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巻頭言

災害に備える

学院長　浦出　雅裕

　今年も梅雨時期から秋口にかけて、日本各地でゲリラ豪雨、猛暑、台風という自然災害が
報道されました。今やこれらの災害は常態化し、人間の力では到底太刀打ちできない脅威と
なっています。　1　時間に数十㎜の豪雨で瞬く間に道路が川のようになり、35℃近い猛暑によ
り熱中症で倒れる高齢者、雨と強風で大きな災害をもたらす台風です。昭和初期の物理学者
である寺田寅彦は「文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈の度を増す」と
述べています。アスファルトで覆われた都会の道路は雨水の逃げ場がなく、隅々まで行きわ
たった送電線は倒壊により広域な停電をもたらします。道路は車社会を支え、電気は日常生
活に必須のものであり、それらなくして現代社会は成り立ちません。それに加えて、日本
列島のあちらこちらが地震で揺れています。関東から四国・九州にかけた太平洋側の極めて
広い範囲で発生すると予測されている南海トラフ地震が、今後30年以内に発生する確率は70
～80％と言われています。また、日本地震学会によれば、地震発生を事前に予知できる確率
は5.8％、その予知が当たって実際に地震が起こる確率は19.8％と予測されていますが、現実
的に予知は難しいとのことです。阪神・淡路大震災を経験した私たちにとっては切実な問題
です。学院でも災害対策マニュアルを作成するとともに、水、乾パン、トイレ、ブランケッ
トなどを備蓄しているとはいうものの　3　日分であり、決して十分とは言えません。電気、水
道、通信が止まった状態でマニュアル通りの運用ができるかどうかも全く未知数です。した
がって、　1　人　1　人が常日頃から避難経路や地震・災害情報に関心を持ち、身を守るための防
災意識を持つことが大切です。
　さて、わが国は少子化の影響を受けて18歳人口の減少が続いており、200万人あった平成
　3　，　4　年に比べて10年後の令和10年代には100万人を下回ると予想されています。歯科衛生士
を目指す学生も減少傾向を示し、定員充足率が低下してきています。歯科衛生士が不足する
中、歯科衛生士という職業の認知度を高め、もっと多くの若者や社会人に関心を持ってもら
おうと、日本歯科医師会は8020運動30周年記念事業として今年、歯科衛生士と歯科技工士を主
人公とした映画「笑顔の向こうに」を製作し上映しました。この映画は第16回モナコ国際映
画祭の最優秀作品賞を受賞したとのことで、これを見た人の　1　人でも多くが歯科衛生士や歯
科技工士を目指してほしいものです。
　今年の学院学会は、卒後　4　年目の赤松明香さん（44回生）による「こうべ市歯科センターに
おける歯科衛生士の役割」と卒後　5　年目の大坂紗恵子さん（43回生）による「メインテナン
スの取組み方と役割」という発表でした。お二人とも歯科衛生士としての楽しさややりがい
がわかってくる年代で学院学生にとっては大いに刺激になったと思います。特別講演は国立
モンゴル医科大学客員教授の岡崎好秀先生による「～歯科の世界はこんなにおもしろい～口
の中はふしぎがいっぱい」でした。先生は岡山大学歯学部小児歯科に長年勤務され、その講
演には定評がありますが、今回もヒトに限らず動物の歯に関しても豊富な知識をもっておら
れ、日本各地の動物園から動物の歯や口の病気の診察依頼を受けるとお聞きし驚きました。
毎年楽しく興味深いお話しが聞ける学院学会をますます盛り上げたいと思います。
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時代の節目と人生の節目

（一社）兵庫県歯科医師会
会　長　澤田　　隆

　昨年は、新天皇のご即位により、「時代の節目」となる新しい令和時代がスタートしまし
た。同様に「人生の節目」である成人式が、先日全国各地で行われました。今年は令和とし
て最初の意義ある成人式です。本学院からもこの成人式に出席した皆さんも多くおられると
思います。今年は全国で122万人が新成人となりました。新成人の皆さんは平成時代のど真ん
中で生まれ、令和のスタートと共に成人の仲間に入ることになります。新聞によると内閣府
の調査では「現在の生活に充実感を感じている人」は、18～29歳では約　8　割を超えており、
これは我が国の平成時代の経済情勢が安定しており、携帯・ゲーム・スマホなどと共に便利
な暮らしを送ってきた世代だからと分析されています。しかし「将来の希望について」は希
望を持っているとした若者は日本では約　6　割にとどまり、米国・英国では約　9　割にのぼって
います。この差は、世界に類のない速さで進む我が国の高齢社会における多くの課題を若者
たちが認識しているからで、例えば、年金問題・仕事と子育ての両立の問題・社会保障制度
の持続性などが将来の不安材料になっているからと思われます。また、一方、別の新聞によ
ると会社などの採用活動において、学生から「社会の課題に向き合える会社で働きたい」と
の願望が強いとしています。即ち漫然と会社で働くのではなく明確な目的・課題を持った場
所で働きたいというもので、別の調査によると、「自分で国や社会を変えられる」と思う若者
の割合が他国に比べて日本の若者は低いとの結果を示しています。本学院の皆さんは自分の
職業について明確な目標・課題を持ち入学し、研鑽を積み、国家資格を得て「歯科衛生士」
という専門職のエキスパートとして市民、県民の健康の保持増進、強いては健康寿命の延伸
に携わる、即ち健康請負人として社会を変えることもできるわけです。それぐらいの気概を
持っていただきたく思います。
　先日、昨年日本人に一番読まれた本は「君たちはどう生きるか」という漫画版で、200万部
を突破したという紹介記事があり、早速購入し読んでみました。
　原作は戦前の吉野源三郎氏の児童文学書です。これを漫画家の羽賀翔一氏が現代に漫画版
で復活したもので、コペル君というあだ名で呼ばれる中学一年生の少年と母方の叔父さんと
の間で展開する人生訓ともいえるようなもので、少年の優れた探究心と豊かな感性、そして
正義感からの葛藤などに叔父さんから的確な助言をするもので、こんな一文があります。「君
が苦しんでいるのは君が正しい道に向かおうとしているからだ、人間には自分で自分を決定
する力がある」「どう生きるか」の前に「どう生きてきたのかと振り返ってみるのもいい」、
「誰か一人を中心に世の中は回っているわけではなく、世の中は“誰かのために”という小
さな意志が一つ一つ繋がって僕たちの生きる世界は動いているのだ」。すなわち、みんなの善
意で今の自分があるということを忘れないようにというものです。皆さんも是非考えてみて
下さい。
　さて、人生100年時代が大きな話題になっています。これらは決して夢物語ではなく、近未
来には必ず達成されることであり、現在はそれに向かう「健康革命」の最中にあるともいえ
ます。オーラルフレイル予防対策・認知症・誤嚥性肺炎・口腔がんなどへの対応などが急が
れます。従ってこれら社会の抱える医療課題に歯科界一体となって果敢に取り組んで行かね
ばなりません。歯科衛生士の責務も益々重大になっています。自信と矜持をもって自分の掲
げる歯科衛生士像に向かい努力をしてください。
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はじめて社会人になるあなたへ

副学院長・学科長　吉川　涼一

　私は学院に勤務するようになって今年で　9　年目になります。計算上では昨年度までに640名
の卒業生を送り出したことになります。　9　年前に卒業した人はもうすでにベテランの域に達
し、医院や患者さんの信頼を得、第一線で精力的に活躍していたり後進の指導に当たってい
る人もいるでしょう、あるいは子育てで一旦休職中の人もいるかも知れません。いずれにせ
よ初めて社会に出て人とかかわり、医療人として働き、給料をいただき、ひとりの人間として
社会人として立派に成長し、また楽しく人生を歩んでいることと思います。ほとんどの人がそ
のような道を進んでくれるのですが、残念ながら卒業直後の、人生初めての就職でいきなりつ
まずいてしまう人も実はいるのです。就職したものの条件が違っていた、先輩衛生士が辞めて
しまっていて自分一人だけだった、院長やスタッフとの人間関係に悩んだりパワハラ、セクハ
ラ、いじめを受けたりなど、こんなはずじゃなかったと数ヶ月で退職するといったケースが散
見されます。はじめて社会人になるのですから就職先を決める前に自分でしっかりその医院の
ことをよく調べ、周りの人達から情報を収集し十分に吟味することが大切です。
　兵庫県歯科医師会では昨年から就活支援フェアを開催し、できるだけミスマッチが無いよう
学生、医院双方に喜んでもらえるよう企画してくれています。主催者側はまだ開催経験が浅い
ため県内全域からの医院が集まっておらず、学生諸君には不満が残ると聞いています。しかし
このフェアを模擬面接ととらえ、自分の希望する地域の医院でなくても飛び込んでみて面接の
要領を感じ取るのも一つの経験です。他校の学生も参加しているので、他の人達はどのように
面接しているのかをウォッチングするのもひとつの方法と思います。せっかくの初社会人、つ
らい思いをしないようにするためにもこのフェアをうまく活用してもらいたいと思います。
　　8　月31日和歌山県で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があり、その議
題にも上がるほど各地でミスマッチが起こっているようです。一番の原因は求人票の記入不備
によるものが大きいようなので求人票を見る際には十分注意することが必要です。決して給与
の額で決めないよう気を付けてください。
　　9　月　1　日第52回学院学会が開催されました。発表していただいた二人の卒業生（本校43回生
と44回生）はとてもやりがいと向上心をもって、そのうえで楽しく仕事をしているようでし
た。みなさんにもこのような職場で働いてもらえるよう教職員もできる限りのサポートをして
いきますので、ミスマッチが起きないようぜひ相談してください。安易に業者の斡旋に頼るの
は最も危険です。また自分でホームページなどで探して応募するのも危険です。皆さんはまだ
社会を見る目があまりない、免疫力のない若い人達です。甘い言葉に惑わされずに実質を見抜
く力はまだ持ち合わせていません。先輩、同級生、教職員、家族などに相談し熟慮のうえ決定
してください。学院は原則として最初の就職を見届けるまでが責務と考えています。その後は
自分の責任で社会を生き抜いていってもらわなければなりませんが、どうしても行き詰ったと
き、辛い時には遠慮なく学院を頼って下さい。学院はいつでも君達の味方です。
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副学院長就任のご挨拶

副学院長　安井　彩香

　2019年　7　月より副学院長に就任致しました、安井彩香です。ここ、兵庫県歯科医師会附属
兵庫歯科衛生士学院は私にとって最も身近な歯科衛生士学校ですが、行き慣れた歯科医師会
館とは違って最近はセキュリティーもしっかりしていますし、女子ばかりの何やら秘密の花
園めいたものを感じていました。実際に中に入るようになると、学生の皆さんの若々しさに
圧倒され、私も歯学部に入学した頃はこんな風だったのかと月日の流れの速さに驚きます。
　歯科医療とは、歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図ることを目的として、人々の歯・
口腔の健康づくりをサポートすることであり、歯科衛生士の業務は歯石除去などの予防処
置、保健指導、歯科診療の補助とされています。しかし近年、超高齢社会となり歯科医療は
健康寿命を延伸する礎になると言われており、歯科衛生士もまた、その役割を与えられてい
るのです。
　現在の日本は世界一の長寿国ですが、残念なことに健康寿命はまだそこまで追いついてお
りません。健康寿命の延伸には、生涯自分の歯で美味しく食事をする、人との会話を楽し
む、笑う、といった�QOL�を高めることが必要です。そのために、若年者から老齢の方まで
途切れのない歯科医療を行うことが求められています。
　具体的な技術を学ぶことはもちろん大切なことです。医療の�cure�と言われている部分で
す。当学院では教員がしっかりとフォローし、実習先ではわれわれ歯科医師もフォローしま
す。手先の器用不器用はあるかと思いますが、技術はしっかり練習すればなんとかなるもの
です。難しいのは、患者さんが抱える不安を取り除いてあげられるような“やさしさ”や“心配
り”といった、内面的な要素です。それがもうひとつの大事なこと、care�です。
　人の一生には色んなことが起こります。友達と遊びたいから、もうすぐ受験だ、仕事が忙
しい、親の介護が始まった、など歯科から足が遠のくことは多々あるでしょう。その一瞬一
瞬に、あなたたち歯科衛生士がどこまで関われるか。セルフケアをどこまで徹底させられ
るか。そのために、ひとりひとりの患者さんの事情に寄り添い、心を開く。患者さんの生活
背景を考え、それに寄り添った指導をする。それが、途切れのない歯科医療を提供するに当
たって大事なことなのではないかと私は考えています。信頼関係にもとづく心優しい歯科医
療を行うためにも、歯科衛生士の役割がますます期待されています。
　副学院長として、直接学生の皆さんと関わることは少ないかもしれませんが、　3　年間の学
生生活が豊かなものになるよう、また、患者さんの心に寄り添える歯科衛生士になれるよ
う、微力ながら導き、共に成長していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
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歯科衛生士国家試験

教務副主任　肥塚　美奈子

　歯科衛生士国家試験は、都道府県知事認可から厚生労働大臣認可のもと免許証が交付され
るようになり、今年で28年となりました。この国家試験に合格する為に全国の歯科衛生士養
成校で　3　～　4　年間、専門知識、技術を学び、受験する学生は全国に約7,000人います。そのよ
うな中、歯科衛生士国家試験の現状と課題、対策についてご紹介いたします。
　歯科衛生士法第10条に基づき、「歯科衛生士として必要な知識及び技能について」行われ、
平成　4　年　3　月　1　日に全国統一試験として実施されるようになりました。出題形式は「　4　肢択
　1　問題」「　4　肢択　2　問題」のいずれかとなっています。また平成23年度には、修業年限の　3　年
以上への移行を機に出題数が200問から　1　割増の220問へと変わりました。このような中、平
成29年には　6　年振りの出題基準の改訂があり、時代のニーズに応えることができる歯科衛生
士を確保する観点から、下記についてさらなる充実を図り、資質向上を促進していく内容と
なりました。

⑴　高齢化などによる疾病構造の変化に伴う歯科診療の変化に関連して、歯科衛生士とし
て必要な高齢者や在宅・施設介護や病棟での対応に関する出題

⑵　地域包括ケアシステムの推進や多職種連携などに関する出題
⑶　口腔機能の維持向上や摂食機能障害への対応に関する出題
⑷　医療安全や職業倫理などに関する出題

　その他、保健医療介護の領域で歯科衛生士として必要不可欠な内容について出題する。
以上です。これらは現在、日常的にニュースや話題となり、社会全体で積極的に取り組むべ
き課題であり、その先端を歯科衛生士が担うことを求められているからの結果だと考えま
す。
　では、実際に国家試験を受験する学生たちが合格するためにどのように学習を進めていか
なければならないかです。従来通り、「基礎分野・専門基礎分野・専門分野」に関する知識・
技術の習得はもちろんですが、「状況設定問題」と言われる臨床現場で直面しうる状況を設定
し、それに対する理解力・判断力を問う問題の増加に対応できる読解力の向上です。この読
解力向上は、日常的に情報をテレビやインターネットなどから、視覚的に瞬間的に収集し、
考える間も無く次の情報を目にするようになった現代では、かなり難易度の高い学習です。
そこで、とてもアナログで地味な方法ではありますが、本や新聞などの活字を読込み、著者
の考え理解し、そこから柔軟な表現力を養うことが読解力の向上に繋がるのではないかと考
えます。
　年に一度実施される歯科衛生士国家試験は、例年95％前後の非常に高い合格率を推移し、
本学院もほぼ100％の合格率を維持しています。これは、特に　3　年生　1　月からの国家試験対策
での講師の先生方の高い分析力と解りやすい再講義のお蔭だと感謝いたしております。また
合格を目指し、一生懸命努力できる学生たちの底力であるとも思っています。そして私たち
教員は、その全てを全力でサポートできるよう日々努力し、柔軟な思考で対応できるように
して参りたいと思います。
参考）①　一般社団法人　全国歯科衛生士教育協議会　歯科衛生士教育に関する現状調査の

結果報告（令和元年　5　月）
②平成29年度版　歯科衛生士国家試験出題基準
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＊国立モンゴル医学科学大学　歯学部　客員教授
　（岡山大学病院　スペシャルニーズ歯科）

＜学院学会＞

歯科の世界はこんなにおもしろい

＊岡崎　好秀

要　約
　「現代社会における成功」とは、何でしょう
か？　私は「楽しく・有意義に仕事をしながら
食べていける」ことだと思います。周りの職種
で、楽しそうに仕事をしている方はどれほどい
るでしょう？　歯科医療従事者は、これができ
る数少ない仕事の一つであると思います。そう
いう意味において、恵まれた職種です。だか
ら、いつもこの仕事についたことに感謝してい
ます。でも毎日、狭い？診療室で小さな歯ばか
り見ていると、自分の仕事の持つ意味が見えな
くなります。そこで食の話を基に歯科医療の持
つ意味について考えてみましょう。

「心に貯金をして帰す」
　私は小児歯科医で、診ている子どもたちの　9　
割までは何らかの障害を持っています。

　子どもは診療室に入ってくると、こんな顔を
して入ってきます。（図　1　左）
　ところが診療後はどうかといえば、このよう
な顔になります。（図　1　右）
　子どもを泣いたまま帰すこと。これを私は、
子どもの心に「借金して帰す」という表現をし
ています。
　子どもの心に借金をすると、今度きた時にそ
の子はもっと泣くのです。あるいは、そのうち
に来なくなってしまいます。
　だから終わった時は泣き顔でも、帰るときに
笑顔で帰す。そういうことを考えて診療するよ
うにしています。
　笑顔で帰す子どもは、「心に貯金をして帰
す」と言います。子どもの心に貯金をすると、
今度来たとき、今日よりは泣かない。今日より
はいい子になる。そういう付き合いをしている
と、その子たちはいつまでも来てくれる。その
ような患者さんになるのです。それが歯科医療
において、最も大切なことではないかと思って
います。
　今日は、皆さん方に、少しでも心の貯金をし
ていただけたらと思ってやってきました。
「歯科衛生士として、どんな生き方をしたいで
すか？」
　さて歯科衛生士学校に行くと、次の質問をす
ることにしています。
　あなたたちは、歯科衛生士としてどんな人生
を送りたいと思いますか？次のどれかに手を上
げてください。

