態です。36部は
インプラントの一次手術を終了し、オッセオイ
ンテグレーションの獲得待ちです。装着してい
るのはトリートメントクラウン・ブリッジで、
長期間失われていた咀嚼能力をご自宅でトレー
ニングしていただいています。朝倉10）の研究
によって各食材の咀嚼難易度が調査されていま
す（図20）。プリンや卵焼きなどのランクAの
食べやすい食材からスタートしていただいて、
ランクを上げてもらうためにわたしたちも試行
錯誤で患者様と一緒にがんばっています。
　先日メンテナンスで来院された時の口腔内の
状態です（図21）。トリートメントクラウン・
ブリッジからプロビジョナルクラウン・ブリッ
ジに変更し、右上には可撤式の補綴装置が装着
されています。今後は口腔機能を維持しながら
長期的な延命を図れるようがんばっていきたい

図18．世界歯科連盟（FDI）による口腔保健の定義

図19．８回目の処置時口腔内所見

図20．咀嚼能力検査表

図21．メンテナンス時口腔内所見



－16－

と思います。ここまでよくなるのに約　1　年半か
かりましたが、患者様もわたしたちも一緒にが
んばることで「お口の中を健康にする」という
ゴールを共有できたことが、治療の継続につな
がったものと思われました。ついてきていただ
いた患者様には感謝あるのみです。
　当院では麻酔薬を用いたストレスフリー治療
が主役ですが、その中で私たちの役割は、患者
様の心のケアや全身管理をしっかり考えること
だと思います。その上で歯科衛生士として、全
身管理補助業務が必要になってきます。最近で
は少子高齢化やカリエスの減少に伴い、歯科衛
生士の業務もかなり変化しています。全身管理
補助などもその一つですが、まだまだ未熟な
部分も多いので勤務しながら日々勉強を繰り返
し、基本的な知識・技術を習得していきたいと
思います。さらに最新の知識・技術を研鑽し、
より向上をめざしてがんばります。また、歯科
治療恐怖症の患者様と話をする機会が多いの
で、歯科に対する恐怖心をできるだけ和らげら
れるよう、コミュニケーション力もアップして
いきたいです。患者様もわたしも、キーワード
は「笑顔・自信・勇気」です。
　わたしを支えてくれるスタッフともコミュニ
ケーションをよくとりながら、これからもがん
ばってお仕事したいと思います。これから歯科
衛生士になる皆様も自分の目標を持って、どう
かがんばって下さい。一先輩としてかげながら
応援しています。

※本論文の概要は2018年　9　月　2　日　第51回兵
庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院学会
（神戸市中央区）において発表した。
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やる気を出させる教育方法とは？
歯科医学教育の現状と様々な方策

＊益野　一哉

　1　．学生の現状
　日本学生支援機構の調査によると大学生
（専門学校生）の年代において「精神障害
（精神疾患）」や「発達障害」などの障害学
生数は年々、増加しています 1)。自殺がこの
年代の死因の上位を占めており、精神疾患の
早期発見がより重要になってきています。学
校としてはこれらの学生をサポートする専門
の教職員が必要となってきています 2)。
　一般的に人間の集団は自燃性タイプ、可燃
性タイプ、不燃性タイプにわかれます。また
その集団の割合も　2　：　6　：　2　の割合に分かれ
るといわれています 3)。ただ個人的な印象で
は近年の大学生、専門学校生は　4　：　2　：　4　の
割合のような気がします（図　1　）。正規分布
の様に中央平均値の人数が一番多いわけでは

＊大阪歯科大学　歯科医学教育開発室

＜学術論文＞

なく、二こぶラクダのように集団のピークが　
2　つあり中央平均値の部分が低い状態です。
　自燃性タイプは放っておいても自律的に勉
強するタイプです。可燃性タイプは周りの人
にサポートしてもらうと勉強するタイプで
す。不燃性タイプは何をやっても勉強しない
タイプです。教育で問題になるのは不燃性の
学生をいかに勉強させるかになります。
　勉強へのモチベーションを上げる方法は　2　
つあります。「褒める」「励ます」などのポジ
ティブな方法と、「叱る」「脅す」などのネ
ガティブな方法です。「脅す」とは言葉は大
げさで、実際は自分の成績や国家試験の合格
率などを正確に認識させることになります。
近年の国家試験（特に歯科医師国家試験）は
年々難易度が増しており、その状況を正確に
伝えるだけで学生自身が想像している以上に
現状が厳しいので結果的に「脅す」ことにな
るという意味です。反対に「褒める」は成績
低迷者には教員がいきなり高いハードルを課
すのではなく、超えやすいスモール・ステッ
プに分けてあげて達成できれば褒めてあげ
る。また結果がでなくてもそのプロセスを褒
めてあげれば学習者のモチベーションは上が
ります。

　2　．学生と教員とが目指すべき関係
　成績の悪い学生はいつも先生から注意さ
れ、勉強しなさいと言われる存在かもしれ
ません。先生の方からすれば国家試験に受
かって欲しい、成長して自立した歯科衛生士

図 1
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になって欲しい親心からですが、関係は対立
関係になっていることがよくあります。その
際に学生に「先生は敵ですか？」と質問しま
す。実は医療従事者は患者さんを救うために
病気と闘うのが本来の姿です。それために学
生も教員も一緒に協力して敵（病気）に立ち
向かっているんだという方向性を示してあげ
ると良いでしょう。ベクトルで言えば学生と
教員が向かい合っているというよりも共通の
目標に向かっている斜めの方向という感覚で
す（図　2　）4)。

ありますが誤差範囲と言えるでしょう。　4　年
以上になると受験疲れをおこし、勉強してい
るのに知識の向上が見られなくなります。そ
の場合は他の進路を勧めた方がよいでしょう
（図　3　）。

　2　．成績不良者への対応
　1　）個人面談

　個人面談ではまず、とにかく学生の言い
分を聞いてあげることが第一歩だと思いま
す。客観的な成績や普段の受講態度から不
真面目と言わざるを得ない学生も一対一
で話を聞いてみると実は本人なりに一生懸
命、真面目に考え悩んでいる場合がありま
す。また成績低迷の原因が生活習慣、家庭
環境、それまでの学習経験値にあるケース
が多数あります。その場合、学習内容自体
を教えるよりも問題点を解明し解決してあ
げると成績が向上することがあります。例
えば、早寝早起きやご両親の仲が良くなり
家庭の雰囲気が良くなると学生の心が安定
し成績が向上したこともあります（図　4　、　
5　）。
　試験で合格点にあと少し足りない学生は
その教科を教えてあげると合格に導けま
す。しかし合格点から点数がかけ離れてい
て、かつ他教科に不合格を抱える学生は勉
強そのものを教えても点数が伸びないこと
が多々あります。成績不良の原因が学力以

　3　．受験における学生の精神状態
　国家試験直前になると学生の目つきが変
わってきます。勉強している学生ほどこれも
やっていない、あれもできていないという不
安が襲ってきます。それと同時に絶対に合格
してやるという覚悟がうまれ、自分の中でそ
の　2　つの感情の攻めぎ合いが起こります。合
格する学生は「落ちるという恐怖心」よりも
「絶対に受かってやるという覚悟」が大きい
ので勉強に向かえるわけです。ただこの様な
精神状態は長くは続きません。いわゆる「狂
気の世界」と言えるかもしれません。実際に
合格する大半の学生は　1　年、少なくとも　3　年
以内には受かっていきます。統計的に言えば
それ以上になると合格率は限りなく　0　に近づ
きます。まれに10年浪人生が合格することが

図 2

図 3
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外に潜在していることがあります。その場
合まず生活習慣をチェックします。早寝早
起きなどの規則正しい生活ができている
か？食生活の改善が必要な場合もありま
す。また　1　日のスケジュールで勉強と遊び
のバランスもレコーディングします。また
家庭環境が荒んでいるケースも学生の精神
状態に影響します。家庭は本来、癒しの場
で両親や兄弟から無条件で自己が受け入れ
られる場所です。そこで両親の仲が悪いな
どで子供が安心して勉強ができないと成績
に反映されます。逆に家庭環境が安定する
と勉強の内容自体を教えなくても成績が向
上するケースがあります 5)。

　2　）グループ学習
　成績上位者が成績下位者を教える。時と
して同級生の方が学生に説明が上手い時が

あります。教員はどうしても専門用語や他
の分野で最低限知っているはずの知識を
もっている前提で説明してしまう時があり
ます。また学習指導、生活指導に関しても
同級生もしくは上級生の方が説得力がある
場合もあります。特に生活習慣の改善や学
生気質に対する指導などでは年齢の近い学
生の方が学生の状態を想像しやすいからで
しょう。教員としても一度に多数の学生に
少人数教育を行え、アクティブ・ラーニン
グを行えるメリットがあります 6)｡

　3　）モチベーションをアップさせる方法
－何のために？あなたの夢は何ですか？－
　進級や国家試験が難しくなってきている
とはいえ、大半の学生たちは最低修業年限
（歯科衛生士は　3　年、歯学部生は　6　年）で
国家資格を取得します。それらの学生たち
は学校のカリキュラムに沿ってそれなりの
勉強とそれなりのモチベーションですんな
り進みます。つまり「人生観」「職業観」
「使命感」などの大仰なことを考えなくて
も進級・卒業していきます。その反面、親
に言われたので学校に来ている学生や他に
やることがない、他の進路が不合格だった
ので仕方なく来ているなどの学生は途中で
挫折することが多いです。そういう学生に
は「何のために誰のために何がやりたいの
か？」や「将来の夢やビジョン」などを教
職員が一緒になって掘り下げなければなり
ません。

　4　）教える時のルール
　できるだけかみ砕いで説明してあげま
す。平易な例え話などになぞらえると理解
度が高まることがあります。また、何度も
同じことを繰り返し言い続けることも大切
です。知識が定着するまでは反復練習が必
ず必要です。一度説明しても学生はすぐ
に忘れてしまいます。その都度質問して
もOK と予め学生に伝えておけば忘れた時

図 4

図 5
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点で学生は質問するようになります。結果
的にそこで思い出し反復を一緒にすること
となり最終的に学生が記憶できることとな
ります。別の言い方で言えば「できないこ
と」「間違ったこと」を怒らない。ただし
「やらない」「（学問から）逃げる」ことは
指摘しなければなりません。

　5　）学生からの質問　トップ　3　
①どこがわからないかわかりません。
　初学者によくあるパターンとして全く解
りませんと言う学生がいます。一度全体的
にサラッと講義を受けたり、教科書を読ん
でその後、自分が説明してみる。問題を
解いてみてもよいです。そうすれば自分の
「解る所」と「解らない所」が解ります。
その解らない所が自分の伸びしろであり、
成績が向上する可能性にあたる部分です。
要は解らないことが解らない場合は「と
にかくやってみる」がポイントです（図　
6　）。

②勉強の仕方がわかりません。
　勉強とは自分ができなかったことができ
るようになることです。それには前項で示
した通り「自分の解らない所を見つけて、
理解して暗記、反復しできるようにするこ
と」です（図　7　）。

③やらないといけないのはわかっているけ
ど、やる気がでません。

　時間をとって、「今やらないといけない
こと」とそれが「自分の夢への実現」にど
うかかわっているかを予め図示しておきま
す。まず自分がやらなければならないこと
を書き出して下さい。それからそれをやっ
た時に得られるメリットを考えつく限り書
き出して下さい。次に自分の実現したい願
望との結びつきを考えて下さい。それがで
きたらそれを毎回、勉強の前に見るように
して下さい。そうすれば段々、やらなけれ

図 6

図 7

ばならないことがやりたくなってきます。
何故ならやればやるほど夢の実現に近づく
からです。イメージ・トレーニングの一種
でもあります（図　8　）7)。

図 8



－21－

　3　．まとめ
　ワクワク、ドキドキなどの感情的な嬉しさ
がないと苦しい勉強はのり切れないと思いま
す。
　それには自分がかつて通ったのと同じ道を
歩んでいる学生たちに「歯科衛生士は一生を
賭けるに価する職業である」ことを伝える義
務があると思います。また教員も学生と同じ
ように日々研鑽しなければなりません。理想
的なファクターとして「医学的」「教育的」
「人格的」の　3　要素が必要と言われていま
す。医療人として歯科衛生士の理論・技術を
磨きながら、教育力もつけ、なおかつ人とし
ても学生から尊敬される人格を身につける努
力が必要でしょう。教職員も学生といっしょ
に歯科医療を通じて社会に貢献できるワクワ
ク、ドキドキを感じながら幸せな人生を目指
すのが理想だと信じています。
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公益社団法人兵庫県歯科衛生士会の活動について

＊上原　弘美

　兵庫県歯科衛生士会は兵庫県における「歯科
衛生士」免許を持つ専門職の唯一の職能団体で
す。職能団体とは、専門的能力があると互いに
認めあい、個人としてのばらばらの資格では行
ないえない社会的機能を果たすべく結合した、
専門職業従事者の組織のことです。歯科衛生士
の自己の専門性の維持・向上や、専門職として
の待遇や利益を保持・改善するための組織であ
ると同時に、研究発表会、講演会、会報や学術
誌などの発行を通して、会員同士の交流などの
役目も果たします。
　北は日本海、南は淡路島という広域を、兵庫
県医療圏域に合わせ10支部でカバーし、それぞ
れの支部では支部長を中心として、地域に根ざ
した歯科保健活動、啓発活動を実践していま
す。本会は支部活動を支援するとともに、（一
社）兵庫県歯科医師会はもちろんのこと、郡市
区歯科医師会、また兵庫県下の他の医療職団体
との連携を重視した活動、そして社会のニード
に応えることができる質の高い歯科衛生士の育
成に取り組んでいます。
　県民に向けての活動として、毎年　6　月には
神戸市立王子動物園で歯と口の健康週間事業
「歯っぴいスマイルフェスティバル」を開催
し、今年で29回目となりました。歯科検診や歯
科保健指導、紙芝居やフッ化物洗口体験など毎
年多くの親子連れに入場していただき大変賑っ

ています。また健康公開講座は、毎年　1　回開催
し、口腔に関する県民にとって身近な、また最
新の話題を取り上げ好評をいただいています。
　歯科衛生士の資質向上を目的にさまざまな研
修会を実施していますが、なかでも「卒後研修
必修プログラム」は、兵庫県独自の、また､他
の都道府県会にはない研修システムです。卒後
の経験年数に合わせた　3　つのコース（ベーシッ
クコース・アドバンスコース・スペシャリスト
コース）を設け、それぞれ、　4　日間・　2　日間・　
2　日間と、しっかりと学修していただき、それ
ぞれの課程を修了した方には修了証を授与して
います。養成校における卒前教育から継続した
生涯学習の場として多くの歯科衛生士に受講を
していただいています。
　昨今の歯科衛生士の人材不足への対応として､
ひょうご歯科衛生士人材センター無料職業紹介
所を開設しています。歯科診療所などからの求
人の依頼と再就業を希望する歯科衛生士の求職
相談、求職支援を歯科衛生士免許を持つ者が相
談員となりマッチングをおこなっています。一
旦離職した歯科衛生士が臨床現場に戻るには、
乗り越えなければならない壁が高いようです
が、県下における歯科医療の適正な確保のため
にも人材確保は最大の、そして喫緊の課題です｡
　兵庫県歯科衛生士会は、歯科衛生士免許を持
つ者同士の相互の繋がりを強くし、その職責を
自覚し、もって県民の口腔衛生の向上に寄与す
るという使命感を持って活動を続けていきたい
と思います。皆様のご理解をいただけますよう
よろしくお願いいたします。

＊（公社）兵庫県歯科衛生士会　会長

＜歯科衛生士会＞
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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、むつみ会会長をさせていた
だいております。
　兵庫歯科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、
46回生までが入会しています。DH　1　年目から
45年目の DH 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学院の就職支援活
動のお手伝いです。
　平成30年度の研修会は、栗原知子先生（兵
庫県歯科衛生士会）に、「歯科衛生士のための
訪問口腔ケアの基礎と実践」という演題でご講
演をいただきました。教室が満席!!で多数の同
窓生が集まりました。近年、高齢化社会を迎え
在宅医療の必要性が問われており、家族に見守
られながら、「最後を在宅で」との流れが広が
りつつある中で、最後まで、口から食べられる
ための支援が必要となり、それに伴い多職種連
携も不可欠になってきます。歯科衛生士の役割
が、口腔ケアを通して少しずつ求められてきて
おり、多職種連携の中で自信を持って役割を果
たすことができるよう、口腔ケアでの注意点や

高齢者の特徴などの基礎と食支援の進め方など
を、演習も加えてお話ししていただきました。
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研修会を開催す
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
生が切磋琢磨されていることと思います。
　今年度も学院のお計らいもあり復職支援者の
情報の一部を兵庫県歯科医師会の月刊誌に載せ

＊むつみ会　会長

＜むつみ会＞



－24－

ていただくこととなりました。微力ではありま
すがむつみ会の復職支援活動によって、同窓生
が復職し、職場でも輝けるよう、お手伝いをさ
せていただければと思っています。
　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？兵庫歯科学
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。
　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。
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ペン習字講義をするにあたって

ペン習字担当　和田　　彩

　平成30年からペン習字の講義を担当させてい
ただく和田彩です。私は書家で、硬筆や毛筆を
使って文字を書いたり、字形を科学的に分析し
たり、文字に関わる様々な仕事をしています。
　正しい文字を書くということは、日常生活に
欠くことのできない大切な技能です。私たち
は、普段の生活のあらゆる場面で文字を書きま
す。レポートやカルテ、会社でも署名は直筆で
書かなければならないことはよくあります。文
字を正しく、読みやすく、そして美しく書ける
ようになりたいと思っている方はとても多いの
ではないかと思います。
　その一方で、パソコンやスマホが普及し、手
書きで字を書く機会が減っているのも事実で
す。社会人になってからパソコンを使う機会が
増え、学生時代に比べて紙にペンで文字を書く
という機会が極端に減ったという方は少なくあ
りません。ですが、手書きの文字を書く機会が
減った今の時代だからこそ、ここぞというとき
に美しい文字は大きな力を発揮してくれます。
　ある会社では採用の判断をする際、提出され
た手書き文字の履歴書を重視するといいます。
手書きの文字を見ることで、その人の個性や人
間性などが浮かび上がってくるそうです。ま
た、大切な方にお礼の連絡などをするときに、
メールよりも丁寧に書かれた手紙の方が印象

が良くなり、信頼を得やすい場合もあります。
これは手書き文字が言葉だけでなく、書き手の
気持ちを伝えているからです。このようにきれ
いな文字を書くということは、身なりを整える
のと同じくらい良い印象を与える効果がありま
す。社会的に好印象を持たれていると思うこと
ができれば、それが自信とやる気につながり、
将来的にもあらゆる場面で役立ちます。
　本講座では、効果的なペンの持ち方や滑らか
に書くコツ、正しい筆順など、美しく整った文
字にするためのポイントやすぐに役立つルール
を多く取り上げ、丁寧にお伝えしていきたいと
思います。また、ハガキの表書きなど実用に即
した内容も随時ご紹介していきます。
　一人一人の顔が違うように書く文字も人それ
ぞれ違いますが、ふだん書いている文字と美し
い文字を比べ、自分のクセを発見し、それを修
正することが大切です。文字を美しく書くため
の技術は、美しい字のバランスを学び、丁寧に
繰り返し練習することによって、誰でも上達す
ることができます。
　この機会に、自分の字に自信が持てない方は
その不安が少しでも和らぐように、字を書くこ
とが好きな方には更なる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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臨床検査を講義するにあたって

臨床検査担当　川邊　睦記

　平成30年度より臨床検査の講義を担当します
川邊睦記（かわべむつき）と申します。私は、
平成21年に大学を卒業し、兵庫医科大学歯科口
腔外科学講座に入局しました。入局時の主任教
授である兵庫歯科衛生士学院の学院長を務めて
おられます浦出雅裕先生には大変お世話にな
り、感謝しております。

　平成23年には、兵庫医科大学大学院医学研究
科に入学し、歯科口腔外科学講座と病理学講座
に席を置き、歯周病免疫学を中心とする研究を
行い、学位を修めました。病理学講座では剖
検、臨床病理、実験病理など、広く学ぶ機会を
いただきました。また、他科との共同研究を行
う機会もいただき、口腔外科領域以外の病態を
勉強する機会を与えていただき、とても感謝し
ております。
　兵庫医科大学病院は963床の病床を有する西

宮市武庫川に位置する病院です。岸本裕充主任
教授が率いる歯科口腔外科では、口腔外科処置
はもちろんのこと、周術期口腔ケアにも力を入
れております。平成27年からは、兵庫医科大学
より助教を拝命しております。現在、外来での
兵庫歯科衛生士学院の実習生の教育に注力して
おります。外来実習はもちろんのこと、全身麻
酔下手術の見学を含め、病院歯科の役割につい
ても学べるように心がけております。
　今回、当学院の臨床検査の講義をすること
になりましたが、正直、どんな講義をすべき
か悩みました。教科書に含まれる講義範囲は広
く、それまで学生が勉強してきた臨床医学や基
礎医学の知識をフル活用するような内容です。
また、前任の多田羅猛先生より、昨年度までの
講義内容を教えていただき、とても難しい授業
内容であると感じました。そこで、なるべくわ
かりやすく、実際臨床と結び付けれる様な講義
を目指し、臨床検査を嫌いにならないでほしい
という思いで授業を始めました。実際の症例の
写真などを見てもらい、必要な検査・予想され
る検査結果などを提示していくようなスタイル
で、本年度は授業を行いました。まだまだ改定
の余地を感じましたので、補足する内容を加
え、また端的にまとめるような授業スライドを
準備したいです。来年度からも、口腔領域の病
態を理解するにあたり、検査の必要性を充分に
理解できるような授業を目指し、頑張る所存で
す。

＜講師の抱負・紹介＞

写真　1　：平成30年度医局旅行にて
（京都鉄道博物館）
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看護学を講義するにあたって

看護学担当　大植　由佳

　平成30年度より看護学を担当しております大
植由佳です。私は、兵庫県の県立病院で看護師
として働いた後、今は教育する役割で大学で勤
務しております。
　病院での経験は本当に私の看護師人生にとっ
て、多くのことを学ばせてくれました。新人看
護師として患者さまと関わった時のことを今で
も鮮明に覚えています。同年代の男性患者さま
のプライマリー（受け持ち）ナースとして、退
院後の生活が病院と同じようにできるよう、
ご家族やかかりつけ医の先生と会議をもうけ
ました。今では地域連携システムが整っていま
すが、その頃は何もかもが手さぐりで手作りで
した。退院された時は、本当に嬉しい気持ちで
いっぱいでした。病気の発症後、意思疏通が思
うようにできない状態で、人が生きていくこと
とは人間とは、看護とは、など人間の捉え方や
看護の本質について考える機会となりました。
新人ナースの私に現実の目の前にいらっしゃる
患者さまが、私に多くのことを考えさせてくだ
さいました。
　看護教員はこのような看護とは何かを看護
実践の事象を教材化し伝える、もしくは自分
で気づくように働きかけます。私は看護師　5　年
目のときから実習生の指導をしてきました。看
護学生にとって実習は欠かせない授業です。さ
まざまな状況にある人々が健康増進、疾病予防
に向かうために支援していくことを実践を通し
て学ぶための実習です。そのために実践してい
ることを教材化し、初学者の学生に気づけるよ

う関わっていくことが必要です。教育学の知識
やコミュニケーション能力などを必要とされま
した。臨床実習指導をしていく上で、　3　週間の
実習で　1　人の患者さまを受け持った学生は本当
に多くのことを学び、成長していきました。は
じめは何をして何を話したらよいかも分からな
かった学生が、自分で患者さまの辛さや苦悩を
病態からも理解し、実際に何を必要とされてい
るのか必要な援助を自ら考え、実践できるよう
になっていきました。このような学生の変化を
臨床実習の中で実感すると、教育の楽しさを感
じ、教育することを仕事としたいと考えまし
た。
　その後看護学校の教員となったあと、大学の
教員となりました。看護の魅力や楽しさを学生
へ伝えたいと考えています。現在、医療は多職
種が連携し人々の健康をサポートしています。
そのために看護のみではなく、多職種との連携
ができる能力がそれぞれの専門職に必要となり
ます。そのために専門職間で理解しあうことが
必要です。そのような多職種連携教育（IPE）
のシステムを作っていきたいと考えます。現
在、兵庫大学の地域医療福祉研修センターシ
ミュレーションユニットに所属しています。そ
の活動として、病院を再現したシミュレーショ
ン環境で様々な研修を企画し運営しておりま
す。
　歯科衛生士さんも看護師と共通する部分が多
く、それぞれの役割の理解や連携のための、看
護学の授業をしていきたいと考えます。

＜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　足立　愛子

　平成30年度より専任教員となりました足立と
申します。
　いくつかの歯科医院や病院歯科で勤務した
後、ご縁があり本年度より兵庫県歯科医師会附
属兵庫歯科衛生士学院で勤務させていただくこ
とになりました。
　副担任として　1　年生を担当させていただき、
初々しい希望にみちた学生たちの姿を見ている
と自分の学生時代の事を思い出すことが多くな
りました。
　思い返すと高校卒業後歯科衛生士になりたい
という強い思いを胸に専門学校に入学し、毎日
のように初めて聞く言葉や初めて触れる器具に
困惑し新しい事を学ぶことの喜びを感じながら
も、日々のカリキュラムやレポートに追われ慌
ただしく学生生活を過ごしていました。そうし
てあっという間に　2　年が過ぎ一人前になった気
で初めて職場で勤務したとき、自分が歯科衛生
士としていかに未熟であるかを思い知らされる
ことになりました。
　歯科衛生士は人と密に関わっていく仕事で
す。患者様は千差万別、その方にあった指導や
心を開いてもらうためのコミュニケーションを
常に図り、探っていかなければなりません。毎
日が勉強で正解を求め考える日々は、卒業当初
から歯科衛生士として10年以上のキャリアを積
んだ今でも全く変わりません。そして、そのよ
うな真摯な思いが患者様に伝わり自分の熱意が
届いたときこそ歯科衛生士の喜びにつながって
いると実感しています。
　このような歯科衛生士として充実した日々
を過ごすことができるのは、思い返せば学生

時代に学んだ基礎と日々の鍛練のお陰であると
感じています。振り返ってみると学生時代に学
んだたくさんのことは何ひとつとして無駄では
なく、全てが歯科衛生士としての自分をカタチ
作っている元となっています。
　今、学生たちは歯科衛生士としての未来のた
め、座学に実習に日々新しい事を学んでいま
す。一人ひとり、個性もあり年齢層や考え方も
それぞれですが、未来への思いはみんな同じで
あり日々成長しています。そのような希望に満
ちた毎日が学生にとって、より充実しそしてよ
り学び多きものにすることが専任教員となった
私の責任であり望みです。
　学生が歯科衛生士として従事することの喜
び、日々学びを得ることの楽しさを歯科衛生
士の先輩として、そして専任教員として多くの
学生たちに伝えていくことが自分の喜びにも繋
がっていると感じ、自分自身も先輩方や学生か
ら学びながら関わっていきたいと思っていま
す。そして学生達が歯科衛生士として社会に出
たときに、私と同じように学生生活で学び得た
ものはとても有意義なものであったと感じても
らえればと強く願っています。
　近年歯科に対する関心が高まってきたことに
より、また超高齢社会も伴って歯科衛生士も
様々な働き方が選択できるようになりました。
歯科診療室のみならず高齢者施設や在宅、また
企業や学校等の教育の現場でも歯科衛生士が活
躍しています。私は歯科衛生士として、そして
専任教員として今後もこの活躍の場がもっと広
がり、いきいきと働く歯科衛生士が増えるお手
伝いができればと思っています。

＜専任教員＞
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平成30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　肥塚　美奈子

　平成30年度臨床実習指導歯科衛生士打合せ会
を　5　月10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48機関、矯正歯科医院
12機関となり、そのうち49名の指導歯科衛生士
の方にご出席していただきました。
　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　．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備え、学内で行ってい
る各科目の総まとめ実習を iPad を用いてご紹
介させていただきました。この中では、昨年度
卒業した46回生の臨床実習の感想、そして今年
度お世話になる47回生に臨床実習本実習で学び
たいこと、実習させていただきたいことを事前
にアンケートを実施し、病院・保健センター・
開業歯科医院などに分け、ご紹介させていただ
きました。この内容は、多くの指導歯科衛生士
の方が熱心にご覧になり、メモを取っていらっ
しゃる方もいました。
　情報交換の時間には、協議で要点のみの説明
であった臨床実習概要をより詳しく説明させて
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では、　1　．各施設の実
習内容について　　2　．学生対応で困った点につ
いて意見が交わされ、最後にグループ毎に発表

していただき、出席者全員で情報を共有しまし
た。
　各施設の実習内容については、「インプラン
ト・訪問診療など様々な診療の見学やアシス
タント」「院内勉強会への参加」「休憩中に相互
実習を実施し、歯科衛生士の合格がいただけれ
ば、簡単な実習を実践」などがありました。さ
らに学生のレベルや成長の度合いに合わせた実
習カリキュラムを組んでくださるなど、各実習
先で様々な工夫をしてくださっていました。
続いて学生対応で困った点では、「忘れ物が多
い」「レポート提出時に見直しがない」「積極性
がない」「清潔不潔の区別ができない」などと
いうご意見をいただきました。私たち教員も考
えさせられるご意見やご助言で、今後の学内指
導へ大いに参考にさせていただきたいと思いま
した。
　実習をお引き受けくださっている先生方、指
導歯科衛生士の方々にはお忙しい診療の中、学
生指導にご尽力くださり深く感謝致しておりま
す。ご負担をおかけしながらの学生指導とは存
じますが、臨床現場での学びで、学生は大きく
成長して学院に戻って参ります。そしてこの経
験は、国家試験に合格し、ライセンスを取得し
た後の歯科衛生士の歩みの礎となり、さらな
る成長へと繋がるはずです。私たち教員も見直
すべきところを見極め、学生としっかり向き合
い、来年度も実りのある実習となるよう努力し
て参りたいと思います。

＜専任教員＞
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　この度、成績優秀賞をいただくことができ、
学生生活を送れるようサポートしてくださった
すべての皆様に感謝しています。
　私は、入学前まで看護師として従事していま
した。その際、看護師として歯科に携わり予防
の大切さを実感しました。そこで、もっと自分
の引き出しを増やすためには、歯科衛生士の資
格が取れたらいいなと何年も前から頭の片隅に
はありましたが、仕事や家庭のことを考えると　
3　年間も自分の時間を持つことはとても贅沢な
ことだと思っていました。
　このような私が受験を決心したきっかけは、
上の娘が大学受験を迎えたことです。「勉強し
なさい。」と口でいうより親も努力している姿
を見せることで、大学受験だけが全てではな
く、やる気があればいくらでもいろんな方法で
チャレンジする道はあるということをわかって
もらいたかったからです。
　入学後は、クラスメートの多くが娘と同じ年
齢だったので、毎日授業参観に来ているような
感じで90分間の座学になかなか慣れませんでし
た。しかし、　1　年次の研修旅行のレクリエー
ションで、イントロクイズを私でも答えられる
ように、80年代のヒットソングを教員の先生と
相談して考えてもらうなど、娘世代の若いクラ
スメートの温かい心配りのおかげで、クラスに
も慣れることができました。
　本学院の授業では iPad が導入され、視覚的
に理解できるように教材が工夫されています。
新しいことはわかったつもりでもすぐ忘れてし
まい、覚えるのに時間も掛かって情けなく思う
ことも多いですが、ここでの学びを単位試験や
国家試験のためだけでなく、臨床に出てから科
学的なアプローチができる歯科衛生士になるた
めに、しっかりと復習し、系統立てて考えてい
けるようになりたいと思っています。また、専
任教員の先生方には、授業だけでなく放課後に