①　結婚や子育てに関わらず、一生歯科衛生

図　1　



－7－

士として働きたい。
②　結婚や子育てを機に一度退職するが、ま

た復帰して頑張りたい。
③　結婚や子育てを機に退職し、専業主婦と

して家庭を守る。
④　歯科衛生士の免許取得後、別の分野の勉

強をしたい。（図　2　）

以上のものを持っていれば話は別だと思いま
す。
　例えば、○○さんがいてくれると・・・・

・他のスタッフにいろいろ教えてくれる。
・リーダーとして他のスタッフの面倒をみて

くれる。
・明るくて医院の雰囲気がよくなる。
・アシストに付くと子どもが泣かない。
・リコール率が上昇する。
・患者さんからの評判がよい。

　これらは、歯科衛生士としての腕なのです。
　そこで学生には、復帰した時に免許を持って
いるだけでは通用しないことを伝えています。
　これは、歯科医師でも同じです。私の高校時
代、大学に入ることがゴールでした。そして入
学すれば、卒業して歯科医師免許を取得するこ
とがゴールと思っていました。しかし歯科医師
免許は、これから歯科医師として生きていく、
最低必要限の知識を得たに過ぎません。卒業後
は、日々の臨床の中で研鑽を重ね、自分を磨き
高めていくものです。臨床は、目先だけのこと
ではなく、遠い未来のことを考えながら行う必
要があることがわかります。

「動物園のサルと野生のサル」
　これはサルの口の写真です。　1　枚は野生、も
う　1　枚は動物園のサルです。（図　3　）さて動物
園のサルの口はどちらでしょうか？

図　2　

　このような質問をしたら、ある学校では、54
名中、①が13名、②が35名、③が　5　名、④は　1　
名で、なんと①②で約90％を占めていました。
　あまりに子育て後、復帰したいと考えている
学生が多いので驚きました。現代の世相を反映
した回答結果なのでしょう。
　ちなみに最近の調査では、　4　年制の女子大生
でも同じ結果だそうです。
　歯科医師は、歯科衛生士が復帰しやすい職場
の環境つくりにも配慮する必要があります。
　しかし・・・です。
　復職を希望するのであれば、歯科衛生士とし
ても考えておくべきことがあります。
　もし、子どもが突然発熱すれば、医者に連れ
て行かなければなりません。
　子どもの参観日には、授業の様子を見に行き
たいでしょう・・・。
　そうすれば歯科医院のスタッフに迷惑をかけ
ます。
　ともすれば、スタッフ間に軋轢(あつれき)が
生じるかもしれません・・・。
　しかし、迷惑をかけたとしても、自分がそれ

図　3　
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　サルは、動物園であれ野生であれ、歯を磨き
ません。そうすると両者の差は、食べ物による
ことが分かります。
　正解：動物園のサルは右です。
　動物園のサルをよく見てください。歯と歯グ
キの境目に汚れ（歯垢）がたくさんついていま
す。歯グキがブヨブヨし赤く腫れ、歯周病に
なっています。どうしてでしょうか？　軟らか
い食物を食べているためです。
　野生のサルは木の葉、木の実、木の皮を食べ
ています。硬いものを食べていると口がよく動
き、唾液もたくさん出ます。だから口の中は汚
れないのです。
　歯と歯グキの境目には汚れがついていませ
ん。真ん中が少し黒くなっているのは、木の
葉に含まれるタンニンのためです。お茶は木の
葉です。つまり茶渋が付いているのです。しか
し、歯グキはきれいで引き締まっていることが
わかります。
　私は、“口は食べ物が入る最初の場所”ですか
ら、“食べ物が変われば最初に変わるのは口”で
はないかと思っています。
　私が大学を卒業した頃は、甘い食べ物が多
く、子どもたちにむし歯がたくさんありまし
た。“乳歯のむし歯の洪水”と言われていた時代
です。
　乳歯にむし歯が多いと、必ず永久歯でもむし
歯が多くなります。だから乳歯でひどいむし歯
であっても、きっちりと治療し定期健診を続け
れば、永久歯ではきれいな歯を作ることができ
ると思って小児歯科を志しました。
　現在、子どものむし歯は減少しましたが、今
度は軟らかい食物が増えました。だから歯周病
が増えています。
　でも、どうして軟らかい食物が増えると歯周
病が増えるのでしょうか？
　それは、こう考えると分かりやすいです。
想像してください、今、ナイフでリンゴを切っ
たとします。ナイフはあまり汚れません。次に
ナイフでケーキを切りました。そうするとナイ
フには、べったりと汚れがつきます。このナイ

フが、そのまま私たちの歯なのです。
　私たちがリンゴをかじっても、ナイフが汚れ
ないように歯も汚れません。ケーキを食べると
ナイフにべったりと汚れがつくように、歯も汚
れることがわかります。（図　4　）

図　4　

「動物たちも歯が命」
　私は、小児歯科医なので、小学校などで歯に
ついて話す機会がよくあります。そこで最も喜
ばれるのが動物の歯の話です。動物は、歯を失
うと食べることができず、命に関わるといわれ
ます。
　さて、動物園の動物達も長生きするようにな
りました。飼育環境や技術の発達など現場の
方々の努力のおかげです。一方、これまで考え
たこともなかった動物の病気が増えているそう
です。その一つが“歯周病”です。
　若いイルカは、非常にきれいな歯をしていま
す。（図　5　）しかし高齢になると、歯グキがめ
くれ歯石が付いています。（図　6　）

図　5　
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　そこでイルカの歯周病の治療のため歯石を
取っています。（図　7　）

　このような場合、人間なら歯科の器械で歯
を削ります。しかしカバは臆病な一方、獰猛
な動物です。少しでも音や痛みがあれば、驚い
て大暴れをするに違いありません。そこで獣医
師と飼育員は、少しずつカバを慣らしながら、
ヤスリで上顎の歯を削ることに成功しました。
（図10）

図　8　

図　6　

図　7　

　さて動物は、最後の最後まで体が弱っている
ところを見せません。他の肉食動物に悟られる
と「ジ・エンド」となります。動物園でも昨日
まで元気だった動物が急に死ぬのはこのためで
す。食欲や体重の低下は、もの言わぬ動物から
のSOSのサインともいえます。
　そこで飼育担当者は、ちょっとした体調の変
化にも気を配ります。そこで、最初にチェック
するのが口の中です。
　神戸市王子動物園の人気者のカバの出目男く
んは、1981年生まれの37歳、しかし人間でいえ
ば高齢です。（図　8　）
　昨年、歯グキが腫れ痛そうにしていたので、
獣医師から歯の治療についてアドバイスを求め
られました。早速、見に行くと歯周病で歯肉が
腫れていました。しかも上顎の歯が、下顎の歯
グキに当たっています。これでは噛むと痛いの
で食欲も低下します。（図　9　）

図　9　

図10

　しかし治療は、これで終わりではありませ
ん。歯周病のため、食事の度に歯と歯グキの間
には草が入り込みます。
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　そこで毎日、歯ブラシで歯を磨きながら、大
型のピンセットで歯グキの中の草を取り除きま
した。（図11）獣医師と飼育員の懸命な努力の
おかげで、出目男くんは食欲が増し体重も戻り
ました。動物たちも私たちと同じ、一生自分の
歯で噛むために毎日の歯のケアが大切です。

（ORS）”と“スポーツドリンク”が混同され
ているためです。
　運動や下痢をすると、体から水分だけではな
く、ナトリウムなどのイオンも奪われます。し
かし水だけ飲んでも尿として排泄され細胞の中
まで入りません。そこで開発されたのが、“経
口補水液”で“飲む点滴”とも呼ばれ、水分・
電解質・ブドウ糖が速やかに吸収されます。
　ここで経口補水液の歴史について述べましょ
う。イオン飲料の開発は、人間とコレラとの戦
いの歴史から始まりました。コレラに感染する
と、“米のとぎ汁”のような激しい下痢をして
脱水状態に陥ります。すると体内から水分だけ
でなく、ナトリウムなど電解質も奪われます。
　ナトリウムが不足することは、汗が塩からい
ことからも理解できるでしょう。
　ここで簡単に体液について述べます。水を飲
むと、小腸から吸収され、全身の血管を通じて
細胞の周囲に行き渡ります。これが、血漿や組
織間液などの“細胞外液”です。

図11

－本当に飲まなきゃいけないの？
－スポーツドリンクを考える
　最近、スポーツドリンクによる齲蝕が増加
しています。（図12）低年齢児が下痢の時に医

図12

院で、中学校の部活で熱中症予防のために勧
められることがあります。これらはテレビの過
剰な宣伝の弊害です。実際、スポーツドリンク
500㎖には約30g（スティックシュガー10本分）
の砂糖が含まれ、また�pH�も2.5～5.5と低いの
で歯が溶かされます。（図13・14）
　この問題は、イオン飲料の“経口補水液

図13

図14
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　しかし、これだけでは細胞の中に入れませ
ん。細胞に入るためには、ナトリウムが必要で
す。そのため細胞外液には、たくさんのナトリウ
ムが存在します。ナトリウムがなければ、栄養が
細胞に行き渡らないし老廃物を排出できません。
　さて1970代、インドではコレラが流行しまし
た。処置には点滴が必要ですが、同時に医療設
備やスタッフも必要です。しかし大流行のため
に点滴が間に合わないので死亡率は30％にも達
しました。
　その頃、　1　～　2　％のブドウ糖とナトリウムを
同時に摂取すると、小腸から水分と栄養分が急
速に吸収することがわかってきました。（図15）

　スポーツドリンクの吸収率を調べた研究で
は、経口補水液の　1　/　3　程度、蒸留水の約半分
でした。（図17）スポーツドリンクは、スポー
ツ時の水分補給や軽い発汗に対する飲料であ
り、脱水時の補水には不十分です。すなわちス
ポーツドリンクは、清涼飲料水の一つと考える
べきでしょう。

図15

　そこで開発されたのが、WHO�の経口補水液
（ORS）です。これを飲むと静脈へ点滴と同じ
スピードで吸収されるため“飲む点滴”と言われ
ました。しかも設備やスタッフが必要ないし簡
単です。
　経口補水液により、発展途上国で毎年何十万
人もの子どもたちの命が救われました。
　現在、小児の軽度～中等度の脱水に対して推
奨され、OS-1（大塚製薬）などがあります。
これは脱水で体が欲していればおいしく感じ
ますが、普通の状態で飲んでもおいしくありま
せん。しかしこれでは、一般消費者には売れな
いので、スポーツドリンクには砂糖（　6　％）
（ブドウ糖・果糖液糖）が加えられています。
スポーツドリンクで電解質の補給と言います
が、意外と電解質は少なくナトリウムは経口補
水液の　1　/　3　に過ぎず効果が期待されません。
（図16）

図16

図17

“リタイア前にやるべきだった・・”後悔とは？
　健康面で、“若い時にやっておけば良かった”
と後悔しているのは、どんなことですか？女性
であれば、肌のお手入れなどがありますよね。
　実は、そんなことを調べた記事がありまし
た。プレジデント誌（2012年11月12日号）の
特集「リタイア前にやるべきだった・・」後
悔トップ20です。「今、何を後悔しています
か？」とシニア層（55～74歳）の男女約1,000
名を対象として調べました。
　その結果、健康面では：第　4　位は、“腹八分
目を守り、暴飲暴食をしなければよかった。”
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第　3　位は、“日頃からよく歩けばよかった。”
第　2　位は、“スポーツなどで体を鍛えておけば
よかった。”そして第　1　位は・・・・・。なん
と！“歯の定期健診を受ければよかった！”でし
た。（図18）

　歯科医療従事者として、歯が第　1　位であるこ
とは嬉しいです。でも個人としてはどうでしょ
う？
　逆に考えれば、この年代で歯や噛むことで
困っておられる方々が多いことがわかります。
　もう一点驚いたことがあります。それは“歯
の定期健診”という言葉でした。
　従来、歯科医院へは“痛いから”・“噛めない
から”行く方が多かったのですが、ここで“定期
健診”という言葉が出てきました。これは素晴
らしいことだと思いませんか！
　定期的に歯科医院に通えば、歯が残ることが
認知され出したのでしょう。
　たった30年前まで日本では、平均寿命が長け
ればよいと考えられてきました。しかし、生活
習慣病などで人生の後半を寝たきりで過ごさな
ければならない方が増加し、“健康寿命”という
概念ができました。寿命が延びた分、楽しい生
活を送りたいものです。これからの時代は“健
康の科学”が求められる時代であり、歯科医学
は、食べることを通じての“健康の科学”と言え
るでしょう。

図18

参考文献
岡崎好秀（2017）：世界最強の歯科保健指導　
上巻、クインテッセンス出版、東京.�
岡崎好秀（2019）：世界最強の歯科保健指導　
中巻、クインテッセンス出版、東京.�
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＊こうべ市歯科センター
　

＜学院学会＞

こうべ市歯科センターにおける歯科衛生士の役割

第44回生＊赤松　明香

　こうべ市歯科センターは、地域の歯科診療所
で診療を受けることが困難な方々に、安全で安
心な歯科医療を提供することを目的として神戸
市及び神戸市歯科医師会が管理運営していま
す。
　自閉スペクトラム症、ダウン症候群、脳性麻
痺など様々な障害をお持ちの方が来院します。
また、病気や交通事故で肢体不自由になった方
や歯医者が怖くて泣き暴れるような歯科受診に
非協力な小児も受け入れています。
　歯科治療の内容は、根管治療や�CR�充填など
地域の歯科診療所と同じです。どのような点が
異なるかというと、歯科治療を行うために様々
な行動調整法を用いる点です。行動調整法と
は、知的能力障害があり治療への理解と協力が
得られない方や重度の嘔吐反射で歯科治療が受
けられない方に対して、行動変容法や全身麻酔
法を用いて行動をコントロールし、特別な配慮
や支援をすることをいいます（図　1　）。
　当センターでは様々な行動調整法を用いて治
療を行っており、時にはそれらの複数を組み合
わせて治療を行うこともあります。

　行動変容法には、Tell-Show-Do法やカウント
法、脱感作法やオペラント技法などがありま
す。私たちは、患者ごとに適した行動変容法を
選択し診療を行っていますが、スタッフ同士の
連携が取れていないとなかなかうまくいきませ
ん。そこでカンファレンスやミーティングを何
度も行い、スタッフ間で患者の既往歴や今まで
の歯科受診の状況や対応で注意する点など、綿
密に情報共有を行っています（図　2　）。

図　1　

図　2　

　体動のコントロールには、患者の体を徒手で
固定する方法や患者の体に抑制帯を巻くなどの
方法があります。徒手固定や抑制帯の使用は必
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ず本人や家族の同意を得て行い、使用時にはい
くつも注意する点があります。いずれの体動の
コントロールも患者の体が安全であることが重
要です。
　静脈内鎮静法での治療では、舌根沈下による
気道閉塞を起こしやすいので、気道確保のため
に下顎挙上が必要となることがあります。ま
た、自身の分泌液や水が咽頭に垂れ込んで患者
がムセないようにバキューム操作をしっかりと
行わなければなりません。
　当センターの診療では、器具・器材に工夫を
凝らしています。例えば、ミラーを咬む可能性
のある患者にガラス製のものを使用すると咬ん
で割れた際に危険です。なので、全症例でメタ
ル製のミラーを使用しています。また、根管治
療用ファイルやロールワッテ補綴物には歯科衛
生士があらかじめ糸を通し、治療中に口腔内に
落下した際に患者が誤飲または誤嚥をしないよ
うにします。このように患者が安全に歯科治療
を受けるためには準備が必要です（図　3　）。

るので圧排するのも大変です。
　また、歯科衛生士は歯科診療の補助をするだ
けではありません。心電図のモニターを患者に
装着したり血圧計を腕に巻くなど歯科麻酔科医
の補助も行っています（図　4　）。

図　3　

図　4　

　行動調整法の中の非意識下の治療とは、全身
麻酔法です。全身麻酔下での治療は患者が眠っ
ている間に治療を行うため、楽で安全な方法と
いう印象があるかもしれません。しかし、全身
麻酔に用いる薬は循環動態を抑制するため、血
圧が下がることもありますし、呼吸抑制作用も
あるので適切な気道確保ができなければ低酸素
状態となり心停止を起こす可能性もあります。
また、視野の確保や怪我を防ぐために舌の圧排
が必要ですが、舌が弛緩し口腔内に大きく広が

　歯科衛生士は患者を入室させるところから、
プロフェッショナルケアを行い、治療終了後は
待合室まで患者を連れて戻るところまで患者と
接する時間が長くあります。細やかな配慮や危
険回避、偶発症の予防に努めなければなりませ
ん。そのためには患者が待合室にいる時から表
情や顔色歩き方などを観察し、患者の心身の状
態について詳細を聞き取ることに時間をかけて
います。また、診療中にも積極的に患者に声を
かけると同時に全身を観察します（図　5　）。

図　5　

　歯科治療には不安や恐怖（精神的ストレ
ス）、痛み（身体的ストレス）、局所麻酔（薬物
的ストレス）など多くのストレッサーが存在し
ます（図　6　）。これらストレッサーが、患者の
予備力を超えないよう歯科衛生士の配慮が大切
です。
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　私たちは通常、患者に「痛みがあれば手を挙
げてください」と伝えます。しかし、患者の中
には知的能力障害があるために痛みを上手く表
現することができない方もいます。そうした患
者は、手で器具を払いのける、治療中に突然起
き上がる、大声を出して暴れるといった行為で
痛みや不安感を表現します。そのような患者の
行動を見逃さず患者にとってのストレッサーが
何かを判断し、適切な配慮や対応をすることが
全身管理に繋がります。1）

　当センターでの歯科衛生士の役割は診療室内
だけではありません。訪問歯科健診や歯科保健
指導を通して地域の障害児者の歯科保健の向上
に努めています（図　6　）。

　私は学生の頃、歯科衛生士の仕事は主に診療
室内で補助を行うこと、予防業務を行うことだ
と思っていました。臨床経験を重ねた今、歯科
衛生士の仕事は歯科診療行為に限定されず、研
究発表や後輩の育成、地域歯科保健への貢献な
ど様々な場面で活躍することのできる仕事なの
だと感じています（図　8　）。

図　6　

図　7　

　また、センター主催の研修事業、学術大会参
加、歯科衛生士養成機関校の実習生受け入れも
行っています（図　7　）。

　学生の皆さんが無事に資格を取得し卒業を迎
えるまでまだまだ厳しい道のりが続くと思いま
す。充実した学生生活と夢の実現を心から応援
しています。
　最後になりましたが、このような貴重な機会
を与えてくださった兵庫県歯科医師会附属兵庫
歯科衛生士学院の先生方に心より感謝申しあげ
ます。