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48回生

西田　真樹

シックルやキュレットの手技を何度も教えてい
ただいたり、セメントの練和テストに向けてた
くさんの器材を準備して練習する機会を設けて
いただいたりしました。国家試験対策では、合
格するための勉強方法や国家試験前日には全員
で宿泊する体制など、私の学生時代では、自己
責任でしなければいけなかったことをサポート
していただけます。このような至れり尽くせり
の中で勉強できる環境をとてもありがたく思い
ます。
　人生100年時代といわれ政府もリカレント教
育を推進しています。医療の進歩は目覚まし
く、学校で習ったことが現場では通用しないこ
ともあります。医療人としてキャリアを構築し
ていくために再度学びの場をいただけてとても
幸運でした。だからこそ娘と同世代の皆さんが
キャリアを積まれる中で、「そういえば、こん
な人もいたな。私も何か新しいことにチャレン
ジしてみようかな。」と思い出してもらえるよ
うな存在でいたいと思います。
　そのためにも、これからの学院生活において
は、臨床実習本実習に出る前に、専門知識と手
技の習得ができるようにさらに努力していきた
いと思います。
　そして、卒業後は、各医療分野で活躍してい
る同級生と協力し、医科歯科連携の一端を担え
る歯科衛生士になりたいです。

＜学生＞
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　今年度の学業奨励制度では成績優秀賞をいた
だくことができました。日々の課題に追われ、
なんとか凌いできたというのが実情ですが、こ
のような結果になり大変嬉しく思います。私は
歯科医院で就職後、結婚し、義父が兵庫県歯科
医師会会員のため推薦してもらい当学院に入学
しました。学院での生活が始まるまでは、私と
比べ10歳年下である同級生たちの中でやってい
けるかとても不安でした。しかし全員が同じ目
標を持ち入学してきた者同士であることや、社
会人経験後の入学者も多く、友人もでき一緒に
ここまでやってくることができました。
　　1　年次は、基礎科目が多くどのように勉強す
ればいいのかがわかりませんでした。科目数が
増えるにつれて家事と、学業を両立する事も難
しくなり学年主任の肥塚先生に相談する事もあ
りました。　2　年次には、臨床科目が増えたこと
で勉強が楽しくなりました。その勉強方法とし
て、私は長文を暗記することが苦手なので、
キーワードを覚えていき、それを繋いでいくと
いう覚え方をしたり、その日の授業の内容を夕
食時に家族に話すことで記憶を定着させるよう
心掛けました。通学時の電車内では、片道30分
車内で国家試験の過去の問題を解いたりしてい
ました。
　また入学時に購入した iPad は、大変有用で
した。それは、①スケーラーの操作方法や挿入
角度など動画を見ることができることです。夏
休みに自宅でスケーリングの練習をする時に、
質問できる先生がいない中で、確認しながら練
習することができました。②授業のスライドを
後で見ることができることです。復習すること
ができるため、授業中は先生の話を集中して聞
くことができます。③発表のスライドを作れる
ようになったことです。今まで、プレゼンテー

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

佐藤　ゆかり

ションソフトを使ったことがなかったので、授
業で症例発表の練習をしたことが大変勉強にな
りました。将来、勉強会での発表や患者さんへ
のコンサルティング時に使いたいと思います。
今後も iPad を利用して勉強を進めていきたい
と思います。
　私は以前就職していた歯科医院では主に受
付業務を行っていました。受付では、患者さ
んが先生にはなかなか言えない不安や不満、希
望をたくさん教えてくださいました。私も患者
としては幼少期に歯科医院の匂いや音、雰囲気
がとても怖く、できるだけ歯科医院には近づき
たくないと思っており共感できる部分もありま
した。しかし、専門知識を少し学ぶと早期に治
療をしたり、自分に合ったセルフケアの方法を
身に付けることで、予防できることを知りまし
た。そして、嫌だから歯科医院から足が遠のく
ことはデメリットが大きいことに気づきまし
た。それを患者さんに伝えようと思いました
が、その時は専門的な知識に乏しく論理的に上
手く説明できませんでした。歯科衛生士になろ
うと思った理由の　1　つとして、さらに専門知識
を勉強し、口腔の機能の多さや大切さを患者さ
んにわかりやすく説明することで、お口の健康
に関して悩みをもつ人が少なくなればいいと
思ったからです。
　学院での生活も残すところあと僅かになりま
したが、各臨床実習や国家試験の勉強など努力
しなければならないことはまだあります。です
が、私たち47回生は　1　年次より、全員で頑張っ
てきました。これからも、それぞれ自分の目指
す歯科衛生士になれるよう日々考え過ごし、47
回生全員が国家試験に合格できるよう頑張って
いきたいです。
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　新しい制服に身を包み、清々しい気持ちで入
学式を迎えてから　4　ヶ月が経ちました。初めは
慣れない学校生活に不安もありましたが、新し
い仲間と出会い、専門的な知識が増え、少しず
つ夢に近づいていくことを楽しく感じています｡
　私は姉が歯科衛生士としていきいきと働いて
いる姿を見て、歯科衛生士という仕事はやりが
いがあり人のお役に立てる職種であると身近に
感じることができたため歯科衛生士になりたい
と思いました。姉からは、学院は先生方が熱心
で親身になって指導してくださる為、今までで　
1　番充実した学生生活であったとアドバイスを
もらい、私は歯科衛生士になるために兵庫県歯
科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に入学するこ
とを決めました。
　入学式では宣誓をさせていただきました。私
は人前で話しをすることが苦手で、とてもあ
がり症なのでうまく言えるか心配していまし
たが、滅多にできない経験であると感じ引き受
けさせていただきました。式台に上がる時は足
がガタガタと震えていましたが、宣誓をさせて
いただいたおかげでこれからの学校生活を頑張
ろうと改めて思うことができました。またクラ
スの総代にも選んでいただき、授業前後の号令
や、クラスの意見をまとめるなど、人の前で話
す機会が増えました。これまでまとめ役などを
行ったことがなかったので自分に務まるか不安
でしたが、副総代と協力してクラスをまとめら
れるように頑張っています。総代に選ばれたこ
とによってクラスの友達と話す機会が増えたの
でクラスにもすぐに馴染むことができました。
　入学してからの生活は、慣れない90分間の授
業についていけるのか心配でした。今まで学ん
できた英語や数学ではなく、専門的な授業ばか
りで聞き慣れない専門用語に初めは戸惑いまし
たが慣れていくに従い医療人に一歩近づいたよ
うで嬉しかったです。兵庫県歯科医師会附属兵
庫歯科衛生士学院では専門的な教科だけでなく
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メイク法やペン習字など医療人として、社会人
として必要な一般教養も学ぶことができます。
歯科の知識だけではなく社会のルールや礼儀を
学ぶことができて嬉しいです。
　　1　年生の口腔内を　3　年生に見てもらう、　3　年
生指導は入学して初めての実習でした。先輩方
と触れ合う初めての機会で緊張していましたが
ペアの先輩に優しく接していただき、丁寧に説
明してくださったので安心して患者役になるこ
とができました。まだ入学して間もない時期で
したが、先輩が私にも分かりやすい言葉で施術
内容やブラッシング指導をしてくださったので
理解しやすく、患者さんの気持ちに立つことの
できるとても良い機会になりました。患者さん
を安心させるための日常会話や体調を気遣った
声かけをおこないながらコミュニケーションを
取ることの重要さも患者役を通して気付くこと
ができました。私も　2　年後、先輩のように頼り
甲斐のある歯科衛生士に近づけるよう、日々努
力したいと思います。
 　学院の先生方は優しく丁寧に、できないこ
とはできるようになるまで指導を続けてくださ
るのでとても信頼しています。何よりも同じ目
標を持った仲間に出会い、お互いに切磋琢磨し
ながら歯科衛生士になるため努力することがで
きて良かったです。これからも国家試験に合格
できるよう日々の授業を大切にし、自分の目指
す歯科衛生士になるために頑張ります。
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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。新しい生活にも
慣れ、あっという間に過ぎていったように感じ
ます。
　私が歯科衛生士を目指そうと思ったきっかけ
は、小学生の頃から通っている歯科医院でいつ
もお世話になっている歯科衛生士の方に憧れた
ことです。自分も歯に携わる仕事がしたいと思
うようになり、入学を決めました。入学してか
らは専門用語が並んだ沢山の教本に圧倒され、
授業についていけるのか、友達ができるか、な
ど多くの不安がありました。
　そんな中クラス役員選出が行われ、私は友人
と衛生自治委員に立候補しました。衛生自治委
員の仕事は、合同レクリエーションの企画と進
行です。立候補した理由は、自分たちで企画し
た合同レクリエーションを通して少しでも多く
の人と関わって仲良くなりたいと思ったからで
す。実際、忙しい学校生活の中で衛生自治委
員　4　人が集まって企画を進めることはとても大
変でした。合同レクリエーションを企画するに
あたり、当日の昼食選び、ゲーム内容の決定、
ゲームの景品の買い出しをしなければなりませ
ん。昼食を決めるときは、80人全員にアレル
ギーの有無のチェックをして全員が食べられる
物と配達が可能なお店を選びました。ゲームは
全員が参加できて盛り上がるゲームを企画し、
予算を考えながら景品の買い出しに行きまし
た。限られた時間の中でいちから全て自分たち
で考えることは初めてだったため戸惑うことも
ありましたが、　4　人協力して行動することがで
きたので良かったと思います。
　当日のレクリエーションは昼食から始まりま
す。ＡクラスとＢクラス合同で、　5　〜　6　人の班
を作って食べました。中には、初めて話す子も
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いて最初はぎこちない雰囲気でしたが、みんな
同じ夢をもっている仲間なのですぐに打ち解け
ることができました。次にビンゴゲームをしま
した。ビンゴの人が増えていくたびに盛り上が
り、手分けして集めた景品も喜んでもらえて良
かったです。その後はイントロクイズをしまし
た。早押しのボタンを用意できなかったので、
風船で代用しました。クイズに正解してポイ
ントが入るとハイタッチなどをして、一気に距
離が縮まり仲良くなった気がします。始まるま
では盛り上がるか不安でしたが、あっという間
に賑やかになり、みんなが手を叩いて笑ってい
る姿を見ることができて、とても嬉しかったで
す。
　合同レクリエーションを終えた後「楽しかっ
た」「景品が可愛かった」などの声を聞き、大
きな達成感を感じました。短い時間の中で企画
することはとても大変でしたが、衛生自治委員
の　4　人で協力して最後までやりきることがで
きて本当に良かったです。衛生自治委員に立候
補し、とても貴重な体験をさせていただきまし
た。私自身も成長できたと思います。これから
も、合同レクリエーションを通して結ばれた団
結力を生かし、49回生全員で支え合い、立派な
歯科衛生士を目指していきたいです。
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　入学してきたばかりで、まだ何も分らない状
態で入学をした私はいきなり実習があると聞
き、驚き、不安になりました。先輩とも話した
ことがなかった為、上手くコミュニケーション
がとれるか心配でもありました。実習帳が配ら
れ中を見ると記入するところがたくさんあり、
同時に今回の実習目標を記入しました。それは
一般目標と行動目標に分かれており、どちらも
分りやすい目標だったがそれを実践するのはと
ても難しそうでした。まず一般目標は患者役を
通じて計画的な施術、指導方法の必要性を認識
する。そして行動目標は①　3　年生の対応からコ
ミュニケーションの大切さを感じる。②計画的
な施術、指導方法を体験する。③個々に応じた
施術、指導法を学ぶ。④患者役を通じて患者接
遇を学ぶ。以上の　4　つでした。実習は　1　年生と　
3　年生がペアになり、計　4　名で行う実習です。
私のペアは同じクラスの初めに仲良くなった長
田聖来さんでした。今思うとあの時長田さんと
ペアだったおかげで余計な緊張もとけ、先輩と
も焦らず話すことができたように思います。実
習当日は、先輩が私たち　1　年生のことを迎えに
きてくれ、丁寧にチェアまで案内してくれまし
た。実習は　1　日に　2　回に分けて行うもので私は
初め長田さんが施術を受けているのを見学させ
ていただきました。あとから思い出すことがで
きるよう、細かいことまで必死に気づいたこと
をメモしながら見学しました。長田さんを施術
していた先輩はとても優しく、何も分からない
私たちにも理解できるよう、専門用語を使用せ
ずに、しっかりと説明してくれました。特に気
づいたのは目です。先輩の目はいつも長田さん
の目を見ていて長田さんも自ら自分のことを話
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していました。問診の時にはマスクをとって患
者の目を見ながら話すことによって患者が自分
から話しやすい環境を作っているのだとわか
り、先輩の気遣いや歯科衛生士としての患者接
遇を学ばせていただきました。施術中も「痛
くないですか？」や「気になる所はないです
か？」など、声かけをしていて、私もそんな患
者配慮のできる歯科衛生士になりたいと感じま
した。次に私が施術を受ける際は少し緊張しま
したが、見学したこともあり、大体の流れはわ
かっていたので不安にはなりませんでした。私
が問診を受けている時もやはり先輩はしっかり
と目を見てくれていました。そして私が話す度
に頷いてくれ、話しやすい環境を作ってくださ
いました。施術中少し痛い時がありましたが先
輩が何度も声掛けをしてくれたおかげで痛いと
いうのを伝えることができ、その後は優しく施
術してくれたので痛いと感じることはありませ
んでした。やはり患者から言いにくいことも歯
科衛生士から声をかけることによって言いやす
い雰囲気を作ることができるのだと身をもって
理解することができました。私が　3　年生になっ
た時は先輩のように　1　年生の目を見て話し、自
分から声をかけ
て患者の不安を
取り除いていけ
るようになりた
いと思います。
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　私たち49回生は、平成30年12月19日に日帰り
の研修旅行で京都府にある株式会社モリタ製作
所とホテル平安の森京都、舞扇堂祗園店へ行き
ました。当日は湊川神社で集合し出発しまし
た。バスの中では友達と会話を楽しみ、現地に
着くまでワクワクした気持ちでした。
　午前中には、株式会社モリタ製作所へ行きま
した。始めに、モリタ内の工場で製作されてい
る製品等を紹介しているビデオを見せていただ
き株式会社モリタ製作所ではどのような工程で
製品を製作されているのかを学ぶことができま
した。その後工場と歴史館を見学させていただ
きました。そこでは、Ｘ線写真撮影の機械や
チェアユニットの最新の機能についての操作方
法をお聞きして、実際に触らせていただくこと
ができました。最新機能のチェアユニットでは
マイクロスコープがついており術者や歯科衛生
士、患者さんが診療環境をより良く快適になる
よう考えられていたり、洗口場へ直接持ってい
けるようにキャビネットが上からつるされてい
るなど、さまざまな工夫をされていました。エ
アタービン・コントラアングルハンドピースに
ついては日々改善を重ね製作されており、実際
に臨床現場をイメージして練習を行えるように
「話すロボット」を置き、シュミレーションを
行った映像を録画して、後から学べるように作
られていました。そういった一つ一つの製品を
職人さんによって丁寧に確認され作られている
様子を見学させていただき、とても勉強になり
ました。また、歴史館を見学させていただくこ
とで初期から現在のチェアユニットの構造、X
線撮影の機械の構造を目で見て確認することが
できました。工場内では気づいた点や問題点を
グラフにして壁に貼っており、さらにより良く
快適な製品を製作できるようにされていること
はすごく大切だなと思いました。
　昼食は場所を移動し、ホテルの平安の森京都
にて懐石料理をいただきました。前菜からデ
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ザートまでのお料理がたくさん出てきたので凄
く驚きました。食事の際にはお箸の持ち方を始
めお茶碗の持ち方、それぞれ出てきた料理の食
べ方のマナーをわかりやすく教えてくださいま
した。初めて懐石料理をいただいたので一つ一
つの料理に興味津々でじっくりと味わえること
ができ、とても幸せな時間でした。昼食後のレ
クリエーションでは研修旅行委員で準備をした
ゲームを行いました。ジェスチャーゲームをし
て学年全員で楽しむことができました。
　ゲームを行った後には舞扇堂へ移動し、扇子
の絵付け体験をさせていただきました。沢山の
色を使って、それぞれが個性の溢れる扇子を作
ることができたと思います。
　帰りのバスの中では、ゲームの景品として京
都の可愛らしいピンセットを配りました。みん
なが笑っている姿を見ることができ、ゲーム楽
しかったよと声をかけてもらうことができたの
でとても嬉しく思いました。そして事前準備か
ら学院の先生方に助けていただき、旅行会社の
方には旅行をはじめ、景品まで用意していただ
いて大変お世話になりました。振り返ってみる
とあっという間に過ぎた時間でしたが、クラス
だけでなく学年全員が今まで以上に仲を深める
ことができ49回生との思い出が増えた良い研修
会になりました。
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　私たち48回生は、平成29年　6　月23日に研修旅
行で京都府にある株式会社モリタ製作所と、松
井別館花かんざしで京会席のテーブルマナーを
学びに行きました。神戸を出発して京都までの
バスの車内では、同じ目標を持つたくさんの友
達といろんな話をして、とても楽しく過ごしま
した。
　午前中に株式会社モリタ製作所に到着し、班
に分かれて工場・最新の機器がある展示室・資
料室を見学させていただきました。私たちは始
めに工場を見学させていただきました。広い工
場内では、それぞれの建物やフロアーでエア
タービンなどの器材や歯科用チェアなどが製造
されていました。特に歯科用チェアは　1　日に数
台しか製造できないことをお聞きし、とても時
間をかけて丁寧に製造されているのだと思い大
切に取り扱わなければいけないと思いました。
さらに、工場内では機械によって製造された製
品を最終的には技術者の手によって一つ一つ確
認されており、驚きとともに、とても心が込め
られていることを感じました。また、整理整頓
され、日々の作業効率や目標などの表やグラ
フが壁に貼られた工場内は、従業員のモチベー
ションを上げ、効率よく作業が行えるように視
える化が図られていました。これらは、私も在
学中から歯科衛生士になってからも常に目標を
もって取り組むために必要なことではないかと
思いました。次に、医療機器を展示している建
物に移動しました。そこでは、初めて見る最新
の医療機器や歯科用チェアなどがたくさん展示
されていました。その中で私が　1　番印象に残っ
ているのは、シムロイドという歯科教育用患者
ロボットです。シムロイドは、本物の患者さん
のように動き、口角を引っ張ると「痛い」など
と言って反応し、瞬きもするリアルなロボット
で、とても興味深く見学させていただきまし
た。資料室では、昭和初期から現代に至るまで