文　献
　1　）野杁明美（2019）：歯科衛生士による歯科

衛生士のための全身管理を考慮した診療、日
本障害者歯科学会雑誌、No.40－2、124－130

図　8　
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メインテナンスの取組み方と役割

第43回生＊大坂　紗恵子

　43回生の大坂紗恵子です。この度は学院学会
発表の機会をいただき誠にありがとうございま
す。この貴重な機会に私が日常の臨床で取り組
んでいることや心がけていることをお伝えさせ
ていただきます。
　私の主な歯科衛生士業務は歯周治療やメイン
テナンス・SPT�の患者様を担当させていただ
いています。初診で担当させていただく方の多
くは痛みが出ていたり、既に重症化されてる方
がほとんどです。お一人お一人の症例は様々で
治癒や病状安定へ導くことは非常に難しく考察
する毎日です。
　メインテナンス・SPT�のお話の前に歯周治
療についてお話致します。私が取り組む歯周治
療のポイントを図①に示します。①診査・診断
と治療計画。まず患者様・歯科医師・歯科衛生
士がチームとならなければなりません。正確な
診査・診断を行い、患者様のご希望に沿うよう
改善への治療計画を示します。②情報提供。歯
周治療は患者様のモチベーションを上げる事が
最も大切です。モチベーションの低下を防ぐ為
に動機付けを実施し続けなければなりません。
様々な媒体を利用し改善や健康維持の情報を
提供します。（写真①）③原因の除去の実施。
④疾患の進行停止。⑤セルフケアとプロフェッ
ショナルケアの確立。どんなに専門的なケアを
行ったとしても、毎日行うセルフケアが未熟で

＊春藤歯科医院
　

あれば歯周病は再発します。歯科保健指導と会
話を重ねることで、初診時にはなかった細部の
ブラッシング方法などの質問もお受けするよう
になります。セルフケアが充実し、患者様自身
の知識や関心が高まったことを感じます。歯科
衛生士として様々な質問にも分かりやすくお答
えするよう努めなければなりません。⑥再評
価。⑦メインテナンス・SPT�の実施。継続的
に患者様と関わりを持ちサポートしています。
改善された患者様は初診時に比べて口腔内はも
ちろんですが、表情や姿勢、会話などとても前
向きに変化します。ある患者様は初診時に下を

図①

写真①

＜学院学会＞
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向いていました。しかし、歯周治療を重ねるう
ちに徐々に目を合わせて会話してくださるよう
になりました。歯科が苦手な方でも継続的に受
診してくださいます。患者様の変化は歯科衛生
士として最もやりがいを感じることです。歯周
治療を終えられた患者様はメインテナンス・
SPT�を実施します。
　私が行うメインテナンス・SPT�の内容を図
②に示します。①診査・診断。プロービンクを
行います。プロービンクにより様々な情報収
集が可能です。ここで、私が注目していること
は�BOP�の有無です。歯肉辺縁からの出血はプ
ラークコントロール不良であることが分かりま
す。また、測定後プローブを引き上げてから15
～30秒後に出血する場合はポケット底部からの
出血と判断しています。その他にも血液の粘性
や排膿なども観察しています。出血部位には必
ずそれに伴う原因があると考えます。
　②次に染め出しを行います。毎回どの患者様
にも必ず染め出しを行います。その理由は、ま
ず術者の見落とし予防として私自身が除去した
つもりにならないよう行っています。そして、
患者様のモチベーションの向上と動機付けの

為、また患者様のセルフケアの確認の為に行っ
ています。　2　トーンの染色液を使用し、活動性
の高い細菌付着であるか観察することができま
す。（写真②）
　③染色によりバイオフィルムの確認ができ
たら、EMS社エアフロー®プラスパウダー®を
使用しバイオフィルムの除去を行います。従来
型の炭酸水素ナトリウム（粒形40μm）ではな
く、エリスリトール（粒形14μm）のPLUS�パ
ウダー®によって歯周ポケットのバイオフィル
ムマネージメントを行っています。短時間で正
確なバイオフィルムの除去が可能なエアフロー
®の利点を図③に示します。齲蝕予防の小児の
患者様にも使用しており、歯面を傷つけず痛み
がない為、担当させていただいている　4　歳のお
子様も恐怖心は無く安心してお顔にタオルをか
け施術させていただいています。エアフロー®

プラスパウダー®は歯周治療中の患者様やメイ
ンテナンス・SPTの患者様、小児、矯正などど
の症例にも有効に使用できバイオフィルムの除
去が可能です。生体へ安心して使用することが
できる為活用しています。（写真③）

図②

写真②

図③

写真③
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　ではなぜ、バイオフィルムを除去しなけれ
ばならないのか。なぜなら、細菌の塊である
プラークには生態系があり、その生態系である
バイオフィルムを除去することで、成熟したプ
ラーク中に存在する多様化した病原性細菌を破
壊することができるからです。最も有効に施術
し、侵襲性を抑え、バイオフィルムと早期歯
石を除去できるものがエアフロー®プラスパウ
ダー®であり使用しています。（写真④）

い、パワーなど配慮して使用しています。術者
によって歯面を傷つけることのないよう必要最
小限の使用を心掛け、適切に歯石除去を行っ
ています。正しい操作方法を意識し、患者様が
不快にならないよう努めています。シックルス
ケーラーやキュレットスケーラーは自分にとっ
て最も使いやすいタイプの物を使用させていた
だいています。ハンドインスツルメントは常に
シャープニングで研ぎ澄まされた状態で管理し
ています。鈍な刃部は無駄な施術時間を要しま
す。そして何より歯面を傷つけてしまいます。
良好な状態で準備をすることはプロとして大切
な役割です。（写真⑤）

写真④

　④次に除去できなかった強固な縁上縁下歯石
の除去を行います。超音波スケーラーを使用し
ています。P・PS・Aチップなど使い分けを行

図④

　歯科衛生士によるプロフェッショナルケアと
患者様自身が行う良好なセルフケアの確立に
よって、健康な状態を維持することができるの
です。お一人お一人のセルフケアの状態によっ
て来院間隔を提案し、病原性を持った細菌の再
付着を防ぎ、疾患の予防を行います。つまり、
バイオフィルムマネージメントを行うのです。
（図④）

写真⑤

　その後、⑤補助的清掃用具の使用を行い、⑥
指差し確認を行います。見落としは無いか、除
去したつもりになっていないか確認します。患
者様にも気になる所は無いか、ザラつき不快感
は無いかチェックしていただいています。⑦
最後に歯肉のマッサージを行い、唾液分泌の
促進とリラクゼーションを目的として行ってい
ます。担当させていただいている患者様から、
施術後の爽快感や心地よさなどのお言葉をいた
だきます。歯科には痛みによる恐怖感を抱く方
が多くいらっしゃると思います。定期的に来院
して下さる患者様へ歯科受診は億劫ではないか
お尋ねしたことがあります。その患者様は歯科
受診が待ち遠しいとおっしゃいました。思わぬ
答えに驚きと嬉しさを感じました。私が担当さ
せていただく患者様の多くはキャンセルされず
必ず来院して下さいます。とても嬉しいことで



－19－

す。その一方で、その期待に応えなければなら
ないという責任感を感じます。
　私が歯科衛生士として心掛けていることは、
まず患者様に寄り添う対応です。どの患者様も
不安を抱えて来院されます。どんなに指導しな
ければならない口腔状態であっても、まずその
方の事やお話を認めお気持ちに沿うことを大切
にしています。一方的な指導ではなく聞き上手
になるよう心掛けています。改善点も全てを一
度に伝えず改善しながら向上するようお話させ
ていただいています。そして、継続的に来院し
ていただく為に気持ちのいい施術を心掛けてい
ます。（図⑤）その為には学びを続け、トレー
ニングを行っています。フリーランスの先生
にご指導を受け、技術向上に努めています。現
在、資格取得に向けて定期的にセミナーに参加
しています。学ぶことで、口腔内の見方や着眼
点に変化が出てきました。日常の臨床で困難な

症例はありますが、指導を受けながら考察させ
ていただいています。歯科衛生士として、患者
様がいつまでも美味しく食事ができる未来の為
に、お一人お一人を全力でサポートさせていた
だいています。患者様から励みになるお言葉を
いただくことがあります。やりがいと喜びを感
じ何より自信に繋がっています。
　歯科衛生士業務は知識や技術向上に終わりは
ありません。プロフェッショナルとして成長し
続けていくことで、患者様の期待に応えること
ができます。その為に学びを続け努力していき
たいと思います。
　最後に、このような大変光栄な機会を与えて
いただき、浦出雅裕学院長、小村照代教務主任
をはじめ、関係各位の先生方に心から感謝致し
ます。これから歯科衛生士になる学生の皆様は
様々な分野で今後ご活躍されると思います。皆
様には輝かしい未来が待っています。多くのこ
とを学び素晴らしい歯科衛生士になって下さ
い。ありがとうございました。

図⑤
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顎顔面骨折の診断と治療

＊竹信　俊彦

　1　．顎顔面外傷の種類
　顎顔面外傷は軟組織外傷と硬組織外傷に大
別される。軟組織外傷は口唇裂傷をはじめと
した切創や裂創、挫創などがある。硬組織外
傷では歯の破折や亜脱臼、脱臼などをはじめ
として歯槽骨骨折、下顎骨骨折と上顎骨や頬
骨・眼窩などの中顔面骨折が挙げられる。本
稿では下顎骨骨折と中顔面骨折の診査・診断
と治療について述べる。

　2　．顎顔面骨折治療の原則
　創傷の治癒機転には一次治癒（Primary�
healing）と二次治癒（Secondary�healing）
が知られている。一次治癒とは創面が密着し
た状態で瘢痕組織をほとんど形成しない治
癒形式であり、二次治癒とは創面の間隙に瘢
痕組織を形成することにより目立った創痕を
残す状態をいう。言うまでもなく一次治癒を
目指すのが軟組織外傷の治療のゴールであ
り、そのためには埋没縫合を伴った緊密で死
腔を作らない縫合が重要である。挫創や創面
に異物が混入している場合は、デブリードマ
ン（汚染した創面を切除して新鮮面を形成す
る処置）を行ってから、緊密な縫合を行う。
上述の原則は硬組織外傷である骨折にもあ
てはまる。骨折の一次治癒は�Primary�bone�
healing/Direct�bone�healing�と呼ばれる。骨

＊神戸市立医療センター中央市民病院　歯科・歯科口腔外科
部長

＜学術論文＞

接合面は緊密に密着し仮骨（Callus）がほと
んど形成されず、両側の断端からハバース氏
管が穿通しあい、直接的に骨癒合が生じて
ほぼ原型に近い形で治癒する形式である。
一方、二次治癒は�Secondary�bone�healing/
Indirect�bone�healing�と呼ばれる。骨間隙に
は血腫が生じた後に線維芽細胞による線維性
結合組織が満たされ、やがて軟骨新生が生じ
て骨組織に置換される。その際、骨膜周囲に
は多量の仮骨（callus）が生じることにより
その部位は膨隆するとともに、骨長も長くな
り変形することもある。骨折治療においても
一次治癒を目指すことが治療の原則である。
治療後に一次治癒となるか二次治癒となるか
は、幾つかの条件が左右する。第　1　に骨間隙
が密着していることであり、概ね0.2㎜未満で
あれば線維性結合組織を介在することなく骨
癒合が生じる。すなわち骨折線を寸分の狂い
もなく整復することが重要である。第　2　に強
固な固定を行うことである。骨折部位に咬合
力などの応力が加わり微小な動揺が継続する
と線維性結合組織が形成され治癒が遅れる。
従って応力が加わった時に骨体固定プレート
やスクリューが十分な強度を持っていて骨折
部を不動化させることが重要である。第　3　に
骨折部分が骨膜と軟組織によって完全に被覆
されていることである。これは良好な血流の
温存を意味する。上記　3　つの条件が満たされ
ないと骨折部位は二次治癒あるいは変形治癒
を生じるだけでなく、最悪の場合創部の感染
と骨癒合不全（non-union）に至る。骨癒合不
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全（non-union）は偽関節とも呼ばれる。骨折
部の感染は術後早期に経口摂取させたためで
も、顎間固定が短いためでもなく、上記の原
則が治療において達成されていないことが原
因である1-4）。

あり全応力をプレートが負担しなければ骨折
部の不動化は不可能である。このような状況
を�Load�bearing（荷重全負担）コンセプトと
呼んでおり、前述の厚さ2.4㎜-2.8㎜の純チタ
ン製の再建プレートを用いなければならない
（図　2　）1-3）。

　4　．中顔面骨折の種類
　中顔面骨折には上顎骨骨折、頬骨骨折、
眼窩骨折、鼻骨骨折、鼻・篩骨・眼窩骨折
（Naso-orbito-ethmoidal� fracture）やそれら
の複合骨折がある。上顎骨骨折はフランスの
外科医�Rene�Le�Fort�による分類（Le�Fort�
I，Ⅱ，Ⅲ型）が有名である。また頬骨上顎
複合体骨折もよく遭遇する。下顎骨骨折など
も合併した広範な顔面骨折を顔面多発骨折も
しくは汎顔面骨折（Panfacial� fracture）とい
う。頬骨上顎複合体骨折や汎顔面骨折は咬合
不全を伴うので口腔外科の診療対象となる
（図　3　）1,2）。

　5　．中顔面骨折の症状
　浮腫・血腫・気腫による顔面腫脹、眼窩周
囲の皮下出血（black�eye）、結膜下血腫、口
腔・鼻出血および血餅による気道閉塞、眼窩
周囲骨の触診上の段差、眼球の偏位（眼球陥

図　1　．下顎骨骨折に用いられる各種プレート

　3　．骨接合プレート選択のコンセプト
　現在、骨接合プレートは複数の製造元か
ら多種の厚みや形状の製品が販売されてい
る。例えば某社の下顎骨用プレートではプ
レートの厚さが1.0㎜，1.25㎜，1.5㎜，2.0㎜，
2.5㎜，2.8㎜の製品がそろっている（図　1　）。
これらの使い分けは骨折部の骨同士の支え
合いとプレートが負担する応力分担の比率に
よって選択される。骨折面が緊密に嵌合して
いれば、応力が加わってもそれほど骨面にす
べりが生じることがなく、プレートの応力負
担割合は少なくてよい。一方、骨折面が斜面
になっている、あるいは複数骨片に分割して
いるような場合では、骨断端の嵌合力が弱く
応力により容易にすべりや偏位が生じるため
に、プレートはより大きな応力を負担しなけ
ればならない。このように骨折面の方向や単
純骨折・複雑骨折といった骨折部の状態によ
りプレートの応力負担割合を考慮すること
を�Load-sharing（荷重分担）コンセプトとい
う。さらに骨折部が粉砕・欠損している、も
しくは高齢者で骨密度が著しく低下した萎縮
骨では、骨折断端同士の応力負担は不可能で

図　2　．図（左）は上方から加わる荷重に対して骨折線が直
交するので、骨が負担できる荷重の割合が大きい。図
（中）は骨折線が斜骨折であるので荷重に対してすべ
り力が生じるため、プレートの負担割合が増加する。図
（右）は骨折部に骨欠損があるのでプレートが全荷重を
負担しなければならない。
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凹、眼球下垂、眼球突出）、眼球運動障害、
複視、内眼角靱帯の偏位による眼角離開、三
叉神経第　2　枝領域の知覚障害、局所疼痛、咬
合不全、開口障害、脳脊髄液が外耳道・鼻腔
などに流出する髄液漏などがみられる1,2）。

　6　．中顔面骨折管理の要点
　中顔面骨折では頭蓋内損傷と視機能障害を
評価することが最も重要である。重篤な頭
蓋・脳損傷や失明の危険性が潜んでいるかも
しれないと疑わねばならない。シートベルト
着用が普及し重症顔面外傷は減少したとはい
え、二輪乗車中の自動車との衝突では上述の
ような生命の危ぶまれる重篤な外傷が今なお
多いのが実情である。このため頭蓋損傷を合
併する場合は外傷性硬膜下血腫、髄液漏、気
脳症などの脳神経外科領域の治療が最優先さ
れる。次いで眼球破裂や眼球穿孔外傷、球後
血腫による視神経圧迫などの視機能障害治療
が行われる。また頸椎損傷を合併することも
多く、これらは主に保存的な治療となる。
脳神経外科的な事情で顔面骨折治療を待機せ
ざるを得ず、治療時期を逸することで整容面
に重大な醜形を残すことが大きな問題である
（図　4　）1,2）。

　7　．中顔面骨折の診査
　中顔面骨折ではまず頭蓋損傷の有無を確

図　3　．中顔面骨折の種類．上顎骨骨折はLe FortⅠ，Ⅱ，Ⅲに
分類される。高エネルギー外傷ではこれらの骨折が合併
して生じる。

図　4　．中顔面骨折管理の要点

認するためにＸ線�CT�撮影が必須である。
CT�画像では　3　D構築された画像に目が行き
がちであるが、コンピューターにより描画さ
れる際に微細な亀裂や偏位のほとんどない骨
折線が消えることがあり、水平断・冠状断・
矢状断を丁寧に観察すべきである。特に眼
窩底を観察するには眼窩長軸に合わせた斜位
矢状断が有用である。脳出血や軸索損傷など
の機能的評価は�MRI�で行われる。眼科的診
査では、視野テスト（図　5　）、Hess�チャー
ト、Hertel�眼球突出計検査、引っ張り試験
（Forced�duction�test）がある。引っ張り試
験は眼球強膜を鑷子で把持して上下左右に眼
球を動かせて、外眼筋の拘束性運動障害の有
無を調べるものである（図　6　）。引っ張り試
験以外の診査は患者の意識が清明でないと行
えない1,2）。

図　5　．視野試験は意識のある患者に指先を目で追わせる
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　8　．中顔面骨折の治療
　中顔面骨折治療の要点は正確な整復と十
分な固定である。顔貌の回復に加えて、視
機能障害の回復も重要である。特に顔貌の
回復では中顔面の幅・垂直高径・奥行きの
対称性回復が重要で、頬骨体の整復が不十
分になると眼窩内容積が増大して眼球陥凹
（enophthalmos）を遺す（図　7　）。中顔面骨

図　6　．引っ張り試験．眼球の強膜を鑷子で把持して眼球運動
をさせる。

図　7　．頬骨骨折における骨片偏位により眼窩内容積が拡大
し、眼球位も下がる。

図　8　．頬骨骨折では頬骨体が陥凹することで、開口時に下顎
骨の筋突起が頬骨弓に干渉し、開口障害を生じる。

の有用性が報告されている。骨片固定では中
顔面骨は頬骨弓を除いてそれほど大きな応力
がかからないために、厚さ　1　㎜未満のプレー
トと　4　-　6　㎜程度の長さのスクリューが用いら
れる1-8）。

　9　．中顔面部へのアプローチ法
　上顎骨・頬骨下方へは口腔内から上顎歯肉
頬移行部切開が用いられる。眼窩底へは経結
膜切開、睫毛下切開、瞼板下切開、眼窩下切
開が用いられる。眼窩外側壁へは外側眉毛切
開、眼窩内側壁へは経結膜切開を内眼角に延
長する切開が用いられる。Le�Fort�Ⅲ型骨折
のように頭蓋顔面骨を広く露出する場合は頭
皮冠状切開が用いられる（図　9　）1,2）。

図　9　．中顔面部へのアプローチ法

折全般にいえることは、中顔面複合体が背
側に陥入していることが多く、顔面の奥行
きを正確に回復することが最重要課題とな
る。頬骨体の陥入は開口障害を引き起こす
（図　8　）。しかし軟組織の腫脹や複雑な骨折
では正確な奥行きの回復が非常に困難であ
り、様々な工夫が必要となる。一般に損傷の
ない頭蓋顔面骨との境界から順番に整復を行
う。近年では手術用ナビゲーションシステム
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10．中顔面骨折の固定法
　中顔面では上顎骨や前頭洞のように含気骨
が存在し、梨状口や眼窩が開口している。
これらは頭蓋の軽量化や感覚器官を収める
役割がある。例えば上顎骨前壁や眼窩面は
非常に薄い皮質骨であるが、梨状口側縁、
頬骨下稜、眼窩下縁などは骨質が緻密で厚
く、あたかも家屋における柱や梁のようであ
る。このような支えとなる構造をバットレス�
（Buttress）という。顔面骨骨折のプレート
固定はこのバットレス部に設置しなければ固
定力を発揮できない（図10）1,2）。

図10．顔面骨のバットレスとプレート固定を行う位置

11．下顎骨骨折の種類
　下顎骨骨折は部位別では正中部・傍正中
部、下顎体部、歯槽骨、下顎角部、下顎枝
部、関節突起部、筋突起に分けられる。頻
度別では正中・傍正中部30%、関節突起部
20%、下顎角部15-20%、下顎体部10-15%など
となっている。このうち正中・傍正中部と関
節突起骨折の合併は、転倒によるオトガイ部
強打とその介達骨折として高齢者に多い骨折
である。骨折の様態別では単純骨折、複雑骨
折、粉砕骨折に分けられる（図11）1,3）。

12．下顎骨折の症状
　下顎骨折の症状は、開口障害、開口時の局
所疼痛、咬合不全、三叉神経第　3　枝領域の知
覚麻痺、腫脹や皮下血腫、顔貌の変形、口腔

図11．下顎骨骨折の部位別種類と骨折の様態別種類

内出血、気道閉塞、歯の破折・亜脱臼・脱臼
喪失、軟組織裂傷などがある。咬合不全は下
顎骨に付着する咀嚼筋や舌骨上筋群により骨
片の偏位が生じるために起こる。また正中・
傍正中部の舌側偏位による舌根沈下と口腔内
出血による気道閉塞のため気管内挿管が必要
な場合もある（図12）1,3）。

図12．下顎骨骨折の症状

13．下顎骨骨折管理の要点
　下顎骨骨折では下歯槽動脈や顔面動脈損傷
による活動性出血や気道閉塞の治療が優先さ
れる。次いで歯列弓部の骨折はもとより関節
突起や下顎角部の骨折であっても、歯列弓そ
のものの連続性喪失や上顎歯列弓との偏位に
よる咬合不全が生じるため、咬合を回復する
ことが要点となる1,3）。
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14．下顎骨骨折の診査
　下顎骨においてもその�Gold�standard�はＸ
線�CT�撮影である。ただし�CT�では歯の充
填物などによるアーチファクトのために診断
が不十分となることが多い。そのため軟組織
異物迷入も見逃しやすい。パノラマＸ線写真
は歯の破折や脱臼、異物の診査に長けている
が、患者の意識が清明であり自分で立位を保
てる状態でないと撮影不可能である。よって
多発外傷の場合は歯の外傷に対する治療は先
送りになる1,3）。

15．下顎骨骨折の治療
　下顎骨骨折治療の要点もまた正確な整復と
十分な固定である。咬合の回復に加えて、顔
貌形態の回復も重要である。中顔面との相違
点は咀嚼筋と舌骨上筋群が付着していること
で、これらの筋群による骨片偏位が大きくな
る。下顎頭を除くほぼ全ての部位に口腔内切
開により到達可能であるが、十分な整復を行
うためにしばしば皮膚切開によるアプローチ
も必要である。また咬合力が加わるために、
骨折の様態や骨質により�load�sharing�コンセ
プトか�load�bearing�コンセプトで固定するの
かを考慮する1,3）。

16．下顎骨へのアプローチ法
　下顎骨では下顎頭を除くほぼ全ての部位に
口腔内歯肉頬移行部切開で到達することがで
きる。オトガイ部へはオトガイ下切開、下顎
臼歯部から下顎角部へは顎下部切開が用いら
れる。下顎枝へは顎下部切開を下顎後縁に延
長した�Risdon�切開や下顎後切開がある。関
節突起へは経耳下腺切開や高位経咬筋切開な
どが用いられる。関節突起骨折は単純骨折で
あれば、口腔内切開による内視鏡支援下手術
も行われる。下顎頭へは耳前部切開が用いら
れる。オトガイ下切開を除く経皮的アプロー
チではいずれも顔面神経を損傷しないように
注意が必要である（図13）1,3）。

図13．下顎骨へのアプローチ法

17．下顎骨骨折の固定法
　下顎歯列に咬合力が加わると、歯槽部側で
は骨折線が開く方向に引っ張り力が生じ、
下顎底側では骨折線が閉じる方向に圧迫力が
かかる。歯槽頂や下顎枝前縁と下顎底から下
顎角部のちょうど中間にあたる部位では引っ
張り力と圧迫力がつり合う中立的な部分で
あり、ここに下顎管が走行している。また
正中・傍正中部はこれらのほかにねじれの応
力がかかる。下顎骨の固定では歯槽頂側と下
顎底側でそれぞれにかかる引っ張り・圧迫・
ねじれの応力をプレート固定で負担すればよ
い。引っ張り力は比較的弱いプレートでも負
担できる。そこで歯列弓内での骨折は薄い
プレートであってもスクリュー固定で歯根
損傷の可能性があるので、歯に線副子（arch�
bar）を装着する方法が用いられる（図14）。

図14．線副子による顎内固定．歯列弓の連続性を回復し、咬
合時の引っ張り力を負担する。
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下顎底側では①骨片の偏位が大きいほど、②
骨折の様態が複雑であるほど、③骨密度が低
いほど、より厚く大型の骨体固定プレートで
固定する。どのような部位であっても粉砕骨
折、骨片が欠損している場合、無歯顎の萎縮
骨では必ず荷重全負担型（Load�bearing）の
再建プレートで固定しなければならない（図
15）1,3,9-11）。

図15．複雑骨折・粉砕骨折・萎縮骨では再建プレートを用い
た強固な固定が重要である。

18．結語
　本稿では顎顔面外傷の中でも顎顔面骨折に
ついての診断と治療について述べてきた。
骨折治療の要点は正確な整復と十分な固定が
最も重要である。中顔面骨折は頬骨上顎骨折
では咬合不全を伴うため口腔外科で治療され
る。しかし視機能障害や頭蓋損傷を伴うこと
も多く、十分な医学知識を備え適切な医科連
携が重要である。下顎骨では特に十分な骨片
固定力を備えたプレートを選択し、時に皮膚
切開を加えてでも良好な整復と固定を行うこ
とが重要である。

注）：図中のシェーマは � AO � S u r g e r y�
Reference2,3）より転載しています。
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歯科衛生士に求められる専門性について

＊高橋　千鶴

　今年の第　8　回定時総会において、公益社団法
人兵庫県歯科衛生士会の会長に就任しました高
橋と申します。
　今年　3　月末までは、兵庫県豊岡健康福祉事務
所（県型保健所）の初代歯科衛生士として、兵
庫県の面積　4　分の　1　の但馬圏域を管内として歯
科保健業務を行ってまいりました。
　この間、他職種と机を並べて行ってきた住民
に対する公衆衛生活動を通じて、それぞれの専
門性を重視しながら、他職種との連携や相互理
解することの重要性について自然と身につき学
ぶことができました。
　また、昨年からは、歯科分野以外の大学院で
新たな学びをはじめました。
　歯科衛生士養成機関での基本的な学びは、最
も重要であり、この学びが歯科衛生士それぞれ
の将来を決定すると言っても過言ではないと
思っています。また、人口動態の変化などに伴
い、年々、歯科衛生士教育課程や国家試験が高
度化しており、住民が求める歯科衛生士像や、
専門職として求められる歯科衛生士像が年々変化
し加速していることを実感しているところです。
　一方、求められる専門性に対しては、平成20
年度から始まった日本歯科衛生士会の認定や、
関係各学会の認定による、兵庫県の認定歯科衛
生士数は　7　分野で160名を輩出しています。ま
た、平成29年度からはじまった指導者等講習会
の受講者は、21名となっており、新たな認定分

野の対象となっています。
　さらには、全国には、　4　年生の大学も国公立
に増えてきており現時点で11校となっていま
す。また、大学院での研究者の道も開かれてき
ています。
　兵庫県には、　4　年生の大学や大学院がないこ
とから、大阪府、徳島県、広島県などに優秀な
人材が流出している状況となっています。
　そこで、県民に対して、時代に応じた歯科保
健医療サービスなどを提供するために兵庫県に
も　4　年生大学の創設を要望しているところです。
　兵庫県歯科衛生士会では、段階的に整備する
ために、今年度は、兵庫県委託事業「口腔健康
管理地域リーダー登録事業」を計画していま
す。この事業は、全県において、在宅療養者へ
の口腔健康管理を行うことのできる歯科衛生士
の育成に向けて、豊富な知識・技術や専門的な
実践力・指導力を持つ歯科衛生士の登録を行う
事業です。
　また、来年は阪神・淡路大震災から25年の節
目を迎えるにあたり、「災害支援歯科衛生士育
成研修会」を開催します。毎年、「ひょうご安
全のつどい」イベントに出展し、県民や関係者
に大規模災害への備えのための支援活動を行っ
ています。
　歯科衛生士は、時代の流れや人口動態、自然
災害などによる地域に特化して求められる歯科
衛生士像に対して、これからも歯科衛生士法を
遵守し、歯科衛生士として倫理綱領による基本
的な役割と責務を専門職として社会に示す必要
があると思っています。

＊（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、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、
47回生までが入会しています。DH　1　年目から
46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。
　令和元年度の研修会は、小谷泰子先生（医療
法人美和会　平成歯科クリニック院長・大阪府
歯科医師会理事・大阪大学歯学部附属病院顎口
腔機能治療部�招聘教員）に、『超高齢社会にお
ける歯科医療の役割～食医とは』という演題で
ご講演をいただきました。小谷先生は歯牙の形
態の修復を目的に平成元年に8020を推奨し、目
標を達成した歯科医療は、超高齢社会を迎え、
次の段階に進む必要があるという状況で、歯科
には、生活を支える医療として「口腔疾患の
重症化予防」だけでなく、「口腔機能の維持・
向上」により、「健康寿命の延伸と�QOL�の改
善に寄与」することが求められているなか、歯

科衛生士ができること=やらなければいけない
ことをお話してくださいました。また、実習を
ふまえた講義はわかりやすく、摂食嚥下につい
て、「やらなきゃ、勉強しなきゃ…でもどこか
ら始めれば？」と思っている卒業生も多かった
ようでしたが、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。
　復職支援活動につきましては、理事のマンパ
ワーの問題もあり、動態調査などで同窓会員の
声を集めている現状です。同窓会員と兵庫県歯
科医師会の先生方の橋渡しができましたらと
思っております。
　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。
　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
会をご支援いただきますよう宜しくお願い致し
ます。

＊むつみ会　会長

＜むつみ会＞
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口腔解剖学を講義するにあたって

口腔解剖学担当　小林　正樹

　始めまして新須磨病院の小林です。平成最
後、令和元年、第50回生、新須磨病院に勤務し
て10年、卒後20年目の本当に区切りのいいアニ
バーサリーイヤーに口腔解剖学の講師に任命し
ていただけたことを光栄に思います。口腔解剖
学とは歯学を学んでいくにあたって基本となる
学問です。そして歯科医師や他の歯科衛生士、
他職種の人と会話するのに必要な共通の言語で
もあります。英語を勉強するのにアルファベッ
トを覚えるのと一緒で、使用するにしたがって
自然と身についていくものです。私自身　1　年生
の時に口腔解剖学を学んだのですが夏休みの宿
題に歯のカービングがありました。石膏の支柱
をつくり、それを歯の形に削っていくわけです
が、そもそも石膏ってなに？ってところから始
まり、友人の父親が歯医者をやっているところ
へ行って石膏の支柱を作ったことを思い出しま
す。　1　年生の最初に口腔解剖学を学んでもはじ
めは頭の中に大きなハテナが浮かぶと思います
（自分もそうでした）が、これからの長い歯科
衛生士人生でなくてはならない存在になること
と思います。新須磨病院でも他の学校の歯科衛
生士の学生が実習に来ています。実習生に口腔
解剖学ってどんな授業やった？って聞くと残念
ながらあんまり記憶に残っていないのが現状で
す。いざ講義をするために資料をまとめると実
は良く分かっていなかったり、勘違いして覚え
ていたりして、自分の勉強にもなっていると実
感します。この前、保育園の検診に行った際、

上顎の乳中切歯の口蓋側に過剰歯のようなもの
を見つけました。この講義がなかったらきっと
過剰歯と乳中切歯の癒合歯（双生歯）と診断し
ていたかもしれません。ちょうど乳歯の奇形を
勉強していましたので、あっこれが切歯結節
かっ!!と感動しました。学生の皆さんには教科
書のイラストや授業での写真でイメージをつか
んでいただき、臨床実習や実際に仕事をして、
そういった症例に出会ったときに小林の授業を
思い出して、感動していただければ幸いです。
また人に教えるにはやはり自分が完璧に理解し
ていないとだめだなぁと実感しております。あ
いまいな理解のまま授業をするとあいまいな教
え方になり、不確かな情報を皆さんに伝えるこ
とになってしまいます。講師に任命された時
は、仕事のおやすみが貰えて、報酬も貰えて
ラッキーっと思っていましたが、実際始まって
みると、教えるって責任重大だなぁと責任の重
さにつぶされそうです。教える側としてはど素
人で、誤字・脱字や間違ったことをいうことも
ありますが、温かい目で見守っていただきたい
と思います。お昼の眠たい時間の授業です、一
方通行になると眠気も増してくると思いますの
で、眠くならないようキャッチボールしながら
授業を進めていき、皆さんと一緒に口腔解剖学
を学び、そして記憶に残る授業をしていきたい
と考えておりますので、よろしくお願いいたし
ます。

＜講師の抱負・紹介＞



－31－

＜講師の抱負・紹介＞

心理学を講義するにあたって

心理学担当　丸山　智美

　令和元年度より心理学を担当しております丸
山智美です。私はずっと臨床に携わっており、
単科の精神科病院での勤務を軸としながら、非
常勤として公立中学校のスクールカウンセラー
や大学の学生相談員、企業の健康管理室カウン
セラーとしても勤務しておりました。　9　年前に
軸足を大学の学生相談室に移してからは、業務
の中心が大学生への支援となっています。
　臨床のスタートが病院であったからというだ
けでなく、医療に携わりたいという思いが幼い
頃からあったため、医療分野から学生相談領域
に移る際は寂しさもあったのですが、今回、歯
科衛生士を志す学生さんたちに関わることとな
り、間接的に医療に貢献できることをとてもう
れしく思っております。
　精神科での対象は主には成人であり、統合失
調症やうつ病、不安障害、認知症などを主症状
とした方たちとの関わりがほとんどでした。外
来や入院病棟、デイケアなどでの集団療法、心
理面接、心理検査など、いろいろな関わりを経
験したことが、現在の臨床の土台となっている
ことを実感しています。
　大学での現在の業務は、学生さんを対象と
したカウンセリングをメインとしながら、教
職員との情報共有や家族相談なども行っており
ます。また、頻度は少ないのですが、教育的役
割として、単発の講義（心理テストやグループ
ワーク）や教職員研修などを実施することもあ

ります。
　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
おいても関わる年齢層はほぼ同じなのですが、
教育に関しては新米であり、おぼつかないこと
も多いため、学生さん達の真剣さや意欲の高さ
に助けられているような状態です。
　「動機づけ」を扱った講義後、「歯科衛生士
を目指そうと思った動機」を質問カードに記
入してもらったところ、圧倒的に多かったのが
「技術を身につけたいから」「資格を得たいか
ら」といった記述でした。その言葉どおり、見
聞きしたものは全て吸収しようとするかのよう
な眼差しで講義を聴いている学生さんが多いの
がとても印象的です。また、精神科臨床でお会
いしてきた患者さんの様子や、歯科受診に困難
を抱える患者さんへの対応法を説明している際
は、普段以上に集中して聴いている学生さんが
多く、患者さんに真摯に対応できるようになり
たいという思いを強く感じました。
　「歯科衛生士を目指そうと思った動機」とし
て　2　番目に多かった回答は、「自身が患者とし
て治療を受けたとき、対応してくれた歯科衛生
士さんに憧れたから」というものでした。憧れ
を叶えようとする場に立ち会わせてもらえるこ
とをうれしく思うとともに、学生さんたちが今
度は憧れられる存在になっていくことができる
よう、心理学の講義を通してささやかながら貢
献していきたいと思っております。
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＜講師の抱負・紹介＞

英語Ⅱを講義するにあたって

英語Ⅱ担当　中川　まゆみ

　令和元年度より英語Ⅱの講義を担当します中
川まゆみです。英会話を主として、医院や病院
に来られる海外の方々とのコミュニケーション
を学ぶクラスです。
　私は高校時代をアメリカンスクール、そして
大学から社会人まで10年海外で過ごしたことを
生かして、英会話というものは決してハードル
が高いのではなく、　1　つのコミュニケーション
なので形式ではない生きた会話を少しでも感じ
られるクラスにしたいと思いました。
　とはいえ、歯科衛生士という専門職なので、
もちろん普段使わない専門用語も入ってきま
す。また、インフォームドコンセントは治療に
あたり非常に重要なので、いかにわかりやすく患
者さんに内容や計画を話せなくてはなりません。
　私は自分の経験の元、会話の中で重要なの
は、要点を的確に伝えることが大事と思ってい
ます。大事なのは文法ではなく、相手にいかに
伝えたいことが理解されているかです。現在私
は、歯科医院で海外の患者さんに治療の説明な
ども行ったりしていますので、その経験なども
生かせると思っています。
　英語は私たちの母国語ではありません。ネイ
ティブのように話すことはなかなかハードルが
高いです。ですが、海外からの患者さんが聞き
たいのはわかりやすい説明と、自分が伝えたい
症状を理解してもらっているかです。海外で病
院などに行くのは誰しも不安です。症状や様子
などをちゃんと聞いてくれると安心できますよ
ね。あせらずゆっくりと簡単な会話に必要な単
語を絡めて話すとより伝えやすいと思います。