　1　年次研修旅行を終えて

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48回生

山中　　舞

の歴代の歯科用チェアが置かれており、座位型
チェアや切削器具が滑車で繋がったタービンな
ど現代に至るまでの歴史や技術の進歩を時代を
追って楽しく見学させていただきました。株式
会社モリタ製作所では、普段見ることのできな
いものを近くで見学する貴重な体験をさせてい
ただき、歯科衛生士に対するモチベーションが
向上し、とても勉強になりました。
　昼食は場所を移動して、松井別館花かんざし
にて京会席をいただきました。テーブルマナー
として、料理をいただく際のお箸やお椀の持ち
方、食べ方など若女将が丁寧に教えてください
ました。器や飾り付けも京都らしく季節に合わ
せた食材を使用されており、味も見た目も美し
くて感動しました。昼食後には、研修旅行委員
で準備したレクリエーションでイントロクイズ
を行いました。イントロクイズは学生全員が楽
しめるようにさまざまな年代やジャンルの曲を
選びました。また、景品は全員に当たるように
考えたため、とても盛り上がったので、たくさ
ん事前準備してきて良かったと達成感を感じま
した。
　この京都の研修旅行を通じて、モチベーショ
ンが向上し勉強になっただけでなく、クラスを
越えて学年の仲も深まり有意義な時間を過ごす
ことができました。
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　私たち48回生は、11月13・14日にディズニー
シーへ　1　泊　2　日の研修旅行に行ってきました。
　研修旅行前には研修旅行委員　6　人で集まりし
おりを作ったり、ゲームの内容を考えたり、
ゲームの景品の買い出し、参加賞のラッピング
などＡクラスＢクラスで分担して準備を進めて
いきました。
　研修旅行　1　日目は、新幹線で研修旅行委員
が選んだお弁当を食べ、まずディズニーアン
バサダーでディズニーアカデミーの研修を受け
ました。ディズニーで働いている方から、テー
ブルのメンバーで話し合いながらたくさんのお
話を聞かせていただきました。お話を聞いてゲ
ストが来た時の挨拶や笑顔などが大事なこと、
ゲストに楽しんでもらうためにどのような工夫
をしているかなどを学ぶことができました。相
手が今何に困っているか、求めているかなど自
分から積極的に声をかけたりすることが大事だ
ということもわかりました。お話を聞いた後は
みんなが楽しみにしていたディズニーシーに行
き、班に分かれて夜まで素敵な時間を過ごしま
した。アトラクションを周っているときに同じ
クラスの子にもたくさん出会い、おそろいの服
やカチューシャをつけたりしてみんなそれぞれ
ディズニーシーを楽しんでいました。ディズ
ニーシーを楽しんだ後はサンルートプラザ東京
に泊まり無事　1　日目を終えることができまし
た。
　研修旅行　2　日目は、GC 研修会に行きまし
た。GC ではまずセメントの練和方法について
教えていただきその後に私たちも実際に練和さ
せていただきました。また館内見学をし、セメ
ントや歯ブラシ、スケーラー、チェアーなどい
ろんな器具や機材を見させていただき、なかな
か見られないものも多く、とても勉強になりま
した。見学をしていてデンタルチェアーにマッ
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サージ機能が付いていたり、最新のものが見ら
れてとても興味深かったです。最後にルシェロ
ホワイトの体験もさせていただきずっと気に
なっていた商品だったのでいい体験ができまし
た。この GC 研修会で将来歯科衛生士になる上
で必要なことを学ぶことができました。
　そして、お昼はホテル椿山荘でテーブルマ
ナー講座を受けました。ホテルの方が　1　つ　1　つ
丁寧に食べ方や服装についてなど教えてくださ
りました。テーブルマナーについては普段の生
活ではなかなか学ぶことができないのでとても
いい機会に勉強することができ将来生かしてい
けたらと思いました。食事をした後は、研修旅
行委員でレクリエーションをしました。ジェス
チャーゲームをする予定が時間の都合上じゃん
けん大会になってしまったのですが素敵な景品
も用意していたのでみんなで楽しくゲームする
ことができました。レクリエーションのあとに
は11月が誕生日だった子にサプライズでお祝い
をしました。みんなすごく喜んでくれていて私
までとても嬉しい気持ちになりました。
　この研修旅行を通して、学年全員の仲がより
一層深めることができたと思います。　1　泊　2　日
すごく幸せで充実した時間を過ごせて最後の学
生生活良い思い出づくりができました。
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　平成30年10月　6　日・　7　日に第70回近畿北陸地
区歯科医学大会とポートピアデンタルショーが
開催されました。会場に行ってみると会館の外
には屋台や飲食ができるスペースがあり、参加
した方同士で会話をし、交流しているのをみて
学会のイメージからくる緊張が良い意味で少し
ほぐれました。
　まず私はデンタルショーに参加しました。多
くのブースがあり、その他にも抽選会などが
あってたくさんの人で賑わっていました。色々
なブースを歩きながら見回って、興味関心を引
かれる展示品を見る面白さや楽しさ、勉強にも
なり、参加している方同士で交流もできるデン
タルショーの雰囲気を知ることができました。
今回私は実際にブースを出している方に商品説
明をしていただきました。歯ブラシとキシリ
トール100％のガムやタブレットなどの食べ物
をいただき試食もさせていただきました。その
商品のことをより詳しく知っている方から直接
説明を聞くことや、自分自身が体験することで
より情報が頭に入ってきやすいだけでなく正確
なものになり、理解を深めることができると感
じました。患者さんに勧めるにあたり、施術に
使う材料の説明をする時にこうして得た情報が
とても役に立つと思いました。
　次に近畿北陸地区歯科医学大会の特別講演の
昼からの講演を聞きました。ここでは　3　人の先
生方の、歯周治療の変化や歯科衛生士に身近な
メインテナンスについて、歯周組織再生療法に
ついての講演を聞きました。学生の私からする
と少し難しいと感じる事もありましたが、習っ
た知識と結びついてより理解が深まったり、新
しい知識を得ることもできました。将来歯科衛

第70回近畿北陸地区歯科医学大会に参加して
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生士になり、勉強するために講演に参加したら
このような感じなのかと模擬体験が少しだけで
きました。この講演を通して様々な人の意見や
考え方、その人が持っている知識や新しい情報
を聞いて更に向上することができるように、こ
のような講演などに行って勉強することは大切
だと感じました。
　大会やデンタルショーで学ぶというのは教科
書とはまた違い、人と関わったり自分の五感で
体験して学べる場であったので新鮮でした。企
業に勤めている方など少し違う職種の方との交
流などもありそうだと感じ、そういった意味で
も参加することは自分の将来の視野を広げるう
えでいい機会だと感じました。
　今回この大会に参加することで、歯科衛生士
になった時に情報収集をする場の　1　つとしてこ
ういうものがあり、それがどのような雰囲気な
のか、どのようなものなのか、参加する意味を
先取って知れたと思います。そのため将来こう
いう機会があれば率先して参加し、自分の知識
の向上に役立てていこうと思いました。また、
情報は年月が経つにつれ新しいのが出て、変化
していくのでより参加する大切さを感じつつ、
今回の体験から次に参加するのが楽しみです。
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　　2　年生の　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。私は歯科医院でのアル
バイト経験が無く、初めての臨床の場であった
ため不安でした。初めから分からない事は沢山
ありましたが、院長先生や歯科衛生士の方々が
私の質問に優しく答えてくださったので、質問
することへの不安が無くなり徐々に積極的に行
動ができるようになりました。
　最初の方は見学しながらメモをとるだけでも
精一杯でした。特に診療の流れをメモする際、
器具のほとんどの名前と、どういった施術を行
なっているのかが分からなくて困りました。し
かし院長先生や歯科衛生士の方は忙しい中でも
気に掛けてくださり、丁寧に教えてくださった
ので少しずつ覚えられました。また、器具の写
真と名称の載ったファイルを見させていただ
き、どんな施術に使われる器具なのかを一緒に
覚えるのも大切なことだと教えていただきまし
た。
　実習先の医院では主に院長先生の施術室が　1　
階で歯科衛生士の方が定期的な口腔衛生指導を
する部屋が　2　階に分かれていました。そのた
め、一緒に実習に行っているペアと分担し、交
互に見学や補助につかせていただくことになり
ました。その階では、　1　人ということもあり責
任感が高まり緊張しましたが、施術中は施術一
点に集中する事ができました。分からなかった
ことはお昼休みの時間に患者さんのカルテを確
認したり、使用していた器具のスケッチなどを
して補いました。
　日が経つごとに拭掃や基本セットの準備、片
付け、日によってはセメントの練和や印象の練
和もさせていただくようになりました。実習の
後半では空いた時間にライティングやバキュー
ムでの吸引、器具のパスなどの補助の練習をさ
せていただいたりと、本当に沢山の事を実習さ

プレ臨床実習で学んだこと
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せていただきました。なかでも私が　1　番緊張し
た診療補助はバキュームです。実際に患者さん
の口腔内に触れる事なので、最初は手が震えま
した。正確に、痛くないように、とばかり意識
していたため院長先生の施術の邪魔になってい
たことが後からわかりました。空いた時間にラ
イティングとバキュームのご指導をしていただ
き、それからは歯科衛生士の方の補助につく際
も患者配慮だけでなく術者への配慮も意識する
事ができました。
　また、歯科衛生士の方が行うメインテナンス
を見学させていただいたことで、患者さんとの
コミュニケーションの取り方や声かけの方法を
学ぶことができました。来院される患者さんは
年齢層が幅広く、ゴルフや社会情勢などの話題
から、アニメの話題など、　1　人　1　人に合った対
応をされており、とても勉強になりました。多
くの患者さんは表情が柔らかく、リラックスさ
れていて驚きました。それは歯科衛生士の方が
築き上げた信頼関係によるものなのだと思いま
す。私もそんな風に信頼される歯科衛生士にな
りたいと思いました。
　チェアに座るのも怖くて泣いてしまうような
小さな子供には、沢山励まして褒めることを繰
り返されており、私も一緒にどんなに泣いても
諦めず声かけを続け励ましました。最後には
しっかりチェアに座って口を開けてくれたこと
がとても嬉しかったです。根気良く患者さんと
向き合い、寄り添うことの大切さを実感させて
いただきました。
　10日間の実習を通して、器具の名称や患者配
慮の大切さなど、様々なことを学びました。理
想の歯科衛生士像も改めて認識できた貴重な経
験でした。来年は成長した姿をお見せできるよ
う、日々の学校生活での勉強や実習を頑張って
いきたいです。
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　私は　4　月10日から10日間、姫路市のかなざわ
歯科クリニックにプレ臨床実習に行かせていた
だきました。実習前は始めての臨床実習という
こともあり、実習先の方々にご迷惑をかけてし
まわないかとても不安でしたが学校の授業では
まだ学んでいないことも実際に臨床の場で沢山
学ぶことができました。
　かなざわ歯科クリニックでは、若年の方や高
齢の方など幅広い年齢層の患者さんが来院され
ており、予防やメインテナンスに力を入れてお
られました。
　実習の最初は診療の流れや必要な器具をメモ
したり、治療を見学することが精一杯で患者さ
ん一人一人の様子や表情を見る余裕もありませ
んでした。院長先生や歯科衛生士の患者さんへ
の対応が見れておらず、戸惑う部分もありまし
た。
　日が経つごとに歯周基本検査や SRP の記録
をさせていただきました。口腔扁平苔癬や口
腔カンジダ症を患っておられる患者さんのバ
キュームの吸引をさせていただく機会もありま
した。その場合の患者配慮や注意点なども歯科
衛生士や歯科助手の方が一緒についてくださ
り、分からない部分も優しく指導して下さいま
した。
　診療の流れを理解できるようになると、院長
先生が診断された病名の治療にどの材料が必要
か、どの器具を準備すれば治療がスムーズに行
えるかを考えて用意することができるようにな
りました。どのような向きで器具をパスすれば
院長先生が一番受け取りやすいかを考えすぎて
しまい、患者さんの顔付近でパスをしてしまっ
た時に、院長先生から「頭の上か胸のところで

プレ臨床実習を終えて
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パスしないと患者さまに不快感を与えてしまっ
たり傷つけてしまう」と指導を受け、治療のス
ピードも大切ですが、患者配慮がとても大切だ
と改めて実感しました。
　実習期間中は午前診と午後診でわけて、メイ
ンテナンスと歯科治療を見学させていただきま
した。その中でも特に印象的だったことは、自
分自身の口腔に関心が高い方が多かったことで
す。メインテナンスで来院される患者さんの多
くが高齢の方々で8020を既に達成されている方
もいれば達成する可能性が高い方が沢山おられ
ることに驚きました。歯科衛生士の方は患者さ
ん一人一人の口腔内に合わせた歯ブラシや歯磨
剤を提案したり、ブラッシング指導をされてい
ました。また性格や生活背景も含め患者さんに
寄り添い保健指導をされていてモチベーション
の向上に繋げていくのも歯科衛生士の役割であ
ると実感しました。帰られる患者さんの表情が
明るくなり「ありがとう！」と言われる歯科衛
生士の仕事にもやりがいを感じました。
　また全身疾患やその服用薬の副作用、禁忌な
ど予習していましたが、実際にそんな患者さん
が来院されても副作用や注意点が出てこない自
分自身の知識不足を反省しました。
　プレ臨床実習は10日間という短い期間でした
が、臨床の場でしか見ることができないことも
沢山見学することができ、とても実りのある実
習となりました。今回の実習の反省点を踏まえ　
3　年生の本実習では今回以上に充実した実習に
なるよう学校生活を送りたいと思います。
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　12日間行う小集団指導は長いと思っていた
けれど、実際始まってみるとあっという間で
した。　1　年生の終わり頃から準備が始まりまし
たが、台本作りから媒体作り、背景作りなど全
て一からしなければならなく、小集団指導が始
まるまでに終わるかとても心配でした。わたし
は幼稚園班で、アンパンマンの人形劇をするこ
とにしました。媒体を作り終え、劇の練習を始
めると、準備したもの以外に必要な媒体や改善
点がたくさん出てきました。繰り返し練習を重
ね、教員やクラスメイトからアドバイスをもら
うことで、とても良い劇ができあがったと思い
ます。
　わたしは幼稚園や保育所、特別支援学校など
10箇所の施設を訪問しました。初めに人形劇を
通して歯の大切さを伝えた後に、ブラッシング
指導を行いました。最初は子どもたちがどのよ
うな反応をしてくれるのか不安でした。しかし
わたしたちが前に立つと、みんな大きな声で挨
拶をしてくれて少し緊張が和らぎました。劇が
始まると、夢中で人形劇を見て喜んだ反応をし
てくれて嬉しかったです。またある幼稚園では
劇のお礼にお歌のプレゼントをしてくれ、感動
しました。子どもたちはわたしたちの集団指導
をとても楽しみにしてくれていたのだというこ
とが伝わり、改めて　1　回　1　回の指導を大切にし
なければならないと実感しました。ブラッシン
グの指導では特に集団での指導の難しさに苦戦
しました。時間も限られているため、園児ひと
りひとり時間をかけてしっかりみることができ
ずもう少し対策ができたらよかったと思いまし
た。また左利きの子どもがどの幼稚園、保育所
にもおり、右手で指導する歯磨きお姉さんを真

歯と口の健康週間を終えて（幼稚園班）
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似しておかしなブラッシングになってしまうな
ど左利きの子どもたちへの指導方法がなかなか
うまくできませんでした。また歯ブラシの持ち
方が理解できていない子どももおり、もっとわ
かりやすい指導方法はなかったかなと反省の連
続でした。初日はとても緊張していて、早口に
なり園児がまだ反応しているのにもかかわらず
セリフを言ってしまい、あまり園児に伝わって
いないところがありました。集団指導後には、
保育所、幼稚園で毎回反省会を行うのですが、
幼稚園、保育所の先生方からのアドバイスをた
くさんもらいその度に対策を考え、より良いも
のが作れたのではないかなと思いました。また
クイズを間違えてしまった時の練習をしていま
したが、みんな焦ってしまいスムーズに進める
ことができませんでした。タイミングなどがな
かなかうまくできず苦戦しましたが、最終日に
近づくにつれてアドリブや劇の進行をスムーズ
にできるようになりました。
　この実習を通して、小集団指導の難しさや大
変さを学ぶことができました。実際、臨床現場
に出て子どもへの指導をする時などに今回の実
習を活かして指導ができるようにしたいです。
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　私は、　6　月に行われた歯と口の健康週間で11
校の小学校を訪問させていただきました。私の
班は小学　5　年生を対象に、ペープサートを使用
した名探偵コナンの劇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。
　小集団の準備では、最初に役割分担しそれぞ
れ取り組んでいきました。最初の難関は媒体作
成でした。わたしたちは　2　人ペア×　6　組の班構
成だったため　6　セット分の媒体が必要であり全
て作成するのに大変苦労しました。途中で必要
な物品を何度も買い足したり、休み時間や放課
後を利用し班全体で協力して作業を進めたお陰
でどの班よりも早く媒体作成を終えることがで
きました。
　媒体が完成すると次は二人一組になって劇の
練習に入りました。二人ということで台詞量が
大変多く、まず台詞を覚えるのに苦戦しまし
た。台詞が頭に入ると媒体を動かしながら練習
を行いました。たくさんの媒体があるため、台
詞に集中すると媒体を動かすことができなくな
り、また媒体の準備や動かすことに集中すると
台詞が出てこなくなり最初は全く上手くいきま
せんでした。スムーズに動かせるよう媒体を工
夫したり、教員やクラスメイトからのアドバイ
スをもらうことによって少しずつ上達していき
ました。繰り返し練習をして何とか劇を形にす
ることができました。
　初日は大変緊張しました。劇を楽しんでくれ
るだろうか、反応はどうだろうかと不安でいっ
ぱいでした。初めて大人数の前での劇披露は声
をより大きくしないと伝わらず、また予想以上
の子どもたちの反応に驚いてしまい台詞が前後
してしまったり、媒体がスムーズに貼れなかっ
たりと失敗の連続でした。しかし、子供達が元
気に劇中のクイズに参加してくれたり、話を

歯と口の健康週間を終えて（小学生班）
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しっかり聞いてくれたお陰で最後までやりきる
ことができました。毎回小集団指導を行う事で
反省点が見つかりその度に班員と話し合い、翌
日の実習に繋げていくことができました。回数
を重ねるごとに、劇のクオリティがどんどん上
がっていき、二人で息を合わせて臨機応変に対
応できるようになりました。後半は緊張しっぱ
なしの初日からは考えられないぐらい楽しんで
小集団を行えるようになりました。子どもたち
からの反応に対してのアドリブやクイズ正解を
褒めると、とても喜んでくれました。また子供
たちだけでなく、担任の先生にも喜んでいただ
けたのはとても嬉しかったです。しかし、訪問
先によって生徒の色は様々で成功ばかりではな
く、劇が進まずに苦労することもありました。
集中して話を聞いてもらうために話し方やアド
リブ、間のとり方や緩急をつけることに工夫が
必要だと感じました。
　今回小集団指導を通して、子供たちに伝える
難しさ、チームワークの大切さ、臨機応変な対
応、達成感や子供たちの反応、沢山のことを学
ぶことができました。学内の実習では得られな
い貴重な経験ばかりでした。今回の実習で学ん
だことを今後の勉学や臨床実習に活かしていき
たいです。
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　私は歯と口の健康週間で高齢者班を担当し、
「桃太郎～爺さんの入れ歯を取り戻せ～」とい
う演目で、義歯の取り扱い方法や、唾液腺マッ
サージなどを取り入れた人間劇と、劇終了後
に、見ていただいた方の義歯洗浄・口腔ケアを
行いました。
　劇では、自分たちが伝えたい義歯の取り扱い
方法や唾液腺マッサージをストーリーになじむ
ように台本を作成し、楽しんでもらえるように
クスッと笑える動きやセリフを考えました。ま
た、高齢者は聴力や視力が低下している方も多
いため、口を大きく開け、大きな声で話すこと
を心掛けました。加えて、身振り手振りも大き
くして動作からもストーリーを理解してもら
えるように工夫しました。学内練習では、他の
班に少し離れたところから声が届いているか、
動作がわかりにくくないか何度も確認してもら
いました。練習当初は、恥ずかしさやセリフを
覚えることに精一杯でしたが、練習を重ねてい
くにつれ、見ていただく方に喜んでもらえるよ
うな劇にしようと班員の気持ちが高まり、本番
では練習以上の劇を行うことができたと思いま
す。
　劇終了後の義歯洗浄と口腔ケアでは、高齢者
とコミュニケーションを取ることに苦戦しまし
た。初対面の私たちに口腔内を見せてくださる
方は想像以上に少なく、　1　日目の施設では班員
のほとんどが口腔内観察をできませんでした。
原因として、会話の引き出しが少ないため問診
がスムーズにできなかったことや知識不足から
自信のない話し方になり信頼関係が築けなかっ
たからだと考えました。そこで、会話の初めに
天気や季節の話題などを取り入れ、少しコミュ
ニケーションが取れたところで、口腔内につい
てお伺いするとスムーズに口腔内を見せていた
だけることが多くなりました。また、実習前に
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施設の方から利用者様の情報をお伺いし、事前
情報をふまえたうえでコミュニケーションを図
ることで、信頼関係を築くことができました。
　このように今回の実習を通して学んだこと
は、多々ありますが、特に大きな学びとなった
のは、　1　つの目標に向かって皆で協力する気持
ちと結束力です。毎日の実習終了後に行う担当
教員や施設の方との反省会で、前半は個人のミ
スや反省点について述べる班員が多かったので
すが、後半は他の班員の改善点や良かった点、
高齢者の方との関わりの中で自分自身が工夫し
たことについての発言が増えました。日々模索
しながらの実習でしたが、班員同士でお互いを
高め合うような発言が増えてきたことが、班全
体のモチベーションに繋がったと感じます。こ
のようにマイナスのベクトルをプラスに変え、
班長である私を支えてくれたた班の仲間には感
謝してもしきれず、私自身が実習を通して大き
くステップアップできたと感じています。
　私は将来、高齢者歯科に力を入れている歯科
医院で働きたいと考えています。今回の実習で
は、高齢者の生活の場がみられる貴重な経験と
なり、理想とする歯科衛生士像がより明確にな
りました。　1　歩でも目標とする歯科衛生士に近
づけるように、今後も怠らず、研鑽し続けたい
と思います。
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　私は　6　月　3　日に行われた歯と口の健康週間
で、川西市のイベントに参加させていただきま
した。このイベントは川西市と川西市歯科医師
会が主催しており、生涯自分の歯で健康に過ご
すため、口腔疾患の予防や早期発見、治療など
口腔衛生思想の普及啓発に努め8020運動を推進
することを目的としています。乳幼児から高齢
者の方まで幅広い年齢の方が対象で、集団指導
とは違う個別指導に対してとても不安でした。
　私はブラッシングコーナーを担当し、歯垢染
色とブラッシング指導を行いました。私が最初
に担当したのは成人女性でした。この方に歯垢
染色を行うと叢生部分が特にピンクに強く染ま
りました。鏡で口腔内を確認してもらったうえ
で、いつも通りの磨き方をでブラッシングして
もらいました。横に大きく歯ブラシを動かして
いたので、ブラシが歯に当たっていない所も見
受けられました。私はこの方に叢生部分につい
ては一本ずつの立て磨き法を指導することにし
ました。磨き方を伝えると、「このような磨き
方は知らなかった、これなら磨きにくい所も磨
ける。」と、喜んでくださいました。自分が授
業で習ったことが活かせたのはとても嬉しかっ
たです。
　また、私が今回のイベントの中で　1　番印象に
残っているのはお母さんと来ていた　3　歳の女の
子です。白衣を着た私たちを見ると泣いてしま
い、ブラッシング指導ができない状態でした。
昨年イベントに参加した際は泣かなかったよう
ですかこの日はずっと泣いていて、椅子にも座
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ることができませんでした。私は女の子の所に
行き、しゃがんで必死にお話ししようとしまし
たが泣きやまなかったので、歯みがきコーナー
の景品のミニオンの話をしてみると聞いてくれ
ました。そしてそのまま口を開けてくれて、無
事ブラッシング指導を終える事ができました。
幼児は特に同じ目線に立つ事が大切だとわかり
ました。また自分が声かけを工夫することによ
り、耳を傾けてくれたことに大きな喜びを感じ
ました。
　今回のイベントでは、初めて個別指導をする
事ができました。集団指導とは違い、一人一人
に合ったブラッシング方法を考えていかないと
いけません。そのためにも自ら積極的にコミュ
ニケーションを取り相手を知ることが大切だと
思いました。対応は個人によってさまざまなの
でその分多くの知識が必要であり、今後も努力
が必要であるということを感じました。これか
らはこの経験を活かして臨床実習につなげてい
きたいです。
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　私たち47回生は　2　年次 11月14日、15日に　1　
泊　2　日東京方面に研修旅行に行きました。
　初日はテーブルマナーを学ぶため東京帝国
ホテルへ向かいました。普段テーブルマナー
を知る機会が無いため、とても貴重な経験をさ
せていただきました。美味しい料理を食べなが
らテーブルマナーを教えていただき、楽しみな
がらテーブルのマナーについて理解する事がで
きました。また、そこで働かれている従業員の
方の姿勢や態度なども学ぶことができ、とても
勉強になり良かったです。夕方からはヒルトン
東京ベイホテルで着替え、ディズニーシーへ向
かいました。友達と何を買うか、何に乗るかを
事前に計画し研修旅行に行く前からとても楽し
かったのを覚えています。乗りたかった乗り物
に乗り、お土産を買い、たくさん写真を撮り、
さらに友達との仲を深める事ができたと思いま
す。閉園時間までパーク内を回り、ホテルに戻
りました。ホテルに帰ってからも話は尽きず、
普段の学校生活とは少し違った会話で、就寝時
間までたくさんの事を話した事はとても思い出
に残っています。
　　2　日目は株式会社ジージーで歯科材料、歯科
機器の見学をさせていただきました。私たちが
知らない、見たこともない材料や機器が多くあ
り、その都度圧倒されました。実際に最新の歯
科用チェアユニットに座らせていただいたり、
歯磨剤を使用させていただいたり、セメントを
練和する事で弾性や硬化速度の違いを体感する
事ができ、大切な体験をさせていただきまし
た。私が一番印象に残った事は実際に歯科衛生
士の方が企業で働いていた事でした。普段、開
業医院や病院で働く歯科衛生士は見させていた
だいていましたが、歯科用製品に携わる歯科衛
生士の方のお話はとても新鮮に思えました。今
回の見学で歯科衛生士になった後も変化してい
く歯科材料・機器について私たちはセミナー講
習などを通して、知っていく必要がある事を実
感しました。
　　2　日目の最後はみんなで東京駅周辺のレスト
ランでお昼を食べました。研修旅行委員として
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私は委員の仲間とこの時間を使い、レクリエー
ションを行う計画を立て、前もって先生とたく
さんのことを準備してきました。私自身みんな
の前に立って発言する事には苦手意識があり、
レクリエーション当日までずっと不安に思って
いましたが、イントロゲームにビンゴ大会と
みんなが積極的で楽しそうに参加してくれまし
た。さらに自分達で準備した賞品を見て喜んで
くれている姿を見て本当に嬉しかったし、ゲー
ムが終わった後もたくさんの友達から「ゲーム
楽しかった。ありがとう」の言葉をもらい、研
修旅行委員の仲間と頑張ってきて良かったなと
思えました。またオリエンテーションの時間、
緊張してしまっていた私も自然と楽しむことが
でき、前に立って話すという事に少し自信を付
けることができたと思います。先生と研修旅行
の記念に47回生のみんなとお揃いの物を身に付
けようと計画し前もって調べて、ディズニー
シーでボールペンを購入しプレゼントをしまし
た。今もそのボールペンを見ると楽しかった時
間を思い出します。今回の研修旅行で、普段見
れなかった友達の色々な表情を見る事ができ、
より仲を深めることができたこと、さらに、研
修旅行委員の仲間といろんな意見を出し合って
計画し頑張ってこれた事が私にとって本当に良
い思い出です。大切な仲間と最後の国家試験ま
でお互いに助け合い、支え合って乗り越えてい
きたいです。
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　　3　年生の　5　月に歯周病予防処置の最終のまと
めとして、　1　年生指導を行ないました。入って
きたばかりの　1　年生にあらかじめ記入しても
らった問診表で医療面接・口腔内所見を取り、
スケーリングやフッ化物塗布などの施術を行い
ます。　3　年生にとって、気心の知れた同級生
ではなく、初対面の患者さんを相手にする初め
ての機会でした。その中で私が　1　番大切にしよ
うと思ったことは　1　年生の立場に立って考える
ことです。私が学院に入学した時、同じように　
3　年生が　1　年生指導をしてくれました。私は、
それまで歯科医院に患者として行ったことがあ
るだけで、全く知識が無い状態だったため、プ
ローブなどの器具ひとつ、馴染みがありません
でした。初めて受ける施術もあり、何をされる
のだろうという不安や緊張がありましたが、器
具や薬剤などの説明を細かくしてくれ、教えて
くださるひとつひとつが新鮮で、私もそんな風
に　1　年生指導が行えるようになるぞという目標
ができました。　2　年間、たくさん練習や相互実
習を行っていき、手技は徐々に上達しましたが
同時に少し慣れが出てきてしまい、最初の頃感
じていた気持ちを忘れているのではないかと思
いました。そのため今回　1　年生指導を行う前
に、実習帳を再度確認し、自分が　1　年生の時に
感じた不安や緊張、先輩がどのような心配りを
してくれたのかを思い出すようにしました。更
に、相互実習時に、友達や先生からされた助言
や注意も書き出し、自分が注意せねばならない
点を確認しました。具体的には、専門的な言葉
を使わず、誰もが理解できるような言葉で説明
すること、ペアの　3　年生同士が話す時には敬語
で話すことです。　1　年生だけでなく患者さんに
とって、頭上で自分の知らない話を仲よさそう
に話されるといい気がしないだろうと考えたか