そして相手の言いたいことがわからないとき
は、わからないと伝えて、もう一度聞くという
ことも大事です。会話とはお互いを理解できて
初めて成立するからです。
　私がクラスで　1　番覚えてもらいたいのは、文
法通りや教科書の形式なものをただ読むのでは
なく、伝える努力と相手の言いたい要点を聞き
取れる力です。
　聞き取るためには単語の理解が必要になって
きます。単語が増えれば会話の中身も豊かにな
ります。そして伝えるには発音も重要です。日
本の学校では残念なことに会話はあまり重視さ
れていません。テストのために必要な文法が大
半をしめています。会話を慣れるのはとにかく
声に出し、発音に気をつけて喋ることです。正
しい文法は慣れることで後からどんどん改善さ
れます。
　会話のエクササイズを通して、まず英語での
聞き取りと話すことに少しでも慣れてもらうこ
とを重視しました。実習室で診療チェアを使
い、実践のようなブラッシング指導の会話の講
義も試みました。
　講義の初め、エクササイズするに当たって
中々恥ずかしくて声に出せなかった生徒たち
も、最後のクラスの頃にはあまり抵抗なく声に
出せていたと感じました。もちろん英会話とし
てはまだまだ場を積まないと慣れないのです
が、この講義を通して、少しでも将来必要な場
で生かせるようにと思っています。そして私も
英会話という抵抗感を少しでも軽減でき、楽し
める講義を目指して頑張りたいと思います。
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＜講師の抱負・紹介＞

歯周病学を講義するにあたって

歯周病学担当　宮本　　学

　令和元年度から歯周病学の科目講師をさせて
いただきます灘区歯科医師会の宮本学です。前
任の勝谷芳文先生は、私が大学卒業後にのこっ
た岡山大学歯学部歯科保存学第　2　講座の特別講
師として、歯科医師になりたての頃からお世話
になったご縁です。昨年科目講師への就任依頼
があった時には、その場では即答できず大変悩
みました。私は開業して15年になりますが、自
らの診療の場において歯科衛生士はなくてはな
らないパートナーです。歯科衛生士教育に少し
でも貢献できるならと考え引き受けさせていた
だきました。
　歯周病治療において歯科衛生士の役割は大変
重要で、歯科衛生士が主導する症例も多数あり
ます。日本歯周病学会は学会認定歯科衛生士制
度を設立してから、多数の歯科衛生士が会員と
なりました。あまりに歯科衛生士会員が増加し
すぎて、歯科医師の会員の比率が相対的に低く
なってしまったため、現在では歯科衛生士を準
会員としているほどです。また私は現在、日

本ヘルスケア歯科学会という学会でも活動をし
ています。この学会は歯科疾患を未然に防ぐと
いう予防歯科の目的とともに、軽度から中等度
の歯周病を効果的に治癒に向かわせるという目
的をもっています。そのために歯科衛生士との
チームアプローチを重要視しており、歯周精密
検査や口腔内写真撮影の実技指導を含めた歯周
基本治療を行える歯科衛生士の育成に力を注い
でいます。
　本年の講義では、日本ヘルスケア歯科学会で
知人となったフリーランス歯科衛生士の落合真
理子さんに一コマを担当していただきました。
彼女はフリーランスの歯科衛生士として歯周病
治療やセミナー講師を積極的に行っておられま
す。さらにご出身の関東から見ず知らずの土地
である兵庫県に転居されてもなお活躍し続けて
おられることは、大変すばらしいことです。
　自立した歯科衛生士が少しでも増えることを
願って微力ながら務めさせていただきますの
で、よろしくお願いいたします。
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＜専任教員＞

専任教員になって

専任教員　篠原　理恵

　平成30年10月より専任教員となりました篠原
と申します。
　私は本学院の卒業生で、学生の頃は教員にな
りたいと思っていたのですが、長年臨床の場で
働いているうちにすっかり忘れてしまっていま
した。しかし、勤務していた医院で指導歯科衛
生士をする機会に恵まれ、学生を指導するうち
に教員になりたいという昔の気持ちを思い出し
た頃にご縁がありましたので勤務させていただ
くことになりました。
　最初は自分にできるのかという不安があり、
学生の前に立って話すことも初めてでしたので
毎日が緊張の連続でしたが、10ヶ月は本当に
あっという間に過ぎていきました。そして最近
になってやっと先生と呼ばれることにも慣れて
きたところです。教員の仕事は本当に忙しく
思った以上に大変でした。学生への対応や授業
の様な表に立つ仕事のほかに、講師の先生方の
対応、さまざまな実習先への見廻りやご挨拶、
資料の作成など裏で支えるような見えない仕事
もたくさんあります。
　その中でも特に私が大変だと感じることは、
90人近くの人間を動かすという事です。本当に
多くの学生がいるので全員がしっかりと理解し
て行動できるような説明の仕方をするのがとて
も難しいと思いました。一度規律が乱れてしま
うと集団心理のようなものが働いて収集がつか
なくなってしまう恐れがあるので、何をするに

も細心の注意を払わなければなりません。他に
も、授業時間以外に放課後や空き時間を使って
学生の実習のトレーニングを何度も行ったり、
再試験や面談を何度もしたり、質問に答えたり
と、学生対応の時間はどうしても長くなってし
まうことです。
　また、講義や実習に関してはまず誰よりも
自分が理解していなくては人に教えることは
できません。先輩教員の授業を聴講して伝え方
を学んだりするのですが、自分が学生の頃とは
教本の内容がずいぶん変わっていることも多々
あり、授業の準備をきちんとしていても毎回授
業が終わると反省する点が多く、考えさせられ
たり学ぶことばかりで毎日が勉強です。学生指
導では自分の思いを伝えることの難しさを日々
痛感しています。その中で先輩教員にたくさん
のアドバイスをいただき学生指導に当たってい
ます。学生たちが　3　年間学校で学ぶ専門的な知
識・技術を習得するのは大変だと思いますが、
同じ目標を持つ仲間と一緒に切磋琢磨して成長
したくさんの思い出を残してもらいたいと思い
ます。
　私もまだまだ未熟ではありますが教員として
先輩歯科衛生士として共に学び、考え、寄り添
い学生の背中を押していけたらと思っていま
す。学生たちの思い出に残るような教員になり
たいと思っておりますので、よろしくお願いい
たします。
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＜専任教員＞

専任教員になって

専任教員　大坪　奈央

　12年間、臨床の現場で勤め、ご縁があり平成
30年　8　月から母校で専任教員となり　1　年が経ち
ました。
　教員になった当初は　3　年生の副担任をさせて
いただきました。学生が臨床実習、臨地実習、
国家試験対策と毎日の課題をこなし一生懸命、
実習に取り組み、国家試験の勉強に励む姿を見
て、自分自身の学生時代を懐かしく思い出しま
した。私も彼女たちと同じ経験をし、辛い時も
ありましたが仲間と共に励まし合い、先生がた
の温かいご指導のお陰で乗り越えることができ
ました。
　　3　月に卒業の日を迎え送り出す時、寂しい気
持ちもありましたが歯科衛生士として期待に胸
を膨らませ旅立つ姿はとても感慨深く、教員と
して何とも言えない充実感を味わうと同時に自
分自身が日々成長し続けていけるやりがいのあ
る仕事だと実感しました。私はこの学院で、新
たなことに挑戦し、彼女たちの活躍を楽しみに
学生と共に成長していきたいと思います。
　現在は　2　年生の副担任と歯科診療補助を担当
しています。歯科診療補助は、術式はもちろん
のことドクターと息を合わせスムーズに診療を
進めていけるよう、患者様の気持ちを読み取り
ながら周りの状況にあった判断が必要になりま
す。学生には常に患者様の気持ちを大切にして

ほしいと思っています。その為に、学内の実習
において術者役、補助者役、患者役を設定し、
相手の立場に立つことで、それぞれの気持ちが
理解できます。相手をより理解するとコミュニ
ケーションの幅も広がり患者配慮、声掛けが
自然にできるようになります。また、患者様と
のコミュニケーションは患者様の話される言葉
に耳を傾け、話しやすい環境を作ることが歯科
衛生士の重要な仕事です。また、コミュニケー
ションにおいて挨拶、言葉遣いは信頼関係を築
くうえで大切です。相手を敬い、丁寧な対応が
でき、誰からも好かれるような歯科衛生士に
なってほしいと思っています。
　コミュニケーションにおいては私自身の学生
指導にも通ずるものがあり、学生への一方的な
指導は続かないと思っています。相手の気持ち
を理解し話しを聞く、歩みよる、相手の立場に
なり物事を考え、相談しやすい環境を作ってい
けるよう努めていきたいと思っています。
　また、彼女たちが歯科衛生士として医療の現
場でさまざまな社会のニーズに柔軟に対応でき
るよう、知識と技術の向上と社会性そして豊か
な人間性を身につけ、一人ひとりの個性を生か
し、伸ばしていけるよう、先輩がたのご指導を
いただきながら常に感謝の気持ちと向上心を持
ち日々精進して参ります。
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＜専任教員＞

令和元年度　臨床実習指導歯科衛生士打合せ会開催

教務主任　小村　照代

　令和元年度臨床実習指導歯科衛生士打合せ会
を　5　月16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　8　機関、歯科医院52機関、矯正歯科医院
12機関となり、そのうち51名の指導歯科衛生士
の方にご出席していただきました。
　吉川副学院長・学科長による挨拶の後、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、昨年度
卒業した47回生の臨床実習の感想、そして今年
度お世話になる48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・
開業歯科医院に分け、ご紹介させていただきま
した。
　情報交換の時間には、新規実習先グループに
は臨床実習概要をより詳しく説明させていただ
き、経年、臨床実習をお引き受けいただいてい
る実習先グループには、　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情報
交換していただき、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」「DR�の治療と歯科衛生士業務を�AM・
PM�に分けてバランス良く実習」「ブラッシン
グ指導は小児から経験してもらう」などがあり
ました。さらに学生個々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、
「忘れ物をする」「レポート提出時に見直しが
なく誤字がある」「積極性がない」「実習帳の考
察が記入できない」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業務の中、学
生指導にご尽力くださり深く感謝致します。ご
負担をおかけしながらの学生指導とはなります
が、臨床現場での学びで、学生は大きく成長し
て学院に戻ってきます。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。歯科衛生士職種としての後輩
育成のためお力を貸していただければと思いま
す。私たち教員も、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い
きたいと思います。
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　この度、成績優秀賞をいただくことができ、
大変嬉しく思っております。
　毎日コツコツと知識を積み上げ、試験に臨む
ことがベストだと思うのですが、日々の生活に
追われ、勉学の優先順位が低くなり、毎回試験
前に詰め込む勉強の仕方になってしまい、いざ
思い出そうとしても不確かな曖昧な記憶であ
り、継続して勉強を積み重ねることの大切さが
身に染みております。
　私は、以前までは介護福祉士として従事し
ておりました。介護施設で勤務しており、口
腔に関連する業務であれば、整容介助、食事介
助、口腔ケア、義歯のケアなどを行っていまし
た。利用者の方は、認知症を抱えた方、全身疾
患を抱えた方、嚥下障害を抱えた方様々な方が
いらっしゃいました。利用者の方は高齢であ
る為、ケア、リハビリを行っても、ADL�の低
下、もしくは現状維持で経過していくことが多
く、機能向上や改善に状態が変化することも少
なく、もっと異なるアプローチの仕方があるの
ではないか？日々業務を行うなかで、私自身が
行っているケアが正解なのか？もっと個々に応
じたケアができるのではないか？現状を把握で
きているのか？全身疾患は？服薬は把握してい
ても副作用は？などと疑問を持つようになりま
した。
　また、医師、看護師、理学療法士、作業療法
士、栄養士、介護福祉士と多職種で連携して業
務を行っており、自分自身が何か専門的な特化
した技術を身につけたいと望むようになり本学
院に入学いたしました。
　入学前は、ひとまわりも年代の異なる同級生
とやっていけるのかどうかの不安でいっぱいで
したが、素晴らしい友人と出会い、共に歯科衛
生士国家試験合格という目標に向かい切磋琢磨
致しております。日々の課題に追われ、試験に

学業奨励賞を受けて

第48回生　清瀬　志枝

追われ、実習に追われと次から次とこなすこと
で精一杯ですが、一生懸命頑張れる目標、信頼
できる友人、青春時代がもう一度戻ってきたよ
うで嬉しくもあります。
　一年次は、90分間の座学になかなか慣れるこ
とができませんでした。また、聞き慣れない専
門用語ばかりで、理解することに苦戦致しまし
た。見易いノートの取り方、プリントのファイ
リングの仕方など、勉強の仕方なども忘れてし
まっていた為、一からのスタートでした。
　二年次には、臨床実習での診療の流れや器
具、患者さんに応じたコミュニケーションの取
り方を学ぶことができ、座学で学んだ知識と結
びつけ理解を深めることができました。歯と口
の健康週間では、小学生が対象であり、伝え方
の難しさを知る機会となりました。
　現在、日本は高齢人口の急速な増加で超高齢
社会に突入しています。今後の課題として、フ
レイルの予防の為に、まずはオーラルフレイル
が重要になってきます。施設で勤務していた時
に、要介護度が上がると、食の選択肢の幅が
狭くなり、食べる楽しみが奪われてしまう事
が分かりました。いつまでも「食べられる口」
を維持し健康寿命延伸の為に今後、歯科衛生士
として施設で学んだ経験を活かして患者さんの
QOL�向上に努めていきたいと思います。
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　この度、成績優秀賞をいただくことができま
した。いうまでもなく個人の力によるものでは
ありません。日々、陰になり日向になりながら
より良い学生生活へと導いてくださる先生方や
つねに傍らで支えてくれる仲間のおかげである
と、身に染みて感じています。また、学業に打
ち込むことを応援してくれた家族の助けが何よ
りの励ましでした。先生方をはじめ、家族のみ
んなと励ましくださった皆様に深く感謝申し上
げます。
　私は大学卒業後、一般企業に勤めていまし
たが、やりがいを感じながら長く続けられる
仕事がしたいと思うようになり再進学を決意し
ました。将来、長く続けていくためには、社会
的な意義が感じられ、そして自分の努力次第で
成長していける要素があることが大切だと思い
ます。もちろん社会人時代で学ぶことも多くあ
りました。でも、社会人生活を経た今だからこ
そ、より切実に将来のことを考え、厳しい中に
もプロとしての自覚の持てる、資格を活かした
仕事をしたいと考えるようになりました。ま
た、同時期に祖母が誤嚥性肺炎で他界したこと
も私に影響を与えました。誤嚥性肺炎が歯科衛
生士による口腔ケアで予防できると知り、祖母
の歯と口の健康を守れなかったことへの悔悟の
念と、家族や友人知人、他の多くの人に対して
歯と口の健康の大切さを伝えたいという思いが
強くなりました。私は一から学ぶ覚悟で口腔ケ
アの専門家として、国家資格である歯科衛生士
を志すことにしました。
　入学後は、年下の同級生と仲良くなれるか不
安でしたが、皆明るく元気な学生で分け隔てす
ることなく接してくれたので嬉しかったです。
また、私と同じように社会人を経験し、それぞ
れが強い意志を持ち入学してきた尊敬する仲間