　1　年生指導を行って
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らです。また、グローブをつけた状態で口腔外
を触る癖があるため、その点にも注意しようと
決めていました。実際にその日を迎え　1　年生を
前にすると、最初はとても緊張しました。ミ
ラーを持つ手も震えましたが、私が緊張してい
ることが伝わってしまうと、　1　年生の方が余計
に不安になると思い、それを隠すように努力し
ました。ペアの補助者が色々とサポートしてく
れたこともあり、途中からは緊張もほどけ、会
話を楽しみながら行うことができました。染色
後のブラッシング指導では、鏡を見せながら、
歯並びなどの確認をし、磨き残しが起こりやす
い部位を理解してもらうところから始めまし
た。一方通行の指導になっていないか不安でし
たが、　2　度目の　1　年生指導では、初めて歯磨き
粉を自分で選んで磨くようになったと教えてく
れました。口腔内に対する意識の向上が見ら
れ、とても嬉しかったです。今回、　1　年生の立
場に立って行った施術は、今後歯科衛生士とし
て働く上で大切な患者配慮を学ぶことができた
と思います。施術前に考えていた注意事項は、
達成できた部分と、まだ不十分な点があり、ま
た新たな課題も生まれました。今後はそれらを
改善していけるように精進していきたいと思っ
ています。
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　現在、日本では超高齢社会により、65%以上
の人口の割合が21%以上となっています。この
ような社会の流れにより、高齢者に対する介
護・福祉に社会の目が向けられ、私たちが将来
目指す歯科衛生士は社会の流れに伴い、高齢者
や要介護者への専門的な口腔ケアの知識と技術
を習得する必要があります。
　歯科保健指導論の講義では、各ライフステー
ジに応じた口腔の特徴や歯科保健指導、セルフ
ケア、プロフェッショナルケアなどを学びまし
た。その中で、要介護者における口腔ケア実習
を行いました。実習では、要介護高齢者の口腔
内を再現した顎模型に寝たきり状態のマネキン
を使用しました。要介護高齢者の口腔内を再現
した顎模型は、私たちが普段扱っている上下顎
の歯数と歯列が全て揃っているものではなく、
欠損歯があり、残存歯も少なく、動揺歯、残
根、ポンティックや補綴物、歯牙の咬耗など、
様々な症状がある顎模型でした。また、臨床現
場に近い口腔内での実習ができるように、食物
残渣の再現がされていました。学生同士で術者
役と補助者役に分かれ、役割分担をしました。
マネキンを使用した実習だったので、スムーズ
に施術できました。
　実際の臨床の現場では、まず患者さんの体
調、身体の健康状態、現病歴、既往歴、服薬
情報など、患者さんの生活や背景を理解した上
で臨まなくてはいけません。口腔ケアを行う前
に、まずはしっかり、口腔観察を行うことでス
ムーズに口腔ケアができ、患者さんの負担を減
らすことに繋がります。
　歯ブラシでブラッシングする際、動揺歯は
指で軽く押さえながら支えてブラッシングし
ました。残存歯である動揺歯も患者さん自身の
大切な歯なので、大切にケアをする必要があり
ます。歯ブラシだけでは、十分に汚れは落ちま
せんので、補助的清掃用具のスーパーフロスを
ブリッジのポンティック底部に通して清掃した
り、歯間部や歯肉の退縮により露出した根の分
岐部に歯間ブラシを通すことで、歯ブラシでは

口腔ケア実習を通して学んだこと
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除去しきれない汚れを落とすことができまし
た。動揺歯だけでなく歯を失うということは患
者さんの心情にも影響を与えます。義歯で食べ
る感覚と自分の歯で食べる感覚は違います。自
分の歯で食事し、噛むことが味覚感受性を高
め、食欲も回復することに繋がると思います。
　次に、くるりーなブラシで口蓋、頬粘膜、口
腔前庭、舌などの、粘膜を清掃しました。要介
護高齢者は口腔機能が低下していることも多
く、口腔乾燥や唾液分泌量の低下により、自浄
作用が低下するので、食物残渣が停滞しやすい
状態です。このような口腔内をケアする際に、
患者さんに痛みを与えないように配慮し、声を
かけ、表情を観察しながら、適切な口腔ケア用
具を選択しなければいけないと思いました。
　また、口腔ケアの後に口腔内を洗浄する際、
ポータブル吸引器で吸引を行いました。普段の
チェアユニットでのバキュームの吸引と違っ
て、吸引パワーが弱く、口腔内の洗浄時、水の
量に注意して行わないと、洗い流した食物残渣
や汚れを患者さんが誤嚥してしまう恐れがある
ので、最後まで注意して口腔ケアを行わないと
いけないと学ぶことができました。実際に、私
が術者として口腔ケアを行い、洗浄後に口腔観
察を行うとまだ食物残渣が残留していたので、
自分の口腔ケアが不十分であったことを痛感し
ました。
　要介護高齢者は口腔内の異常や自覚症状を訴
えることが難しくなってきますが、歯科衛生士
がよく患者さんの口腔内観察を行うことで、異
常を早期発見することができると思います。
　そこで、歯科衛生士が適切な口腔ケアを行う
ことで、口腔環境がよりよく保たれて、口腔機
能も向上し、栄養状態が改善されることや、誤
嚥性肺炎のリスクも減少します。
　私は歯科衛生士になったら、患者さんが高齢
になっても、自分の口で食べて味わい、人と楽
しく会話し、QOL の質をあげられるように、
口腔から健康をサポートできる歯科衛生士にな
りたいです。
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　　2　年前にこの兵庫歯科衛生士学院に入学して
間もない　5　月、　1　年生として初めて参加したク
リニカルトレーニングセレモニーは、　3　年生の
先輩方の真剣な表情や壇上で堂々と「誓い」を
読み上げる姿に感動を受けると同時に、自分の　
2　年後の姿を想像し期待に胸が膨らみました。
　翌年、　2　年生として参加したクリニカルト
レーニングセレモニーでは、　1　年前にように
期待感を感じただけでなく、まだまだ先のこと
のように感じていた臨床実習が次は自分たちの
番であることを自覚し、気を引き締めることが
できました。その反面、　4　月のプレ臨床実習で
自分の実力不足から漠然とした不安も感じまし
た。　2　年生は、授業においては歯科に的を絞ら
れた講義、相互実習を始めとした学内実習な
ど、内容が　1　年生の時よりも更に臨床に即した
難しいものになり、授業について行くことに苦
戦もしました。しかしそんな時、改めて感じた
のは、　4　月のプレ臨床実習で見学させていただ
いた術式などと結びつけることができるなど、　
1　年生の時とはまた違った視点から新しい気付
きや発見もあり楽しく感じることもありまし
た。また比例して単位修得試験の内容も難しく
なり試験結果が貼り出されるたびに緊張しなが
ら自分の結果を確認しに行ったことを覚えてい
ます。確実に　1　年生の時よりもレベルアップし
た授業、実習、試験をこなす中で国家試験対策
も加わり時間がいくらあっても足りないと感じ
る毎日でしたが、自分自身も少しずつ成長して
いると感じる瞬間もあり、あっという間に　1　年
が過ぎ無事進級を迎え、いよいよ臨床実習が始
まる　3　年生となりました。
　　4　ヶ月間の各実習先も決まり実習に向けての
まとめの実習や授業、歯周病予防処置のまとめ
としての「　1　年生指導」を通じて、　3　年生とし
て実習に臨む準備が着々と進んで行くことを感

クリニカルトレーニングセレモニーを終えて
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吉房　　愛

じながら、　6　月が近づいてきました。そんな
中、今年は　5　月13日（火）にクリニカルトレー
ニングセレモニーが挙行されました。私は、学
年を代表して「誓い」を読み上げることになり
ました。思ってもみなかったことに最初はあま
り実感が湧きませんでしたが、「誓い」の言葉
を用紙に清書しながら、これから医療従事者
の　1　人として責任を持って誠実に実習先の患者
さんや先生方、歯科衛生士の方々と接していく
必要があると感じました。そうして迎えたクリ
ニカルトレーニングセレモニー当日は、失敗し
てはいけないと少し緊張もしましたが、自分な
りにしっかりと「誓い」を読み上げることがで
き、終了後には友達や先生から「お疲れ様」と
声をかけてもらい代表をして良かった、とても
良い経験ができたと感じることができました。
そして、　1　年生指導で担当した　1　年生からはプ
レゼントとメッセージカードをもらい実習に向
けての励みになりました。
　臨地実習を目前に控えた今、　4　ヶ月という長
期間の実習をやり遂げられるのかという不安も
ありますが、様々な臨床の場を見学させていた
だける貴重な機会を無駄にしないよう、積極的
に実習に取り組み、実習先の先生や歯科衛生士
の方から沢山のことを学び今後に活かしていけ
るよう　1　日　1　日を大切に過ごしたいです。
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　私は　3　月に伊丹市口腔保健センターで　1　日実
習をさせていただきました。今回学んだこと
は、口腔内の特徴、障害の種類、　1　人　1　人に合
わせた対応と声かけです。実習前に教本を読ん
だり、事前課題を行い知識を得たつもりでいま
したが、実際は対応方法や施術の流れなど教本
通りにいかないことがほとんどであるため、臨
機応変な対応と　1　人　1　人の患者の状態を把握す
ることが大切だと感じました。
　また、実習中は様々な障害がある患者様の
治療を見学させていただきました。軽度の障
害で言葉を通してコミュニケーションが取れる
方、重度の障害で感情のみで意思を伝える方な
ど様々でした。言葉を発することが難しい方で
も、こちら側の言葉を聞き、表情を見ることで
理解されている方も多く、嬉しいことや嫌なこ
となど顔の表情や態度を通して読み取ることが
できました。
　今回特に印象に残っていることは、自閉症患
者様の歯周基本検査、ブラッシング、スケーリ
ング、歯面研磨をさせていただいたことです。
学内実習のみでしか行ったことがなく不安で
いっぱいでしたが、私が不安な表情をしている
と患者様も不安になるので、今まで学んだこと
を思い出しながら施術をさせていただくことを
心がけました。誘導後口腔内を観察すると全歯
面に多量のプラーク、歯石があり、どの部位に
付着しやすいのか、できる限り除去するには時
間配分をどうすればいいのかなど考えることが
いくつかありました。実際に施術を行うと姿勢
や器具の操作角度、ライトの位置、患者様の顔
の向きなど指導歯科衛生士の方から指導を受け
ました。できない自分が悔しく、同時に改めて
学内実習と自主練習の大切さを痛感しました。

臨床実習で学んだこと（　2　年次センター）
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それでも患者様は私の施術を最後まで受けてく
ださったのでとても嬉しく、患者様の負担が少
ない施術ができるように頑張ろうという目標も
できました。
　実習だけでなく実習帳記入も大変でした。後
で見直した時にわかりやすいように患者の動き
や反応、施術を始めた部位とその理由など細か
く記入しました。一般歯科医院での実習帳と違
うのは、患者様がどのような流れで入室しチェ
アに座るのかという点です。歯ブラシを持って
入室された場合どこに置くのか、靴は左右どち
らから脱ぐのかなど個人によって決まった流れ
があるため、しっかり観察する必要がありまし
た。自分なりに考え実習帳を記入しましたが、
観察がしっかりできず、十分な記入ができませ
んでした。しかし、提出時に丁寧な指導をして
いただき、少しずつ良い実習帳に近づけること
ができました。合格の印鑑を押していただけた
時は、今までにない達成感を得ることができま
した。
　今回の実習は　1　日でしたが、とても充実した
時間を過ごし、たくさんのことを学ぶことがで
きました。私自身人見知りで緊張しやすい性格
のためコミュニケーション不足な点や、技術面
で努力する必要が多々あり、今後より一層頑張
らないといけないと思いました。特に障害があ
る患者様の場合、教本以上の知識と判断力が必
要なため、今から幅広い情報を得ることが大切
だと考えます。
　この実習で学んだことを臨床現場で活かせる
ように、高校生の頃からの夢である誰からも信
頼される歯科衛生士を目指し、今後も引き続き
努力したいと思います。
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　平成30年　3　月の　2　日間、矯正歯科医院で臨床
実習をさせていただきました。　2　日間という短
い時間でしたが、矯正について学ぶことのでき
る貴重な時間となりました。私は、幼い頃に矯
正を行っており、歯科医院に通う機会が多く、
歯科衛生士という仕事は身近な存在でした。
様々な知識を持って保健指導や診療補助などを
行う姿を見て憧れを持ち、歯科衛生士を目指す
ことを決めました。
　ですから初めての矯正歯科医院での実習は、
楽しみにしていた実習の　1　つでした。緊張や不
安もありましたが、経験したことのない矯正歯
科医院での見学に期待は大きくなりました。実
習日までにプライヤーの名称や用途など矯正歯
科の教本を見直し、確認して臨みましたが、種
類も多く形状も似ている為、教本だけでは理解
しづらい部分もあり、不安な気持ちにもなり
ました。しかし、見学臨床実習では空き時間や
休憩時間にはプライヤーを触らせていただいた
り、具体的にどのように使うのか、どんなワイ
ヤーに使用するのかなど、模型を用いて教えて
いただき、より一層矯正歯科に興味が湧きまし
た。また、教本上だけだった矯正の知識が実際
に見学させていただいたことで、この矯正装置
はどのような患者に適応しているのか、患者の
性格や生活リズムによっても異なるため、どの
ように判断したらよいかなどを学びました。ま
た、なぜ今この器具を使っているのか考えなが
ら見学することで知識が深まり、理論を理解す
ることができました。
　矯正歯科医院での実習では、歯科衛生士さん
が患者さんと密に関わり、主体的に診療に携
わって働いておられたことが印象的でした。装

臨床実習で学んだこと（　2　年次矯正）
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置の撤去、結紮、PMTC、口腔内写真撮影やレ
ントゲン設置などの資料採りなど効率良く実践
されている歯科衛生士さんを見て、歯科衛生士
としての仕事の幅も感じました。
　矯正歯科は一般歯科と比べ、治療に長い時間
が必要です。治療費も自費負担となるため患者
の負担も大きくなります。安心して矯正治療を
受けてもらえるよう、継続して来院してもらえ
るように患者さんと信頼関係を築いていくこと
が大切だと感じました。また、う蝕の治療とは
違い、矯正治療は誰もが初めてのことで、分か
らないことや不安なことがたくさんあると思
います。矯正を行う上で痛みが出ることもある
ため、矯正歯科についての知識を十分に持った
上で、患者さんと関わること、治療について分
かりやすく説明を行うことが大切だと学びまし
た。
　患者さんの気持ちに寄り添い、より良い治療
法が選択できるようサポートしたり、モチベー
ションを維持することができるよう、患者さん
との信頼関係を築き、技術向上のため日々の努
力を忘れないようにしていきたいです。私は矯
正歯科に携われる歯科医院に就職したいと考え
ています。その為に、基礎的な歯科衛生士とし
ての知識に加え、矯正歯科についての知識も更
に勉強していきたいです。
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　私は船曳歯科医院（元町）に　7　月に臨床実習
本実習に行かせていただき、沢山の事を学ばせ
ていただきました。
　まず、　1　番に学ばせていただいたのは患者配
慮についてです。私の中で今までの患者配慮に
ついての考えが大きく変わりました。今までは
患者様に嫌な気持ちにさせないように、快適に
治療を受けていただくために患者配慮を行うも
のだと思っていました。しかし、この　1　ヶ月を
通してそれだけの為に患者配慮を行うのでは無
いと学ぶことができました。船曳歯科医院で
は、患者様が初来院や再来院された場合、まず
主訴を解決します。その後、検査を行い、その
際に見つかった問題点を解決し、その後メイン
テナンスに入ります。例えば、主訴が歯の変色
で来院された場合、変色という問題解決を行っ
てから、他の部位にあるう蝕などを治療してい
きます。優先順位を患者様が　1　番気にしている
主訴から治療することにより、この医院はきち
んと悩みや問題を解決してくれると患者様の安
心感に繋がり、信頼関係を築くことができま
す。こういった患者配慮を行うことにより、患
者様自身の医院へ対する印象がよくなり、再来
院率も上がると思います。そうすることで患者
様の口の健康をより守れるんだと感じました。
また、船曳歯科医院で学んだ患者配慮はそれだ
けではなく患者様が来られた際は船曳先生が必
ず笑顔で○○さんこんにちは。と名前を呼び挨
拶を行われます。そして、今から何を行うの
か、一から細かく治療の説明を行われます。ま
た、治療中も適度に含嗽を行い、患者様の負担
を軽減されます。そして、器具を口腔内に入れ
る際も、金具が歯や歯肉に当たらないように配

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47回生

藤城　未悠

慮します。また、今からどんなものが口の中に
入るのかが分かるように、　3　way のエアーを
口腔外で一度出してから口腔内に入れたり、金
具などを入れる際は今から入れますといった合
図のように口の近くを指でポンポンと触れ合図
を送ります。こういった一つ一つ細かい患者配
慮ですが、患者の方にとったらとても大きい安
心感に繋がるのだと改めて感じることができま
した。
　また、歯科衛生士による口腔衛生指導の大切
さについても学ばせていただきました。船曳歯
科医院では担当制で行っており、患者様の口腔
内の状態や、その日に行った処置内容、またそ
の時話した内容を記録されているため、前回と
比較することができ、話も前回から話題が作
れ、患者の方との絆が深いと感じました。歯科
衛生士さんの施術はすごく丁寧で、一人一人に
あった器具、薬剤を使っており、患者様をすご
く理解し、施術を行っているんだなと感じまし
た。また、患者様自身も補助的清掃用具を使用
している方が多く、歯に対する意識が高い方が
とても多かったように思います。患者様、皆さ
んが最初から意識が高い方ばかりでは無いと思
います。患者の方がここまで歯に対する意識が
高くなったのは、親身に寄り添い、患者様を理
解し、その方に合った施術を行う歯科衛生士の
方や船曳先生のおかげだなと強く感じました。
　私の理想の歯科衛生士は、患者様に親身に寄
り添い、理解し、信頼され、小さな悩みでも打
ち明けてもらえるような歯科衛生士です。今回
船曳歯科医院では理想の歯科衛生士になるため
のことを沢山学ばせていただきました。今回学ん
だことをしっかり活かしていきたいと思います｡
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　平成30年　7　月、神戸大学医学部附属病院の歯
科口腔外科へ実習に行かせていただきました。
病院での歯科衛生士の役割や口腔外科手術につ
いて興味がありましたが、自分の持っている知
識や技術に不安を抱きながら実習が始まりまし
た。
　実習中は主に歯科衛生士さんに付かせてい
ただき、口腔のケアを見学させていただきま
した。病院では、口腔内だけに問題がある人は
少なく多くの人が全身疾患を患っていらっしゃ
るため、疾患について、服薬について、血液検
査の結果、他科の治療経過など、同じ歯科疾患
であっても患者さんによって治療法や発現状態
が異なるため、事前に情報を得て患者さんの全
身状態について理解します。また、手術の前に
口腔のケアを行ったり、術後のブラッシング法
を指導します。それは術中に気管挿管を行う場
合、誤嚥性肺炎に感染するリスクがあるため、
予防を行います。また、口腔内の切除域が広い
場合に、前腕などから移植を行うため、粘膜と
皮膚の境から炎症を起こさないように、スポン
ジブラシでの粘膜清掃の指導を術前に行ってお
く。他に服用する薬の副作用により、口内炎や
扁平症などの粘膜炎を事前に予防するなど、歯
科衛生士が病院ではどのような役割を担ってい
るのかを学ぶことができました。
　また、病院ならではの実習もすることができ
ました。病室への往診や手術の見学などです。
　まず、往診では、病室のベッドの上から移動
ができない患者さんに対し口腔ケアを行い今後
回復していった際、自らの力で食事ができる様
に衛生状態や機能を維持したり、口腔内細菌の
全身感染による合併症を予防します。

臨床実習で学んだこと（病院・口腔外科）
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　手術では、歯肉扁平内癌の切除術などを見学
させていただきました。手術前や手術中に、歯
科医師の先生方が、手術内容について講義して
くださったので、手術の流れや使用器具、補助
の動きをしっかり見学することができました。
教本や、講義などで得た知識だけでなく、薬品
を病変部に塗布し、染色されない部位が癌であ
ることや、癌化した歯肉を触らせていただき、
感触を確かめるなど、生での知識を得ることが
できました。また、手術室では清潔と不潔につ
いて外来よりも一層注意を払い、どこのエリア
に誰が触れても良いのかなどがはっきりと区別
されていたため、使用した器具なのか、滅菌さ
れた器具なのか、なぜ触れてはならないのかを
判別が行いやすく、しっかりと理解することが
できました。
　病院で行った実習は、最初は不安と緊張で歯
科衛生士さんのご指導や、　1　日の診療に付いて
いくことに必死でしたが、歯科衛生士の方々や
歯科医師の先生方が丁寧に疾患や病状について
教えてくださり、また、自らの不足している部
分を指導してくださったため、後半になるにつ
れてカルテを拝見して副作用やリスクを考える
ことや、患者さん　1　人　1　人をしっかり観察する
ことができる様になってきました。まだまだ技
術、知識共に不足している部分は多いですが、
神戸大学医学部附属病院において学んだことを
しっかりと、今後の実習および就職後の糧にで
きる様に、これからもしっかり学び精進してい
きたいと思います。



－53－

　小さいころから医療関係の仕事に憧れを持っ
ていた私は、母から歯科衛生士という職種を薦
められ、歯科衛生士という仕事を知りました。
私も歯科衛生士になりたいと強く思い、兵庫県
歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院を受験し入
学しました。
　私はあまり勉強が得意なほうではありません
でしたので、専門的な教科が始まった時には、
難しくついていけるのか不安になりながら勉強
していました。専門知識は色々な言葉や似てい
る言葉が沢山あり、一つ一つ覚えていくのにと
ても時間がかかりました。単位試験はなかなか
合格点が取れず何度も覚えなおしを繰り返し勉
強していましたが、二年生から三年生になる進
級会議で引っかかってしまいました。進級する
には進級試験に合格しないといけないため、み
んなと一緒に三年生に進級できるかの不安や、
本当に私には歯科衛生士という仕事が合ってい
るのかの疑問など、逃げだしたい気持ちでいっ
ぱいになりました。そんなとき、学年主任だっ
た永島先生から「頑張って三年生になろう」と
声をかけていただき、みんなと一緒に三年生に
進級するために頑張ろうと思うようになりまし
た。進級試験時の勉強は毎日必死に勉強し、わ
からないところや覚えられない苦手なところは
友達や先生にアドバイスをいただき、無事に三
年生に進級することができました。
　三年生に進級すると、国家試験に向けて本格
的な勉強が始まり、今までより難しくなると言
われていたため、合格できるのか不安と戦いな
がら勉強していました。臨床実習が始まると国
家試験の勉強よりも目の前で行われている治療
の流れ、内容を理解しレポートを記入したり、

国家試験合格記
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実習先の指導衛生士さんにレポートの確認と添
削をしていただき、添削内容の何が間違って
いたのかを調べて書き直したりすることで毎日
が終わりました。レポート記入に時間がかかっ
てしまうため、国家試験の勉強は毎日の自主勉
強と少しだけ問題集や教科書に目を通すことし
かできませんでした。学校で何回か実施される
模擬試験ではなかなか合格点に届かず、本当に
合格できるのか不安でした。夏休みには学校に
登校し自主勉強に参加しました。学校で自主勉
強をしているとわからないところがすぐ先生に
質問できるためとても勉強できました。苦手な
ところを少しずつ克服できるように努力しまし
た。
　臨床実習が終了すると友達と放課後、遅い時
間まで居残り国家試験の勉強をしました。問題
を出し合ったりお互いのわからないところを確
認し合い理解を深め合ったり、問題集を解くこ
とで問題に慣れるようにしました。最後まで模
擬試験では点数が取れず自由登校の時には先生
が作った問題集や暗記カードをいただき国家試
験に備えました。
　国家試験前日は本当に不安でホテルの同室の
友達と何回も確認し合ったり問題を出し合った
りしました。翌日の試験に向けて忘れ物がない
か、受験番号の確認をしてからいつもより少し
だけ早く就寝ししっかり睡眠をとりました。当
日は試験会場につくまでみんなで見直し確認を
取り合い、合格をみんなで勝ち取ろうと励まし
合いながら試験開始まで過ごしました。
　試験中は試験終了まで何回も問題を見直した
り、答えの記入が抜けていないか、受験番号が
間違っていないかを確認しました。午後の試験

＜国家試験合格記＞
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が終わると終わった脱力感と合格しているか不
安で精神的にも疲労感が凄くありましたが、家
に帰ってから自己採点を行い合格点を越してい
た時はとても安心し、嬉しかったです。
　国家試験の勉強はとても大変でしたが、沢山
の人に支えられて合格することができたのだと
思います。わからないところは何度も理解でき
るまで教えてくれた先生方、一緒に最後まで諦
めることなく頑張った友達、毎日毎日私のこと
を見守ってくれ体調面や精神面で支えてくれた

家族、本当に感謝しています。
　国家試験を控えている後輩の皆さんには、諦
めることなく最後まで頑張り抜いて無事国家試
験に合格してもらいたいです。講義で学んだこ
とや臨床実習などで覚えたことは国家試験で絶
対に役に立ちます。何回も不安に押し潰されそ
うになることがあると思います。そんな時には
先生方や友人、周りの人に頼りながら国家試験
合格を目指し頑張ってほしいと思います。
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＜活躍中の卒業生＞

　私は兵庫歯科衛生士学院に入学する前、歯科
医院で歯科助手として働いていました。院内で
歯科衛生士さんは口腔ケアについて患者さんに
指導しており、指導内容を聞いているうちにど
うやって口腔ケアをしているのか興味を持つよ
うになったことや、勉強会に参加した際に治療
より予防することが大切で糖尿病と歯周病が深
く関係していることを知り歯科衛生士になりた
いと思うようになりました。
　学校に入学してからはカリキュラムの多さに
驚きました。入学するまでは、口腔内だけ勉強
すると思っていましたが様々な教科があり、な
かでも　1　年生で習った解剖学、薬理学は私の苦
手な教科でした。
　　2　年生になるとテストが多い期間は辛かった
ですが、病院に就職した今、周術期口腔ケアの
時どこの部位を手術されたのか分かり、一生懸
命勉強したことは無駄ではなかったと実感して
います。
　　3　年生になると臨床実習が始まりその中の　
1　ヶ月間は、病院実習に行くことになりまし
た。病院実習では外来の診察時に、病棟の患者
さんの口腔ケアや手術室での口腔外科手術を見
学させていただきました。そこでは、歯科衛生
士さんと患者さんとの信頼関係が築かれてお
り、患者さんへのコミュニケーションの取り方
やモチベーションの上げ方など学ぶことばかり
でした。また口腔ケアをすることが難しい病棟
患者さんの口腔ケアをおこない、口腔内を綺麗
にしている歯科衛生士さんを見て病院での就職
を考えるようになりました。
　臨床実習が終わり、学校の先生に具体的な就
職の相談をする際、病院での就職の希望を伝え

歯科衛生士として日々働くために

たところ、病院の募集はその年にならないとわ
からないことを知りました。しかし、運良く希
望していた病院からの求人募集があり、先生が
いち早く教えてくださったので面接の応募をす
ることができました。
　就職してすぐに、社会人としての心得などを
学ぶ新人研修がおこなわれました。研修では、
看護師、放射線技師、薬剤師、ドクターズク
ラーク、検査技師、作業療法士、臨床工学技
士、理学療法士、言語聴覚士、社会福祉士な
ど、病院内では必要に応じて他職種との連携を
取るため、どういった仕事をされているかなど
情報共有することや学ぶこともできました。
 また月に一度、院内研修会があり、感染対
策、認知症、地域医療など講義を通して様々な
知識を得ることができます。
　病院では様々な疾患を持っている患者さんの
口腔ケアをおこなっていますが、手術のために
入院している患者さんの周術期術前口腔ケア
は、手術前に口腔内をみて挿管しても大丈夫
か、なぜ口腔ケアが必要なのか、を説明して理
解していただき口腔ケアをしています。手術後
は手術前と口腔内に変化はないかを確認し口腔
ケアをするなど、歯科衛生士として日々頑張っ
ています。
　国家試験のためにも勉強は大切ですが、臨床
実習で学んだことは国家試験にも繋がります。
学校を卒業した今、臨床に出てから知識不足を
実感することが多く教科書や講義冊子を読み返
したり、先輩方やドクターからご指導いただ
き、わからないことは質問してわからないまま
にしないようにし自分自身のためにも学び続け
ることが大切だと感じました。学んだことは全

医療法人　川崎病院

岡﨑　　薫
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て歯科への知識になり、その知識が患者さんへ
の指導にもなり技術の向上にも繋がります。
　病院の方針である、地域一番患者さんの心に
寄り添う歯科衛生士を目指し、また先輩方に近
づけるよう向上心を持ち続け成長できるよう頑
張りたいと思っています。
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＜活躍中の卒業生＞

　今回は私が日々の診療の中で意識しているこ
との中から、特に、仕事が楽しくなる　3　つのポ
イントをお伝えさせていただきます。

①目の前の人に興味・関心を持つ
　私たち歯科衛生士は、患者さんの生活習慣
や価値観を把握した上で、一人ひとりにあっ
た言葉を選んで説明し、「自分事」として考
えてもらえるようアプローチをします。その
ために、目の前の方に興味や関心を持つこと
は大切です。
　患者さんは私たち、歯科医療従事者のよう
に自分の口腔内についてずっと考えているわ
けではありません。今は無関心な時期で逆に
あれこれお伝えしすぎる時ではない可能性も
あります。もちろん、決めつけは良くないで
すが、目の前の人に興味や関心を持ち、「～
なのかもしれない」と推測してみることは大
切だと思います。