学業奨励賞を受けて

第49回生　金道　真紀

とも出会うことができました。今後も年齢差が
あってもお互いに尊重し理解し合えるような関
係をクラスメートと築いていきたいと思います。
　授業では、聞き慣れない専門用語が多く、ま
た専門分野の講義も難しく覚えられるか不安に
なることもありました。加えてシックルやキュ
レットの手技やセメント練和など実習も始まり
苦戦するなか、課題や試験が重なり余裕を失う
こともありました。そんな折、専任教員の先生
方のサポートは有難かったです。実技練習にお
いては空き時間や放課後も利用して、個人の癖
を指摘し問題点を明らかにしたうえで一人ひと
りに的確な指導をしてくださいました。授業で
覚えにくい部分は、表でまとめ直したり語呂合
わせで覚えてみたりするなど個人に合う勉強方
法を丁寧に教えてくださいました。専門分野の
他に基礎分野も学ばなければいけませんが、覚
えることがとても多く大変です。周りと比較せ
ず自分のペースで焦らず着実に学習を進めてい
きたいと思います。
　年齢を重ねても人は変わらない。経験を重ね
るからこそ人は変わるのだと私は思います。国
家試験合格の目標を掲げ、理想とする歯科衛生
士に近付けるよう、今後ますます精進していきた
いと身の引き締まる思いで決意を固めています。
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　新しい制服を着て不安と楽しみで胸がいっぱ
いで迎えた入学式を終えてから　4　ヶ月が経ちま
した。新しい友だちを作ること、新しい環境で
過ごすこと、また専門的な勉強も始まり、新し
い知識と技術を確実に習得していくことへの不
安はまだまだ多いですが、少しずつ慣れてきた
ように思います。
　叔父が歯医者なので、歯科の仕事は幼い頃か
ら身近に感じていました。幼い頃に歯科医院に
行った時、歯科衛生士さんが怖がっていた私に
優しく接してくださり、励まし、勇気をくれた
ことがとても印象に残っています。また、姉が
今、歯科衛生士の仕事をしており、姉の勉強す
る楽しそうな姿を見て、私も歯科衛生士を目指
そうと決めました。兵庫県歯科医師会附属兵庫
歯科衛生士学院は、手元で拡大縮小したり自宅
で復習したりすることのできる�iPad�を使用し
た講義や、社会で役に立つホスピタリティ学や
ペン習字などの講義があるところに惹かれ、こ
の学校に入学しようと決めました。
　入学式では宣誓をさせていただき、とても良
い経験になりました。とても緊張し、私にでき
るのかとても不安で心配でした。でもしっかり
と宣誓することができたので嬉しかったです。
私自身、宣誓をさせていただいたおかげであら
ゆる面で成長できたと思います。宣誓をきっか
けに話題ができ、友だちも増え、クラスのみん
なと毎日仲良く楽しく過ごしています。宣誓を
引き受けて本当に良かったと思います。クラス
では前期の総代をさせていただくことになりま
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した。総代としてしっかりまとめられるのか、
人前でしっかり話すことができるのかとても不
安でしたが、副総代と互いに協力し、頑張って
います。
　私たち　1　年生にとって初めての実習では、3
年生指導という　3　年生に口腔内を見てもらい、
指導していただくというものでした。まだ何も
わかっていない私たちにどの先輩方も優しく、
また丁寧に沢山ことを教えてくださいました。
緊張でドキドキしていた気持ちも、先輩方のお
かげで安心して実習することができました。そ
んな先輩方の背中を患者役として見て、私もこ
んな風になりたいと強く思いました。
　科目の実習では、顎模型を使用した歯科用器
具の練習やブラッシング方法など　1　年生から実
践的なことを学んでいます。講義では、歯科の
専門的な科目だけでなく一般教養も学び、これ
から社会に出ていく中で人間的にも成長できて
いると実感できています。専門的な言葉を覚え
理解し知識が少しずつ増えていく中で、私も歯
科衛生士という夢に　1　歩ずつ近付いているのだ
と感じるので、難しい勉強も頑張ることができ
ます。
　私の理想とする歯科衛生士は、周りのみんな
に信頼され、頼られ、患者さんの気持ちに気付
き寄り添える、そして歯科医院内の雰囲気を明
るくできる人です。同じ夢を持った仲間ととも
に、それぞれの理想とする歯科衛生士になれる
よう、日々努力したいと思います。
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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、新しい生活にも慣れて
きました。初めは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。
しかし、入学して新しい仲間もでき、日々の授
業にも少しずつ慣れていき、入学してからあっ
という間に時間が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、私がいつも通っている歯科医院でお世話に
なっている歯科衛生士の方に憧れたことです。
歯科衛生士という職業のやり甲斐や楽しさなど
の話を聞くようになり、自分も誰かの役に立つ
仕事に携わりたい、そして歯に携わる仕事がし
たいと思い、入学を決めました。入学してから
は、見たことや聞いたこともない専門用語ばか
りが並んだ教本や、また先生方の話を聞いて、
今まで以上に勉学に励み、頑張ろうと思える活
力になりました。
　そんな学校生活が始まって　1　ヶ月が経った
頃、クラス役員決めが行われ、私は友人と初
めはなにもわからず衛生自治委員に立候補しま
した。衛生自治委員の仕事として、合同レクリ
エーションの企画と進行を任されました。合同
レクリエーションを企画するにあたり、当日の
昼食選びやゲームの内容の決定、ゲームの景品
の買い出しなど、各クラス　2　名ずつの衛生自治
委員　4　人が集まって企画を話し合って進めてい
きます。しかし十分な時間もあまりなかったた
め、昼食選びとゲームの企画の　2　つに分担して
決めていくことにしました。私は昼食選びを担
当しました。昼食を決めるときは、90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
られるものと、予算内で可能なものを中心に選
びました。ゲームは全員が参加できて盛り上が
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れるゲームを企画してくれ、予算の中でたくさ
んの景品の買い出しをＢクラスの　2　人が進めて
くれました。限られた時間の中で、全て自分た
ちで考えることは少し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、当日くじ引き
を使って　5　～　6　人の班を作って食べました。班
の中では、初めて話す子ばかりで最初はぎごち
ない雰囲気でしたが、みんなが優しくてすぐに
打ち解けることができました。ゲームでは、　4　
つのグループに分かれてのチーム戦で行いまし
た。椅子取りゲームから始まり、ジェスチャー
ゲーム、フラフープくぐりなどチーム一丸と
なって競い合い、全員で楽しむことができまし
た。そして次にビンゴ大会をしました。チーム
対抗ゲームでの疲れを感じさせないぐらいにビ
ンゴ大会も盛り上がりました。
　合同レクリエーションを終え、一気に50回生
の距離が縮まり仲良くなれた気がします。私だ
けでなく、　1　人でも多くの人がそう思ってくれ
ていたら嬉しいなと思いました。これからもこ
の素晴らしい仲間、50回生と共に支え合い、立
派な歯科衛生士を目指したいです。
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　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
入学してすぐ、　3　年生に口腔内を見てもらう　3　
年生指導という実習がありました。私は初めて
の実習で不安と緊張でいっぱいになりました。
　3　年生の先輩とも話したことがなかったので上
手く話せるか心配でした。
　そして、実習帳が配られ内容を確認すると一
般目標と行動目標が掲げてありました。一般目
標は患者役を通じて計画的な施術・指導方法の
必要性を理解する。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・指導方法を学ぶ④患者役を通じて、患
者接遇を学ぶというものでした。
　実習当日は　3　年生の先輩方が私たち　1　年生の
教室まで迎えに来てくれ、第　3　実習室のチェア
まで案内してくれました。実習は　1　日を　2　つに
分けるもので前半は見学で、先輩が行なってい
ることをメモすることに一生懸命でした。先輩
は術式・器具の名称・操作内容など、まだ何も
知らない私たちにでも分かりやすく丁寧に説明
してくれました。後半は　3　年生の先輩に口腔内
を見てもらいました。いざチェアに座ってみる
ととても緊張しましたが、ペアの先輩は私が緊
張していたのが分かったのか、問診の時に笑顔
で優しく接して下さり緊張がほぐれました。そ
して施術中は「大丈夫？」や「痛くない？」な
ど声かけをしていて、私は安心して施術を受け
ることができました。声かけやマスクを取って
話すなど、少しの気遣いでこんなにも患者さん
の不安な気持ちを取り除くことができ、将来歯
科衛生士になるにあたってとても大切だと思い
ました。

　3　年生指導を終えて

第50回生　西畑　彩希

　　2　回目の実習では事前に自分で予習を行った
ことで前回よりも施術内容など少し理解するこ
とができたので、先輩に　1　回目の時にはできな
かった質問をすることができました。そして施
術中も話しやすい環境を作って下さったおかげ
で緊張がとれました。実習が終わり先輩は私た
ちに指導チャートを作成してくれました。その
指導チャートは実際に、実習を通して私の歯
の状況やブラッシング方法を理解したうえで、
個別のアドバイスが書かれていたため、とても
心に残りました。今でも忘れずに実践していま
す。
　　3　年生指導を終えて先輩から多くのことを学
ぶことができました。患者さんに不安な気持ち
を持たせないように声かけをし、安心して治療
を受けてもらえることは歯科衛生士になるにあ
たって大切であることを　3　年生指導の実習を通
して実感することができました。私も　2　年後、
　1　年生指導をする時に　3　年生の先輩のように患
者さんの気持ちを理解して行動できるようにな
りたいと思いました。
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　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
入学し二ヶ月半が経ち、少し学校生活にも慣れ
だした頃、京都に一日研修旅行へ行きました。
　まずは株式会社モリタ製作所を訪れ、最新の
チェアや機材、製作過程を拝見させていただき
ました。モリタ製作所では実際にチェアに座り
体験ができたり、普段目にすることのできない
ものが見られたり、とても貴重な経験ができま
した。そして私たちが学校で使っているチェア
や機材はこのようにして製作されているのだと
知りました。
　次に京都ブライトンホテルでテーブルマナー
を学びました。正しい持ち方や、置く方向によ
り意味することが違うことを知りました。説明
が終え、実際に教わった方法で昼食をいただき
ました。普段箸を使用することが多いので、ナ
イフやフォークで食事をするのは難しかったで
す。Ａクラス、Ｂクラス五人ずつ同じテーブル
で食事しました。クラスが違うと話す機会が少
ないので、話せて嬉しかったです。
　食事が終え、より交流を深めるために、レク
リエーションをしました。私たち研修旅行委員
六人で考え、レクリエーションはイントロドン
にしました。食事をしたテーブルで一つのチー
ムとなり、チーム戦で行いました。各チームか
ら一人ずつ前に出てきてもらい、答えて正解し
たら次の人にバトンタッチし、最終的にチーム
の全員が答えられるよう考えました。時間の問
題で最後までいけませんでしたが、各チーム一
人は正解し、次の人に繋げられたのでよかった
です。最近の話題の曲から昔の曲まで幅広く、
ジャンルを問わずみんながわかる曲を集めま
した。初めはみんな楽しんでくれるか不安でし
たが、時間が立つにつれ声量も高まり、マイク

　1　年次研修旅行を終えて
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の取り合いになるほど盛り上がったので良かっ
たです。このレクリエーションを通して一人で
も多く会話し、交流を深められたのでとても良
かったなと思いました。
　最後は八つ橋庵とししゅうの館でねりきり細
工体験をしました。真っ白の生地に液体を少量
含ませ、色をつけていきました。まずは緑の生
地を葉っぱの形の型に押し込み、棒で葉っぱの
葉脈を刻みました。次にピンクの生地と白の生
地を混ぜたものであんこを包み、ハサミの先端
を使い花びらを作ります。方向、間隔、ハサミ
の使い方が難しく思うように上手くできません
でしたが、周りの友達がこうしたら上手くでき
るよと教えてくれ、満足のいく仕上がりになっ
たので嬉しかったです。最後は緑、黄色、白の
生地を網ですりつぶし、細長い棒状を用意し、
あんこを包んだ生地につけていきました。みん
な違う仕上がりで、個性が出ていてとても面白
かったです。とても美味しくいただきました。
　研修旅行を通して、歯科衛生士として働くに
あたって大切なこと、知っておかなければなら
ないことなどが学べて良かったです。五十回生み
んなで、夢に向かって頑張りたいと思いました。
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　私たち49回生は令和元年11月12日から　1　泊　2　
日で東京へ研修旅行に行きました。
　研修旅行委員の初めの仕事は、レクリエー
ションの企画としおりの表紙やディズニーラン
ドの案内の制作です。レクリエーションの企画
では時間が限られている中でのレクリエーショ
ンだったので、みんなに楽しんでもらえるよ
うに、学生のみでのじゃんけん大会ではなく先
生方とのじゃんけん大会にしました。研修旅行
は　1　番楽しみにしていた行事であったため、し
おりの制作からワクワクしました。そして研修
旅行委員で分担して制作したしおりを配られた
時、かわいいと声が上がり嬉しく思いました。
　研修旅行当日になり、新幹線では友達とお話
をしている人、初めての東京でウキウキしてい
る人、研修に備えて仮眠を取っている人とそれ
ぞれ有意義な時間を過ごしました。また、東京
タワーや富士山が見えた時は添乗員の方が驚く
くらいの反応が起き、みんなが楽しみにしてい
たのだと実感しました。
　一日目の最初の研修は株式会社ジーシーで歯
科器具・材料や新しいチェアーの紹介、嚥下食
の試食をさせていただきました。新しいチェ
アーにはマッサージ機能や子どもに恐怖心を与
えないよう器具が見えない仕様になっているな
ど、歯科治療の進化を感じられました。嚥下
食のスイーツは　1　口目に舌と口蓋だけで歯を使
わずに食べました。とても柔らかく、ほとんど
力を入れることなく食べられることができるう
え、味も普段私たちが食べているケーキと変わ
らず美味しくいただくことができました。
　昼食は八芳園でテーブルマナーを学びまし

　2　年次研修旅行を終えて
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た。　1　年次の研修旅行で学んだ事を活かし、楽
しく食事をしました。昼食後は、研修旅行委員
で企画したレクリエーションのじゃんけん大会
を行いました。景品がかかっているということ
もあり、とても盛り上がりました。
　ディズニーシーでは始めにみんながアトラク
ションに並ぶ中、研修旅行委員は学年でお揃い
のお土産を買うために列に並びました。とても
喜んでもらえて並んだ甲斐がありました。その
後はアトラクションに乗ったり、カチューシャ
を着けてお揃いの服を着たりと制服とは違う姿
で沢山の写真を撮りました。短い時間でした
が、とても楽しかったです。
　研修旅行の　2　日目は、ディズニーシーで楽し
かった思い出は胸の片隅に置き、再度ジーシー
で研修させていただきセメントや印象の練り方
を教わりました。講義をして下さった後に実習
を行い、知識と技術を結びつけて実習を行う事
ができました。また、どうしてうまくできない
のかを的確に教えて下さり、とても意味のある
時間を過ごすことができました。
　　2　日目の昼食は帝国ホテルでのテーブルマ
ナーを学びました。ホテルの方の佇まいなど、
気持ちの良い見た目は、私たちが歯科衛生士に
なるうえで必要な事であると実感することがで
きました。
　今回の研修旅行は、　1　泊　2　日で友達との仲を
今まで以上に深めることができました。また一
年次の研修旅行に比べ、歯科に対する知識が付
いたことで、より理解を深めることができまし
た。この研修旅行で学んだことを活かし、これ
からも学校生活や実習を頑張ろうと思います。
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　私は　4　月11日から10日間、神戸市の仲井歯科
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、初めての臨床実習というこ
ともあり実習先の院長先生や歯科衛生士の方々
についていけるか、ご迷惑をかけてしまうので
はないか、とても不安で緊張していました。け
れど、学内で学ぶ実習や座学では体験できない
ような実際に働いている現場の空気を感じるこ
とができました。
　仲井歯科クリニックでは、小さい子供から高
齢の方まで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。またアットホームな環境で、医院
のスタッフと患者さんとの距離も凄く近いよう
に感じられました。
　実習最初は診療の流れや必要な器具、薬剤を
メモしたり、治療を見学することに精一杯で、
患者さん　1　人　1　人の表情や動きもしっかり観察
することができませんでした。緊張もあってそ
の場で行われている施術をひたすらメモをする
だけで、院長先生や歯科衛生士の患者さんへの
対応も見逃してしまうことも多々ありました。
しかし、施術が終わった後に分からなかった
ところを院長先生や歯科衛生士の方々が丁寧に
教えてくださり少しずつ覚えたり理解すること
ができました。また、院長先生が毎日昼休みに
私たちの為に時間を割いて、聞くことができな
かった分からないことを質問させていただける
時間を取ってくださったり、今までの難しい症
例や院長先生の経験談を聞くことができ凄く勉
強になり、歯科衛生士としての有り方について
も深く考えさせられました。
　日が経つごとにチェアーの拭掃や基本セッ
トの準備、片付け、歯周基本検査や�SRP�の記

プレ臨床実習で学んだこと

第49回生　佐藤　旭華

録、患者誘導、フッ化物歯面塗布、ライティン
グの補助などをさせていただきました。日に
よってはセメントの練和や印象の練和の練習の
時、コツなどを教えていただきながら何度もや
らせていただきました。実習期間中は午前診と
午後診で分けて、メインテナンスと歯科治療を
見学しました。その中でも特に印象的だったこ
とは、メインテナンスの時の歯科衛生士と患者
さんのコミュニケーションの取り方です。来院
される患者さんは、まだ喋ることができない子
供や高齢の方と幅広い年齢の方が来院される
中、政治、漫画、芸能、美容等々、様々な話題
を楽しく会話していてとても勉強になりまし
た。メインテナンスなので、　1　ヶ月に　1　回、半
年に　1　回のペースで来院される中、その方の趣
味や子供の名前なども覚えていて驚きました。
多くの患者さんは表情が柔らかく、リラックス
している様子で受けられていました。何年も
通っている患者さんではなくても落ちついて談
笑しながらメインテナンスをされていて、歯科
衛生士の方が築きあげてきた信頼関係があるた
めだと思いました。　1　人　1　人の患者さんと向き
合い、寄り添って話をすることで距離も縮まり
患者さんも安心して受けられるのだと思いまし
た。
　10日間という短い期間でしたが、実際の臨床
の場でしか体験できないもの感じられないこと
を見学して沢山学ぶことができました。今回の
実習で自分に足りないもの、反省点も再確認す
ることができたので、　3　年生の本実習では今回
以上に充実した実習にすることができるよう
に、日々の学校生活での勉強や実習を頑張って
いきたいと思います。
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　　2　年生の　4　月から10日間、西宮市の天羽歯科
クリニックに、プレ臨床実習に行かせていただ
きました。初めての学外実習という事もあり、
実習前は不安と緊張でいっぱいでした。天羽歯
科クリニックでは、　1　階で一般歯科、　2　階で小
児歯科を行っており、とても幅広い分野の治療
を行っていました。　1　日の中で、年齢層の幅広
い患者さんが来院されていました。
　実習初日は、患者さんの多さとスタッフの方
の多さ、次々に進んでいく治療についていけず
に、メモを取るだけで必死になっていました。
名前の分からない器具や、まだ座学で習ってい
ない治療に付いていくのに必死で、患者さんの
表情や治療部位の様子などを見る余裕は全くあ
りませんでした。しかし、先生や衛生士、ス
タッフの方はお忙しい中でも、とても丁寧に分
からない部分を教えてくださいました。また、
分からない部分を教えてくださるだけでなく、
実習帳への書き方なども教えてくださったおか
げで、実習帳もとても充実したものになりまし
た。実習が始まってすぐの頃に、副医院長先生
から「自ら質問を聞きに来る子が成長する」と
いう言葉を聞き、自ら学ぶ事が大切だという事
が分かりました。
　日が経つごとに自分の余裕も出てきて、拭
清や基本セットの用意も自らやってみたいと
いう気持ちが出てきていました。また、根充の
補助に付かせていただいたり、他にも様々な治
療の補助に付かせていただきました。バキュー
ムでは、患者さんに痛みを与えないように、か
つ先生の手元の邪魔にならないようにと、とて
も難しかったです。SRP�の記録も取らせてい
ただき、先生のスピードについていくのに必死
でした。しかし、実際に補助をしてみる事で、
見学してメモを取っているだけでは気付くこと
のできなかった疑問点に気付くこともでき、更
に学びたいという気持ちが強くなりました。実
習中は　1　階と　2　階を自由に見学しても良いと
おっしゃってくださっていたので、小児歯科も
たくさん見学することができました。小児歯科

プレ臨床実習で学んだこと

第49回生　久田　萌々美

は一般歯科とは違い、診療室の物全てにキャラ
クターがついていたり、動物が隠れていたり、
子供が飽きない工夫がたくさんありました。ま
た、治療中の言葉なども、「麻酔」のことを、
「おまじない」といっていたり、子供が不安に
ならないように、全く違う話をしたり、時間を
かけずにできるだけ短時間で終わるように、工
夫して治療を行っていました。一般歯科とは全
く違う診療にとても驚き、小児歯科の難しさが
わかりました。
　また、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、実際に衛生士の方が
どのように診療を進めているのかを見る事がで
き、衛生士として働くというイメージがしやす
くなりました。実習に行くまでは、実際に自分
が衛生士として働いているイメージが全くわか
なかったのですが、実際に見てイメージがわく
事で、学ぶ姿勢も変わり、どのような言葉で伝
えると伝わるのかという事も意識して見学する
ようになりました。その人の生活背景などを考
えて、磨き方をアドバイスし、補助的清掃用具
などの使用方法も説明し、時間内に指導すると
いう事がとても難しく、簡単にできない事だと
思いました。座学だけでは学ぶことのできない
言葉遣いなども学ぶ事ができ、臨機応変に対応
する事が大事だと分かりました。
　10日間のプレ臨床実習を終えてみて、本学院
の実習だけでは学べないことがたくさん学べま
した。座学だけでは想像する事の難しい術式な
ども、実際に見る事によって、器具の名前を覚
える事ができたりしました。他にも、実際に患
者さんの表情が見える事で、様々な場面での声
かけや、注意点なども見て学ぶことができまし
た。10日間という短い期間でしたが、とても実
りのある実習となりました。また、理想の歯科
衛生士像も明確になり、とても貴重な経験にな
りました。今回の反省点、課題をしっかり日常
の座学で活かし、　3　年生の本実習で更に成長し
た姿を見せられるように頑張りたいです。
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　　6　月に行われた歯と口の健康週間で、私は
様々な幼稚園や保育所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。アンパンマンの人形劇を通して歯の大切
さを知ってもらい、実際にブラッシング指導を
することで、歯磨きを日常的に行ってもらえる
ことを目標に指導を行いました。
　小集団の準備は、　1　年生の終わり頃から始
まり、班ごとに役割分担を行い取り組んでき
ました。台本作りや媒体作り、背景作りなど全
て一から行わなければならず、小集団指導が始
まるまでにでき上がるのか不安でとても心配で
した。そして、子供たちにも伝わりやすい言葉
で書いてある台詞ではあるものの、台詞を覚え
る事はとても大変でした。繰り返し練習を重ね
ることで覚えることができたときは、とても嬉
しかったです。媒体を作り終え劇の練習に入る
と、準備したもの以外に必要な媒体や改善しな
いといけない点がたくさんあり、また劇中に覚
えていたはずの台詞が飛んでしまうなど多くの
課題点が見つかりました。課題点が見つかるこ
とで繰り返し練習することの大切さを感じるこ
とができました。
　実習初日は、子供たちがどのような反応をし
てくれるのか、劇を楽しんでくれるのか不安で
いっぱいでした。初めて大人数の前で人形劇を
して、予想以上の子供たちの反応に驚いてしま
い台詞を忘れて劇が少し止まってしまったり、
媒体の動きが小さくなってしまったりと失敗ば
かりでしたが、子供たちが劇中のクイズに元気
に参加してくれたり話を静かに聞いてくれたお
陰で、最後までやりきることができました。劇
終了後には、毎回訪問先の担当者の方に時間を
とっていただき反省会を行いました。反省会で

歯と口の健康週間を終えて（幼稚園班）

第49回生　平井　奈安

は、各自の反省点を述べた後、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。
　劇の中で、私はドキンちゃんとジャムおじさ
んの役をさせていただきました。　2　役だったの
で声を変えるのが難しかったです。ジャムおじ
さんの台詞の所はキャラクターに合わせて、よ
りゆっくりと話すなどの工夫をしました。また
ブラッシング指導では、子供たちに分かりやす
い言葉で伝える事や歯磨きお姉さんの方に注目
してもらう事に苦労しました。こんにちはとさ
ようならの持ち方が分からない子供には、お手
本を見せ一緒に練習することで、できるように
なってくれたので嬉しかったです。
　今回の小集団指導では、相手に分かりやすく
伝えることと臨機応変に対応することの難し
さ、チームワークの大切さ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体験が
できた　2　週間でした。年齢に応じた指導を行う
ことはとても難しかったです。しかし、子供た
ちと接していくうちに、できたときには褒めて
あげるということの大切さを感じることができ
ました。この　2　週間で学んだことを忘れずに今
後の勉学や臨床実習に活かしていきたいです。
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　　6　月　4　日から　3　週間にわたり行われた歯と口
の健康週間で私は歯の大切さを伝えに、たくさ
んの小学校を訪問させていただきました。
　私の班は　3　年生を対象に小集団活動を行うた
め、ディズニーキャラクターミニオンのペープ
サートを使って劇とブラッシング指導を行いま
した。小学校の子供たちが歯に興味を持っても
らい、実際に歯を磨いてもらいながら正しい磨
き方を習慣づけてもらえるように、同じ目線に
立って指導を行いました。
　劇の準備を行う際、朝の空き時間や放課後な
どを活用し、みんなで相談しながら、それぞれ
の役割どおりに動き楽しく作業を行いました。
劇の準備を終え、台詞練習を進めていく中で、
もっと分かりやすく伝えられないかと多くの課
題が見つかりました。そのような時は毎回、班
員で話し合い台詞を書き換えたり、先生方にも
アドバイスをいただきました。そのアドバイス
を参考に媒体を更に増やし役作りを行い大切な
部分はゆっくり分かりやすく大きな声で話せる
ように、繰り返し練習を行うことで良い劇を仕上
げることができました。
　歯と口の健康週間が始まると、初日は今まで
行ってきた練習どおりには行えず、声が小さく
なり、笑顔も不自然でした。しかし毎回終わっ
た後に反省会を行い、その時にできなかった所
を見直し、引率の先生方や小学校の先生方から
のアドバイスをいただくことで、日を追うごと
に改善され、歯の大切さを子供たちに伝えるこ
とができました。また、授業が終わると、子供
たちから「歯磨きをこれからも頑張る」「また
歯のことを勉強したい」といってくれたこと
が、わたしのやりがいとなり、毎日楽しく指導
することができました。
　実際に歯磨き指導を行うとザワザワしている
クラス、真剣に聞いてくれるクラス、一緒に声

歯と口の健康週間を終えて（小学生班）

第49回生　落合　里咲

かけを行ってくれるクラスと様々で、その場に
あった対応が私の中の大きな課題でした。そこ
で、　1　人ひとりに声をかけていき、その子に
合った指導を心がけたり、その場にあった状況
を判断し、騒がしくなってきたら、静かになる
のを待つという工夫を行ったりしながら、子供
たちが学びやすい環境を作ることも大切だと思
いました。なかには、興味を持ってもらえず、
伝えたかった内容が伝えられなかった子供たち
もいましたが、そのような時はどうしたら興味
を持って聞いてもらえるかを考え、私自身が話
す力をつけるために様々な知識を身につけてい
かなければならないと感じました。
　今回の小集団活動では、今まで経験しなかっ
たことを経験し、身についたことが多く自分自
身が成長できたと思います。そのなかでも、自
分が苦手としていた積極的に行動することや、
　1　人ひとりに向き合うことの大切さを学ぶこと
ができました。
　これから様々なライフステージの方と関わっ
ていくことが多くなり、伝え方や接し方の工夫
も身につけられるよう多くの知識と実践力をつ
けていき、学内の勉強と今回の実習での学びを
次の臨床実習に繋げていきたいです。そして、
今回の反省点だけでなく、嬉しかったことや自
分自身が成長できたことを思い出し、将来に繋
げていけるようにします。
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　　6　月に行われた歯と口の健康週間で私は、高
齢者班を担当しさまざまな高齢者施設を訪問さ
せていただきました。
　私の班は「おむすびころりん、入れ歯もこ
ろりん」という劇をしました。劇では義歯の
取り扱い方や誤嚥性肺炎について媒体を用いて
行い、また劇終了後には口腔ケアや義歯洗浄を
行いました。劇は人形劇ということで媒体が多
く、高齢者の方でも見やすいように文字や媒体
を大きく作成することが大変でした。
　媒体が完成し劇の練習に入ると初めはただセ
リフをいうことばかりに気を取られ、見てくれ
る方のことまで考えることができませんでし
た。また、セリフに合わせて動きもつけなけれ
ばいけないためとても苦戦しましたが、練習を
重ねるごとに笑顔でゆっくりと大きな声で話す
ことができるようになりました。
　練習が終わり高齢者施設での実習が始まる
と、最初は緊張し練習ではできていたことが
上手くできなかったり、施設によって会場の大
きさや利用者さんの人数が違い、声の大きさや
媒体の見せ方が上手くできませんでした。しか
し、反省会でどのようにしたら良くなるか、う
まく伝えるにはどうしたら良いか班員で話し合
い、徐々に良い劇を行うことができ、実習後半
では楽しみながら劇をすることができました。
また反省会で話の内容がわかりやすく、ゆっく
り大きな声で話していてよかったと先生方や施
設の方に、いってもらえた時はとても嬉しかっ
たです。
　劇中に出てくる口腔体操では利用者さんにな
かなか参加してもらうことができず、その度に
どうしたら利用者さんに参加していただけるの
かを班員で考えました。利用者さん一人ひとり
の顔を見て確認しながら、ゆっくり行うと参加

歯と口の健康週間を終えて（高齢者班）

第49回生　山﨑　美乃里

してくれる方が増えたので嬉しかったです。
　劇終了後の口腔ケアでは初めは緊張し、問診
と義歯を洗うことだけで精一杯で、実際に口腔
内を清掃することが怖く、スポンジブラシで清
掃する際に優しくしすぎてくすぐったいといわ
れることもありました。しかし慣れていくうち
に利用者さんの口腔内に合わせて指導や会話が
できるようになりました。また、すべての方が
口腔内を見せてくれるというわけではなく断ら
れることもありましたが、義歯洗浄をしてお返
しした際「スッキリした」「気持ちが良い」と
いっていただけた時、とてもやりがいを感じま
した。
　利用者さんの中には耳の遠い方やうまく会話
ができない方の対応に戸惑うこともありました
が、施設の方とのコミュニケーションの取り方
を見て学ぶことができました。私は普段あまり
高齢者の方と関わることが少ないため、コミュ
ニケーションの取り方に苦戦することもたくさ
んありましたが楽しんで劇を見ていただき、
色々な話をしてくださり、私自身も楽しくコ
ミュニケーションを取ることができました。
　今回の実習では普段の学校生活だけでは学ぶ
ことができないこ
とをたくさん学ぶ
ことができ、とて
も良い経験になり
ました。今回、答
えられない質問が
たくさんあり、戸
惑うこともありま
したが、これから
勉強し臨床実習に
生かしていきたい
です。
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　　6　月　2　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。　1　年生の時に、この川西市のイベントを見
学実習させていただき、先輩方が個別指導を
行っている姿を見学しました。　2　年生になり　1　
年生の時に見た先輩方のように、歯垢染色やブ
ラッシング指導をさせていただけることを嬉し
く感じると同時に、イベントに来られた方々と
コミュニケーションを取り、その人にあった指
導ができるのか不安に思う気持ちもありました。
　私がブラッシングコーナーを担当させていた
だいた中で、印象に残っている事は、口腔内へ
の意識が高い成人女性の方への指導です。その
方からブラッシング圧についてや補助的清掃用
具についての質問を受けました。それらの質問
に対して、前日までに教本などを用いて復習し
た知識をできるだけ分かりやすいようにお伝え
しました。歯間ブラシを思うように活用できて
いなかったようで、歯間部に空隙が小さく挿入
しづらい場合はデンタルフロスを用いた方が清
掃しやすい事や、歯間ブラシはサイズがあるの
で歯間空隙の大きさに合わせたサイズを選ぶ事
で適切に補助的清掃用具をお使いいただけるよ
うに伝えしました。熱心に指導内容を聞いて下
さり嬉しかったです。
　イベントに来場された方々は、比較的口腔内
への意識が高い方が多かったのですが、ご自身
の口腔内に対して興味がない成人男性の方もい
らっしゃいました。その方に普段磨いているよ
うにブラッシングしていただいたところ、歯ブ
ラシの動かし方が大きく、毛先が届きにくい奥
歯や歯の裏側などに毛先が当たっていないこと
が確認できました。歯ブラシをパームグリップ
で把持していたので、まずは、ペングリップで

歯と口の健康週間を終えて（イベント）

第49回生　鎌田　安音

磨くようお伝えしました。次に歯ブラシのスト
ロークが大きすぎたため、左右に動かす幅を小
さくするように意識して磨くと、細かい部分ま
で汚れが取れやすいことを説明しました。奥歯
や歯の裏側はタフトブラシをおすすめしたとこ
ろ「こんな歯ブラシあるんや。」と興味をもっ
てくださいました。歯磨剤の使用量をお尋ねし
たら　3　センチほど使用されていたので、使用量
を半分ほどにして磨いた方が、歯磨剤の泡立ち
が少なくなる事により自然とブラッシング時間
が長くなり、以前より磨き残しが少なくなると
ご提案させていただきました。
　今回のイベントでは、これまで学内で勉強し
てきた事を活かして個別指導を行う事ができま
した。指導を行う前はコミュニケーションの取
り方について不安に思う気持ちがありましたが
提案した内容に興味をもっていただけた事が、
自信にも繋がり嬉しかったです。このイベント
に参加することができて、コミュニケーション
の取り方も学ぶことができました。今回学んだ
事を今後の知識につなげ、臨床実習でより多く
の事を吸収したいです。将来は患者様一人一人
に合った適切な指導を行う事により、何でも相
談したいと思っていただける歯科衛生士になり
たいです。
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　　3　年生の　4　・　5　月に歯周病予防処置の最終ま
とめとして一年生指導を行いました。これは入
学したばかりの　1　年生に医療面接やスケーリン
グ、歯面研磨などを行うものです。　3　年生に
とって、気心の知れた同級生ではない初対面の
患者さんの口腔内を施術することは初めてのこ
とで、不安もありとても緊張しました。　1　年生
を指導するにあたって私が大切にしようと思っ
たことは　2　つあり、　1　つ目は誰もが理解できる
分かりやすい説明をすることです。私は本学院
に入学してすぐ、歯科医院に患者として通った
ことがある程度で、全く知識のない状態で、同
じように　3　年生の先輩に指導を受けた時、薬物
や器具の使用方法、私の口腔内の状況など、分
かりやすい言葉で細かく説明してくれたお陰
で、何をされるのだろうという不安な気持ちが
なくなり、リラックスできたことを覚えていま
す。　2　つ目は患者配慮をすることです。　2　年
間、たくさん練習や相互実習行い、手技は徐々
に上達しました。同時に少し慣れが出てきてし
まい、最初の頃に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。そのため実習帳
を再度確認し、相互実習時に友達や先生から受
けた助言や注意を振り返りました。具体的には
ミラーを歯槽骨に押し当てないようにする、水
を顔に飛ばしてしまわないようにするなど、自
分が注意しなければならない点を確認しました。
　実際にその日を迎え　1　年生を前にすると緊張
しましたが、私が緊張していることが伝わって
しまうと　1　年生を余計に不安にさせてしまうと

　1　年生指導を行って

第48回生　仲原　佳穂

思い、それが伝わらないよう努力しました。ペ
アの補助者がサポートしてくれたこともあり
緊張も解け、施術ができました。プラーク染
色後のブラッシング指導では、鏡を見せながら
歯並びの確認、磨き残しが起こりやすい部位の
歯ブラシの当て方を伝えました。ブラッシング
方法や歯肉炎の説明が、一方通行の指導になっ
ていないか不安でしたが、　2　度目の施術の日に
はBOP率とPCR値が下がっており、補助的清
掃用具を使用するようになっていました。自分
の説明が相手に伝わっていたこと、口腔内に対
する意識の向上が見られたことをとても嬉しく
思いました。自分の施術と説明で患者さんの口
腔内が清潔になることで、全身の健康を守るこ
とができ、大げさに言うと患者さんの人生のサ
ポートができる歯科衛生士の役割、喜びを初め
て感じることができました。
　　1　年生指導を振り返り、患者さんに誰もが理
解できる言葉で説明することで、信頼関係を築
きくことができ、患者さんの理解、協力が得ら
れることで、よりよい歯科治療が行えると感じ
ました。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、自分自身、また一つ成
長できたと思います。施術前に考えていた注意
事項は、達成できた点と、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精進していきたいと
思っています。
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　私たち48回生は　3　年次の夏に『市民救命士講
習』を受講しました。講習では、現場で活躍さ
れている消防士さんから救急蘇生の実技を含む
一連の流れを実際に実習することで救急処置の
流れや一次救命処置の大切さなど学ぶことがで
きました。
　はじめに、講義にて救命処置の一連の流れ
と実際を学習しました。救命処置などの一連
の流れを『救急の連鎖』といいます。これは、
心肺停止の予防、心停止の早期発見と通報、一
次救命処置（心肺蘇生とAED）、二次救命処置
と心拍再開後の集中治療のことを指し、一次救
命までを市民によって行うことが期待されてい
ます。多くの場合は心臓が止まってから　3　分で
命が助かっても身体の一部に障害が残ってしま
い、　3　～　4　分心停止が続くと回復が困難になっ
てくることをデータで確認し、一早い発見の対
応や現場に居合わせた人の役割がいかに重要な
鍵を握っているかということを理解しました。
　マネキンを用いた実習では、胸骨圧迫、人工
呼吸の圧迫度、吹き込み量など目に見えてわか
るため、講義で学んだことをスムーズに実習で
きましたが、胸骨圧迫は垂直方向に力を加えな
ければうまく圧迫できず、力の加える方向など
確認しながら早く・強く・絶え間なくを意識し
なければいけないため、30回　1　セットを行うだ
けで疲れが出始めました。そのため、実際に
行う時には常に一定のテンポを保つことができ
るように周りの人の協力を得て交代で行わない
と難しいと思いました。マネキンは苦しむこと
も痙攣を起こすこともありませんが、実際の状
況では死戦期呼吸など起こしていることがある
そうです。そのような呼吸があることに驚きま
したが、しゃくりあげるような呼吸をしていれ
ば、知識の浅い私は呼吸ありと間違った判断を

「市民救命士講習を受講して」

第48回生　中濵　瑞希

してしまいそうになるため、正常かどうかを見
分けて正しい判断ができる知識が必要だと思い
ました。
　また、救命処置を施すときには、傷病者がど
のような病気で、どのような感染症であるかわ
からないため、傷病者を助けることはもちろん
自分自身も感染から守ることからビニール袋を
使用するといった応用など、その場でできる感
染対策も大切だとわかりました。
　今までにも救急処置について受講したことが
ありましたが、実際にこのような場面に遭遇し
ても誰かがどうにかしてくれるだろうと安易な
考えしかなく、救急処置の大切さや重要性など
深く考えたことはありませんでした。しかし、
救急車到着まで何もしなかった場合と居合わせ
た人が救命処置を行った場合では社会復帰でき
る可能性が大きく変わることを改めて知り、命
をつなぐ大切なことであると認識できました。
また、心肺蘇生法にはガイドラインがあり　5　年
に　1　度改訂されているため、受講したらそれ
で終わりではなく、再確認と知識の更新のため
に継続して受講する必要性を感じました。そし
て、もしこのような場面に遭遇したら誰かに任
せるではなく一歩勇気を踏み出して、落ち着い
て命を繋いでいけるよう自ら行動してプロにバ
トンタッチしたいと思います。
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　　2　年前に歯科衛生士になりたいと思う強い気
持ちで兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学
院に入学して間もない　5　月、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
先輩の真剣な眼差しで「誓い」を読む姿に感動
を受けると同時に自分の　2　年後の姿を想像し期
待に胸が高鳴りました。
　翌年参加したクリニカルトレーニングセレモ
ニーでは、座学だけでなく相互実習や臨床科目
も入ってくるため　3　年生での本実習に向けての
準備をしっかりしなくてはならないと自覚し、
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は、自分の実力不足を感
じながらも見学をしましたが治療内容や術式に
ついていくことができずに、実習帳にしっか
りとまとめることができずに終えてしまいまし
た。
　　2　年生では、　1　年生の授業内容よりも難しく
なり相互実習を含めた学内実習も増えるため授
業についていくことができるのだろうかと不安
に感じました。そこでプレ臨床実習をきっかけ
に不安を取り除くために歯科医院でアルバイト
を　2　年生の　5　月頃から始めました。アルバイト
を始めたおかげで　1　年生の時に興味が無かった
ことが興味を持って教本を使用して調べるよう
になったり、患者配慮などで気付かなかった点
も気付くようになってきたりと少しずつですが
自分なりに教本とプレ臨床実習とアルバイトで
の内容を結び付けることができ、授業も理解す
ることができました。また、理解ができると授