②疑問を持つ
　なぜ？から始めると仕事がどんどん楽しく
なります。「どうすればもっと上達するのだ
ろう」、「なぜこうなるのか」などです。
　TBI をする時も「ここにプラークが残って
います。気を付けてください。」という指導
もありますが、「なぜここに残るのか」、「ど
んな歯ブラシを使っているのだろう」など、
疑問を持つとアドバイスの幅が広がります。
例えばこんなことがありました。初めてお会
いした患者さんの中に、厚いプラークが全顎
的に付着している方がいました。この患者さ
んは、医院には長年　3　ヶ月おきにメインテナ

日々楽しく働くために

ンスを目的に来院されていました。幸い、歯
周病リスクは高くないようですが、数年前に
インプラントを埋入されています。浮かんだ
疑問を基に質問を続けていくと、「実は、補
綴物に傷をつけたくないので歯ブラシは使わ
ず、ウォーターピックのみを使用している」
ということが分かりました。このことは、疑
問を持ち患者さんに質問をしなければ分から
ないことです。患者さんに色々な指導をした
くなりますが、初めてお会いした方でしたの
で、インプラント周囲炎についてのお話とそ
の予防には機械的にプラークをこすり除去す
るということが必要であること、上部構造を
守るためにインプラント体を失うことになっ
ては本末転倒であることに的を絞ってお話を
しました。
　いろいろなことに興味をもてば、自然に疑
問を持つことができます。そして、疑問を持
つことはどんな職場、自分を取り巻く状況の
中でもできるはずです。疑問をもち、患者さ
んとのコミュニケーションを通じて答えを得
ることで、楽しく成長することができると思
います。

③感情をコントロールする
　人間は感情的な生き物ですが、時間を最も
無駄にするのは自分の感情をコントロールで
きないことであると思います。私は以前、失
敗をすると何日もくよくよした気持ちを引き
ずっていました。今でも反省することはあり
ますが、「では、どうすればいいのか」「次か
らはこうしよう」ということを意識して気持
ちを立て直すように心掛けています。また、

医療法人社団　小林歯科医院
NDL株式会社　公認インストラクター

石井　茉莉
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前向きな気持ちで働いているスタッフの多い
職場は気持ちがいいものです。

　私が就職してから数年特に悩んだことは、手
技の未熟さについてでした。患者さんのモチ
ベーションが上がり、セルフケアの質の向上が
みられる一方で、ポケット内からの出血が収ま
らない。当時の私は根面の状態が全くといって
いいほど把握できていなかったのです。このま
までは患者さんの口腔内をより良くすることが
できないと感じ、重い腰を上げて最も避けてい
た実技セミナーに通い出すようになりました。
行動すると次の課題が生まれ、それを解決して
いくことで、少しずつ視野が広がっていきまし
た。

　また、先輩歯科衛生士に恵まれ、患者さんと
のやり取りや口腔内の変化を間近で見ることが
できたり、難しい症例についてディスカッショ
ンをしたり、「これがプロの歯科衛生士なの
か。」と感じることができたことは、今でも励
みになっています。
　最後に、皆さんはどのような歯科衛生士を思
い描いていますか。もしかすると、全く考え付
きもしなかった自分が展開されていくかもしれ
ません。歯科衛生士は自分次第で未来を切り開
いていくことができるとても楽しい職業です。
今後の皆さまのご活躍を心からお祈りしており
ます。
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学 院 の 動 き

平成29年度
平成30年
　1　月

　5　～11日　一般入試（　2　次）願書受付
　7　日　灘区歯科医師会新年会

（小村教務主任）
　8　日　神戸市北区歯科医師会会員家族

新年会（小村教務主任）
　9　日　第　6　回業者模擬試験（医歯薬）
13日　伊丹市歯科医師会新年会

（浦出学院長）
21日　一般入試（　2　次）
23日　第11回学院運営協議会
27日　一般入試（　2　次）合格発表
　〃　　川西市歯科医師会新年会

（浦出学院長）
30日　第　7　回業者模擬試験（医歯薬）

　2　月
　6　日　教員会（卒業審議）
　7　日　第　8　回業者模擬試験（DHS）
21日　第　2　回校内模擬試験
23日　日本学生支援機構奨学業務連絡

協議会（小西係長）
27日　第12回学院運営協議会

　3　月
　1　～28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）
　3　～　4　日　第27回歯科衛生士国家試験引率

（大阪府：永島教務副主任、肥
塚専任教員、山中専任教員）

　4　日　第27回歯科衛生士国家試験
10日　46回生卒業証書授与式
13日　教員会（進級審議）
27日　第13回学院運営協議会

28日　第27回歯科衛生士国家試験合格
発表

29日　第　7　回オープンキャンパス
31日　科目講師退任

（有田憲司・重岡　学・羽田照
代・多田羅　猛・釜田　隆・池
尾　隆・梶田初美・青松孝男）

平成30年度
平成30年
　4　月

　1　日　科目講師就任
（青松智学・村上智彦・杉岡伸
悟・園本美惠・川邊睦記・大植
由佳・和田　彩）

10日　49回生入学式
11～24日　プレ臨床実習（　2　年生）

24日　第　1　回学院運営協議会

　5　月
　7　日　学生健康診断
10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
15日　クリニカルトレーニングセレモ

ニー
17日　全国歯科衛生士教育協議会平成

30年度臨時総会
20日　神戸まつり

（髙橋理事、吉川副学院長・学
科長、小村教務主任、山下専任
教員）

22日　第　2　回学院運営協議会

　6　月
　1　～20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　～27日　第　1　期臨床実習本実習

（　3　年生）
　3　・17日　歯と口の健康週間行事見学参加
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（　1　年生）
　3　日　第45回川西市「歯の健康フェ

ア」（川西市：浦出学院長、髙
橋理事、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、足立専任
教員）

　〃　　第11回歯の健康フェア
（東灘区：吉川副学院長・学科
長、小村教務主任）

　〃　　2018口腔保健のつどい
（明石市：杉岡副学院長、角田
専任教員、肥塚専任教員、山中
専任教員）

21日　平成30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、
肥塚専任教員）

24日　第　1　回オープンキャンパス
26日　第　3　回学院運営協議会
　〃　　新　1　年生合同レクリエーション

　7　月
　2　～30日　第　2　期臨床実習本実習

（　3　年生）
24日　第　4　回学院運営協議会
26日　第　2　回オープンキャンパス
27日　第28回近畿北陸地区歯科衛生士

教育協議会（姫路市：浦出学院
長、角田専任教員）

　8　月
　1　日　第　1　回業者模擬試験（DHS）
　5　日　歯科衛生士就活支援フェア（髙

橋理事、吉川副学院長・学科
長）

　6　～10日　平成30年度歯科衛生士専任教員
講習会Ⅰ（角田専任教員）

　8　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、肥塚専
任教員、難波専任教員、山下専
任教員、足立専任教員、奥田嘱
託職員）

　9　日　第　3　回オープンキャンパス
25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（石川
県：髙橋理事、浦出学院長、吉
川副学院長・学科長、小村教務
主任）

26日　第　4　回オープンキャンパス
27日　DHS 夏期講座
28日　第　5　回学院運営協議会
31日　第　2　回業者模擬試験（医歯研）
　〃　　専門学校募集戦略セミナー（大

阪府：髙橋理事、浦出学院長）

　9　月
　2　日　第51回学院学会

　3　～14日　AO 入試願書受付
　3　～27日　第　3　期臨床実習本実習

（　3　年生）
　9　日　第　5　回オープンキャンパス
25日　第　6　回学院運営協議会
30日　AO 入試

10月
　1　～29日　第　4　期臨床実習本実習

（　3　年生）
　6　日　各地区「いい歯の日行事」公衆

衛生活動（　2　年生）（～12/　1　）
　〃　　AO 入試合格発表
　〃　　川西市歯科医師会・川西市歯科

医師会立訪問歯科センターキセ
ラ川西プラザ移転並びに新事務
所開所式（浦出学院長）

　9　日　消防訓練
　9　～19日　推薦入試（　1　次）願書受付

14日　第　6　回オープンキャンパス
23日　第　7　回学院運営協議会
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31日　第　3　回業者模擬試験（医歯薬）

11月
　1　～30日　障害者施設実習（　3　年生）
　〃　　　高齢者施設実習（　3　年生）

　4　日　推薦入試（　1　次）
10日　推薦入試（　1　次）合格発表

12～22日　推薦入試（　2　次）願書受付
一般入試（　1　次）願書受付

13～14日　研修旅行（東京方面：　2　年生）
研修旅行引率（小村教務主任、
難波専任教員、山下専任教員）

27日　第　8　回学院運営協議会

12月
　1　日　歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ

（新潟県：小村教務主任、角田
専任教員、肥塚専任教員、難波
専任教員、山下専任教員）

　3　日　高等教育の負担軽減方策に関す
る説明会（多田羅課長）

　5　日　第　4　回業者模擬試験（医歯薬）
　9　日　推薦入試（　2　次）

一般入試（　1　次）
15日　推薦入試（　2　次）合格発表

一般入試（　1　次）合格発表
18日　第　9　回学院運営協議会
19日　研修旅行（京都方面：　1　年生）

研修旅行引率（永島教務副主
任、肥塚専任教員、足立専任教
員）

20日　第　5　回業者模擬試験（DHS）
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学院運営協議会記録

平成29年度
第11回学院運営協議会　平成30年　1　月23日（火)

午後　1　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29年度卒業証書授与式について
　4　．平成30年度オープンキャンパス日程につ

いて
　5　．入試卒業生推薦について
　6　．平成29年度科目講師について
　7　．その他

第12回学院運営協議会　平成30年　2　月27日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．平成29年度卒業証書授与式について
　2　．平成30年度臨床実習講師について
　3　．入学資格の個別審査について
　4　．講演料・講師料について
　5　．その他

第13回学院運営協議会　平成30年　3　月27日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．講演料・講師料について
　2　．平成30年度科目講師について
　3　．平成30年度入学式について
　4　．科目・臨床実習連絡会について
　5　．その他

平成30年度
第　1　回学院運営協議会　平成30年　4　月24日（火)

午後　1　時30分
協議事項

　1　．科目・臨床実習連絡会について
　2　．48回生（　2　年次）研修旅行について
　3　．クリニカルトレーニングセレモニー

　4　．学業奨励について
　5　．その他

第　2　回学院運営協議会　平成30年　5　月22日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．平成29年度学院会計収支決算書について
　2　．学院 PR 動画について
　3　．その他

第　3　回学院運営協議会　平成30年　6　月26日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．平成31年度入試審査基準について
　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　．その他

第　4　回学院運営協議会　平成30年　7　月24日（火)
午後　3　時30分

協議事項
　1　．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
　2　．運営協議員・教職員研修会について
　3　．その他

第　5　回学院運営協議会　平成30年　8　月28日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．第51回学院学会について
　2　．新規臨床実習機関について
　3　．その他

第　6　回学院運営協議会　平成30年　9　月25日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．専任教員の出張に関する覚書の一部改正

について
　2　．平成31年度学院建物設備について
　3　．その他
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第　7　回学院運営協議会　平成30年10月23日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．平成31年度学院建物設備について
　2　．2020年入学者入学試験・平成31年度オー

プンキャンパス日程について
　3　．平成31年度行事予定について
　4　．その他

第　8　回学院運営協議会　平成30年11月27日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．平成31年度事業計画について
　2　．平成31年度予算について
　3　．平成31年度歯科材料取扱業者について
　4　．その他

第　9　回学院運営協議会　平成30年12月18日（火)
午後　3　時30分

協議事項
　1　．平成31年度事業計画について
　2　．平成31年度予算について
　3　．平成31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/ 154 125
2 灘区歯科医師会 http://www.nadashi.net/ 110 91
3 中央区歯科医師会 http://www.chuoku8020.jp/ 185 144
4 兵庫区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/hyogo/ 73 60
5 長田区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/nagata/ 74 57
6 須磨区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/suma/ 81 69
7 垂水区歯科医師会 http://www.th-jp.com/ 115 95
8 北区歯科医師会 http://www.kitadental.jp/ 99 90
9 西区歯科医師会 http://www.kobe249shikaishikai.com/ 89 82
10 尼崎市歯科医師会 http://www.ada.or.jp/ 257 200
11 西宮市歯科医師会 http://www.ndajp.com/ 282 230
12 伊丹市歯科医師会 http://www.itamident.jp/ 116 92
13 川西市歯科医師会 http://www.kda8020.com/ 83 68
14 三田市歯科医師会 http://www.sanda-dental-association.org/ 45 40
15 宝塚市歯科医師会 http://www.tda8020.jp/ 134 110
16 芦屋市歯科医師会 http://www.ashiyadental.or.jp/ 73 56
17 明石市歯科医師会 http://www.ada135.or.jp/ 158 129
18 三木市歯科医師会 http://www.eonet.ne.jp/~mmda118/ 48 41
19 小野加東歯科医師会 43 37
20 西脇市・多可郡歯科医師会 http://nt-dent.ddo.jp/ 28 24
21 加西市歯科医師会 25 18
22 播磨歯科医師会 http://harimadent.jp/ 190 165
23 姫路市歯科医師会 http://www.himedent.org/wp/ 314 261
24 神崎郡歯科医師会 20 17
25 揖龍歯科医師会 http://www.h7.dion.ne.jp/~iryuu-da/ 47 43
26 宍粟市歯科医師会 18 13
27 相生 ･ 赤穂市郡歯科医師会 http://www.a3da.jp/ 47 42
28 佐用郡歯科医師会 11 6
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/ 36 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 27 22
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 3141 2594

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

　いよいよ平成最後の卒業生を送り出す時期と
なりました。この記念すべき　1　年は異常気象に
翻弄される逆の意味で忘れがたい年となってし
まいました。まず、大雨による　1　年生の京都研
修旅行の延期に始まり、連続的な台風の直撃で
交通機関の運休などによる臨床実習の休止が相
次ぎ、その代替補講、実習に教員は悪戦苦闘、
そして AO 入試当日まで台風直撃のため、急
きょ日程変更という非常事態となりました。幸
い出願者の取り消しもなく入学試験を実施する
ことができ、また　3　学年がそれぞれのカリキュ
ラムを無事終了し、安堵の気持ちで一杯です。
　しかしながら18歳人口の減少に加え、短大、
大学での歯科衛生士養成学部の創設で専門学校
としての学生数の確保は年々厳しさが増してき
ており、頭を痛めております。
　その一対策として本年度より実施した“むつ
み会”すなわち本学院卒業生の推薦枠を設けた
ところ、既にこれを利用しての出願者もあり、
創立50年の重みを実感している次第です。
　一方、既卒者や社会人の受験者は増加傾向に
あり、歯科衛生士という職業の認知度が上が
り、国家資格であることがワークライフバラン

スを考える上でいかに優位に働けるかを知った
上で学びに来られる学生が増え、広い年代層の
クラスメイトと学べる環境は、就職先の人間関
係を構築するうえでも有利に働くと思われ、こ
のような学生獲得に更に力を入れていきたく動
き始めております。
　兵庫県の“健康づくり推進条例”神戸市の”歯
科口腔保健推進条例”をはじめ地方行政におけ
る口腔関係の健康推進条例が次々制定され、
歯科衛生士の活躍できるフィールドはどんど
ん広くなり、また働き方も一診療所での常勤、
パート勤務に加え、フリーランスでの勤務や訪
問診療に特化した勤務やヘルスケア関連企業で
のフィールドワークなど勤務形態にもバリエー
ションが増えてきたように思います。
　われわれ学院運営に携わる者として、在校生
および卒業生が自分の個性や家庭環境などを考
えながら、長く長く歯科衛生士として社会に貢
献していく女性として輝いてくれることを心か
ら願います。　　　　　　　　（西尾眞理子）

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　　小西　志保
柚鳥　亜樹

「バーベナ」
　Verbena は和名「美女桜」ともいいます。
　可愛い小さな花が周りから順番に輪のように咲き、花の輪は人と人との
つながりや結びつきのシンボルであるといわれています。
　友情を大切に助け合って頑張って下さい。

兵庫県歯科医師会　澤田　　隆

表紙写真説明

＊　　　　　＊　　　　　＊
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