クリニカルトレーニングセレモニーを終えて

第48回生　福田　真里奈

業も　1　年生の時よりも楽しくなり、内容をまと
めることが苦手だった国家試験対策のまとめ方
も要点だけまとめられるようになってきて点数
も少しずつ伸び、　1　年生の時は何も成長してい
ないと感じていましたが振り返ると以前よりも
成長していると実感できました。まだまだ不安
なことは沢山ありますが、あっという間に　2　年
が過ぎて無事進級を迎え、最終学年である　3　年
生となりました。
　　4　ヶ月間の各実習先も決まり本実習に向けて
のまとめの実習や授業、歯周病予防処置として
の「　1　年生指導」を通じて、本実習に臨む準備
が進むと同時に今の実力のままでは立派な歯科
衛生士になれないと痛感しました。
　本実習が始まる　6　月に近づいてきた中、　5　月
14日（火）にクリニカルトレーニングセレモ
ニーが挙行され、学年代表として「誓い」を読
み上げることになりました。緊張で上手に言え
るか不安でしたが「誓い」の文章を読み終えた
後、友達に「良かったよ。」と言われ、代表を
して自分にとってプラスになる大変良い経験が
できたと感じることができました。
　本実習を半分終えた今、不安もまだまだあり
ますが、これからの日々の過ごし方を見つめ直
し、貴重な時間と経験を無駄にすることなく、
学生生活に悔いが残らないようにするために、
今後は積極的に沢山のことを学べるように「誓
い」の文章を常に心掛けながら努力し行動して
いきたいです。
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　私は、　2　年生　3　月のセンター見学実習で、相
生・赤穂市郡歯科医師会附属歯科診療所に行き
ました。障害者を対象とした歯科診療をされて
いるところへの見学は、初めてでしたので学べ
たことがたくさんありました。
　中でも、そこで働いている歯科医師や歯科衛
生士の障害者への対応の仕方でした。ここにい
らっしゃる患者さんは、全て一般開業医では対
応できなかった患者さんになります。例えば、
診療所に入ることもなかなかできない患者さん
や全く診療所に入れない患者さんです。その対
応は、無理矢理診療室に入れず、出入り口付近
でブラッシングだけ行ったり、「大丈夫だよ」
「中に入ってもお口の中見るだけだよ」と、声
かけを丁寧に行うなど、様々です。そのような
患者さんに常に“笑顔”で対応していたのが歯科
医師、歯科衛生士の方たちでした。それでも
なかなか治療できない患者さんが多いようで、
その時は少しずつできるレベルを下げていきま
す。お口の中に歯ブラシを入れることができた
ら終わる患者さん、ミラーやピンセットに興味
が湧いている患者さんには、怪我をさせないよ
うに気をつけながら器具を触らせて、安全であ
ることがわかるようするなど個人に合わせてレ
ベルを考えて対応されていました。そしてどん
な時でも全て笑顔で接しておられ、どれだけ嫌
がっていても優しく声をかけている歯科医師や
歯科衛生士の姿は凄いと思いました。
　またずっと診療所に通っている患者さんが来
所された時は、次に行うことを前回の治療時に
決めておき、できそうなら挑戦していました。
私が見学させていただいたとき、　1　人の患者さ

臨床実習で学んだこと（　2　年次センター）

第48回生　西村　ななみ

んが初めてパノラマ撮影に成功した人がいまし
た。その時は歯科医師、歯科衛生士の方たちが
本当に嬉しそうに拍手をしていました。パノラ
マ撮影をできた患者さんはもちろん嬉しそうな
のですが、それと同じぐらい歯科医師や歯科衛
生士の方たちも凄く嬉しそうで、みんなで一緒
に喜んでいる姿は達成感に満ちていて、私も感
動しました。
　このように、障害をお持ちの患者さんは治
療に来るたびに少しずつできることが多くな
ります。そのペースは様々なため、その患者さ
んに合わせて行うことが大切だと学びました。
しかし、一度できていたとしても次、来所した
時はできなくなっていることも多々あると歯科
衛生士さんからお聞きました。その時でも、優
しく親身になって患者さんと触れ合うことによ
り安心を与えているように感じました。ただ、
安心してもらうのは患者さんだけでなく、付き
添っていらっしゃるご家族の方に対しても同じ
です。一緒に来所する時も不安そうなご家族の
方にも、最後に「今日も〇〇ちゃん頑張ってい
ましたよ。褒めてあげてください。」と声をか
けることにより、笑顔で帰られる方が多いよう
に感じました。また、ご家族の方たちからの質
問を受けた時も笑顔で優しく答えている姿を見
て、患者さんだけでなく家族の方も安心できる
ように工夫されているのだと思いました。
　私は、このセンター見学実習を通して障害者
に対する歯科治療の大変さとともに、時間をか
けて患者さんと接することにより喜びを一緒に
分かち合う事ができ、このような場所で働いて
みたいと強く思いました。



－54－

　私は　3　月25・26日の　2　日間、神戸市のかねだ
矯正歯科に臨床実習に行かせていただきまし
た。�学内の講義で矯正分野に触れ、矯正歯科
について興味を持ち深く学びたいと思っていま
した。そのため矯正実習が楽しみでした。矯正
歯科は使用する材料や器具器材の種類が多く、
実際に使用している所を見なければ中々理解し
難い分野です。実習に行かせていただくにあた
り、最低限必要な知識がプリントされた事前課
題を学院から配布されました。私は、関連教
本・講義資料・ノートで調べ、冊子状に綴り仕
上げて実習に挑みました。その冊子を実習中に
は実習着のエプロンのポケットに入れ、分から
ないことがあれば直ぐに確認できるようにしま
した。また、実習中に得た新たな知識や歯科衛
生士さんから教えていただいたことはその都度
冊子に追記し、理解を深めていきました。現在
もその冊子は大切に保管し、臨床実習本実習や
国家試験対策に役立てています。実習先のかね
だ矯正歯科は、小児～成人を対象とし、年齢や
口腔内状態に合わせて幅広い年齢層の患者さん
の矯正治療を行っていました。矯正は子供がす
るものというイメージがありましたが、大人に
なってからでも矯正は可能であると知り、昨今
多くのかたがたが口腔への関心を高め、より審
美性を求めるようになっていることを学びまし
た。実際、実習中に何組か矯正治療を考えてい
らっしゃる患者さんが来院されてカウンセリン
グを受ける様子を見学させていただきました。
小学生くらいのお子さんを連れたご家族から社
会人のかたなど様々でした。カウンセリングの
流れは問診・口腔内状態の確認・レントゲン撮
影・歯並びの問題点や原因・う蝕や歯周病の有

臨床実習で学んだこと（　2　年次矯正）

第48回生　荒川　　楓

無・治療計画の提案・費用の説明など患者さん
一人あたり約　1　時間の内容でした。その中で、
問診票に記入されたことを基に、患者さんから
主訴や口腔内で気になること、理想の歯並びに
ついてなど詳しい内容を聞き出し、カルテに記
入するのは歯科衛生士の役割でした。他にも、
口腔内写真撮影やレントゲン設置などの資料採
りも歯科衛生士が行なっており、主体的に携
わっていると感じました。矯正歯科は一般歯科
と比べ、すぐに結果が出る治療ではないため長
期間必要で、治療費も自費診療となるため患者
負担も大きくなります。安心かつ継続的に来院
して矯正治療を受けていただけるように患者さ
んとの信頼関係を築いていくことが大切だと感
じました。それは、矯正歯科だけの話ではなく
一般歯科でも共通することだと考えます。患者
さんのライフスタイルに合わせて治療内容を考
え問題点を解決していく。あらゆる可能性を鑑
み、患者さんに合った治療を見つける。メリッ
ト・デメリットを分かりやすく説明し、複数の
治療法の中から選んでいただける体制を整え
る。患者さんが疑問に思ったことに対して適切
な答えが述べられるように確かな知識と技術を
身につけることも必要だと感じました。　2　日間
の実習を通して、教本だけでは区別し難かった
器具の名称や用途、患者配慮の大切さなど、数
多くのことを学びました。また、歯科衛生士の
役割の多さに驚きながらも、歯科衛生士として
の仕事の幅と理想の歯科衛生士像を改めて認識
できた貴重な経験でした。これからも学ぶ姿勢
を忘れず目標に向かって日々精進します。
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　私は10月　1　日から29日までの18日間、神戸市
北区でご開業されている西尾歯科クリニックで
臨床実習をさせていただきました。　2　年次のプ
レ臨床実習で行かせていただいたこともあり、
臨床実習本実習の最終となるこの期間に、成長
した自分を見てもらうことができるのか不安も
ありましたが、卒業してからも役立てられる知
識や技術を習得できるようにと実習に臨みまし
た。
　西尾歯科クリニックでは幅広い年齢層の患者
さんが来院されており、一般診療はもちろん咬
合関係や予防歯科、口腔外科やインプラントな
どの先端医療にも力を入れておられます。特に
咬合関係のことを学んだことは、私にとって興
味深い実習となりました。今まで私の咬合に関
する知識としては、補綴物の装着時に咬合調整
を行うといった浅い知識しかありませんでし
た。しかし、西尾歯科クリニックでは全ての患
者さんに咬合のチェックを行なっていました。
それは、患者さんの痛みの原因には早期接触な
どの不適合な咬合にも原因があり、歯周病や歯
牙破折、義歯不適など咬合関係ひとつで様々な
問題が起こりうるということを教えていただ
き、今までの咬合関係に対する考え方や視点が
広がりとても興味深く理解することができまし
た。
　また、様々な症例の見学や診療補助をさせ
ていただく中で、初診時に口腔内の状態やレ
ントゲン写真から、現在どのような状態である
かを患者さんに説明し、治療方針のメリット・
デメリットをそれぞれお伝えしたうえで患者さ

臨床実習で学んだこと（開業医）

第48回生　金子　　菖

んの意思を尊重して治療を決定することの重要
性を理解することができました。これらの説明
は、歯科医師からだけではなく、患者さんに近
い存在である歯科衛生士からも説明することに
より、患者さんの気持ちに寄り添った対応や、
患者さんにとって話をしやすい環境をつくるこ
とにも繋がるので、歯科衛生士も患者さんに説
明することができる幅広い知識とコミュニケー
ション能力が必要だと感じました。
　実習期間の中で、見学や診療の補助以外に
も、先生方や歯科衛生士の方からレクチャー
をしていただきました。学内では、学生同士の
健康的な口腔内の相互実習のみですが、実際の
臨床では、様々な口腔内の患者さんが来院され
ます。疼痛や動揺を伴う患者のスケーリング時
の対応、沢山の種類のセメント練和、セメント
除去、印象採得、背景を読み取った患者指導な
ど、それぞれの患者さんにあった対応を行う事
が必要であること教えていただき、患者さんに
とって何がベストなのか、優先すべき事項は何
かを考えられるようになりました。
　今回の臨床実習では毎日新たな学びがあり、
教本や学内実習だけでは分からなかったことを
教えていただくことで自分の知識として吸収す
ることができ充実した実習となりましたが、そ
れに伴い自分の知識、技術不足を感じました。
今後は、臨床実習で習得した知識や技術を忘れ
ず、国家試験に繋げ、臨床に活かし理想とする
歯科衛生士になれるよう努力をしたいと思いま
す。
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　　7　月の20日間、神戸市立医療センター中央市
民病院で実習させていただきました。私は、以
前から病院歯科における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、病
院実習は大変だと聞いていたので、実習前は難
しい症例を学べることに心が弾む一方、しっか
りと実習を行えるか不安でいっぱいでした。い
ざ実習が始まるとカルテを深く読み取ることが
できず担当歯科衛生士さんにご指導いただくこ
とがあり、自分の知識不足に悔しい思いをしま
した。しかし、ペア同士で指導を受けた内容を
その都度伝え合い、同じミスを繰り返さないこ
とに努め、実習開始前や終了後に「　1　日頑張ろ
う、明日も頑張ろう」と励まし合うことで20日
間を乗り越えることができました。
　私が、病院実習で学んだことは事前にカルテ
を確認し、患者情報を把握したうえで対応しな
ければいけないということです。病院歯科では
口腔内だけでなく全身疾患を有する患者さんが
多いため、現病歴や既往歴、内服薬、血液検査
の数値はもちろんのこと、来院経路やこれまで
の治療内容、他科の治療経過を理解しておかな
ければいけません。疾患や内服薬によっては、
施術時に気をつけるべきことや、今後どのよう
に口腔内が変化するのか予測ができるため患者
さん一人一人にあった対応や指導内容など事前
に対策ができます。病院に勤務されている歯科
衛生士さんがここまで把握されたうえで患者対
応されていることに初めは驚きましたが、患者
さんの負担を少しでも軽減できるように努める
ことも病院における歯科衛生士の大きな役割だ
と学ぶことができました。
　また、病院でしか経験できない実習もさせて

臨床実習で学んだこと（病院・口腔外科）

第48回生　奥山　希美

いただきました。その中で、印象に残っている
のはルフォーⅠ型骨切り術と下顎枝矢状分割術
のオペ見学です。私たちは粘膜切開から患者さ
んが麻酔から覚めるところまで間近で見学を行
いました。オペ室では外来よりも清潔不潔につ
いて一層の注意を払い、滅菌ガウンや患者さん
を覆うシーツ、器具機材の入ったワゴンに触れ
ないように意識しました。オペ室では、歯科医
師、麻酔医、看護師の方々が、アシスタント、
記録を取る人、器具や機材を出す人と役割分担
されており、医科歯科連携の重要性を学びまし
た。術中では歯科医師の横で術野を見せていた
だき内側翼突筋や神経が走行しているところを
確認して、今まで教本の平面図で学んでいたこ
とが実際の臨床とリンクすることができ、より
理解を深めることができました。
　20日間の実習でしたが、歯科医師の先生や歯
科衛生士の方がたのご指導のもとこのような貴
重な経験をすることができ、大変勉強になると
同時に、中央市民病院の歯科衛生士のように事
前準備時に患者さんの背景を把握し、どのよう
な患者配慮、コミュニケーション、指導方法や
口腔ケアを行うべきかを考え、患者さんが抱え
る不安や痛み、不快感を取り除き、少しでも快
適に過ごしていただけることができる歯科衛生
士になりたいと強く思うようになりました。そ
のために、今回学んだことを今後の実習や就職
後に繋げて一人一人の患者さんのためにどのよ
うな支援ができるか考えられるように精進し続
けたいと思います。
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　私は高校生の時に歯科医院でアルバイトを始
めたことがきっかけで歯科衛生士になりたいと
思い兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
に入学しました。
　　3　年生になるとすぐに約半年間に及ぶ臨床実
習が始まりました。毎日の実習の実習記録や自
主勉強に時間を追われ、本格的に勉強を始めた
のは実習が終わる頃でした。その頃には授業も
国家試験対策になり一気にクラスの雰囲気がピ
リピリし始めました。また定期的に模擬試験が
国家試験同様に行われました。何度か模擬試験
が行われる中で周りの友達は確実に点数が伸び
てきているのに、私はなかなか点数が伸びず思
い悩む日々が続きました。そんな時に先生が声
を掛けてくださり、私が苦手な分野や間違った
問題を一緒に見直して考えてくれました。そう
すると今の自分に何が足りないかが明確にわか
り、勉強方法を見直すことができました。ノー
トは　1　冊にまとめ、講義で講師の先生がくだ
さった資料はバインダーにわかるように挟み通
学の電車などでも勉強できるように工夫をしま
した。
　年が明けると毎日放課後は残って勉強し、わ
からないところは、先生に聞いたり自分で調べ
たりして知識を深めていきました。しかし、そ
れだけでは足りないので帰宅後友達と電話をし
て一緒に暗記し、暗記したことを言い合いまし
た。そして、休日は図書館に通いました。その
頃には模擬試験でも、少し点数が取れるように
なってきたので自信に繋がりました。
　そして国家試験の前日は本当に不安で、宿舎
先で友達と何度も確認をして問題を出し合った
りすることを寝る直前までしていました。何度
見返しても、ずっと不安で仕方ありませんでし

国家試験合格記

第47回生　山﨑　優紀

た。当日は試験場所に行くと独特の雰囲気で今
までにない緊張感の中、試験を受けました。試
験中は問題を最後までよく読み、落ち着いて解
くことを心掛けました。学内の模擬試験では時
間に余裕がありましたが、本番は時間があまり
余らず焦りました。その中で受験番号やマーク
シートの記入ミスがないか何度も確認しました。
　試験終了後、帰宅し自己採点を行うと合格点
に到達していて嬉しかったのと同時にやっと安
心できたように思いました。見直すと最後まで
追い込んだ主要　3　教科の正解率が高く最後まで
諦めず頑張って良かったと心から思いました。
　国家試験の勉強は大変で何度も心が折れそう
になったけど、その分自分自身すごく成長でき
たと思います。私が頑張ってこれたのも周りの
方々の協力があったからです。親身になってわ
からないところは徹底的に教えてくれた先生
方、いつも励ましあって一緒に頑張ってくれた
友達、どんなことがあっても一番応援してくれ
た家族の存在があってこそ乗り越えられたこと
でした。
　入学したばかりの頃は国家試験まで、まだま
だ先のことだと思っていたけれど、　3　年間は本
当にあっという間で、苦手な科目はその時に
しっかり克服すべきだったと国家試験が終わっ
た今は思えます。そして講義で教わったこと、
臨床実習で学んだことは、現在の臨床現場で非
常に役に立っています。
　国家試験を控えている後輩の皆さんには最後
まで諦めず、自分を信じて頑張っていただきた
いです。勉強中は不安に押し潰され、挫けそう
になることもあるとは思います。そんな時は周
りの人を頼りながら国家試験合格を目指して頑
張って下さい。

＜国家試験合格記＞
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＜活躍中の卒業生＞

　私が歯について興味をもつようになったのは
高校　1　年生の時に姉が歯科技工士になったこと
がきっかけでした。また高校生の時に祖父が誤
嚥性肺炎で入院し、その時に口腔ケアで誤嚥性
肺炎を予防できることを知りました。また、当
時姉の勤める歯科医院でアルバイトをすること
になり、歯科衛生士としての仕事のやりがいに
魅力を感じ、歯科衛生士になろうと決心しまし
た。
　今年で歯科衛生士歴　5　年目になりますが、就
職した当初は、いろいろなことで苦労しまし
た。一番痛感したのは、自分の知識の少なさで
す。知識がないと技術力アップや患者さんへの
説明時の説得力などにも影響します。患者さん
に治療内容や注意事項を伝えても、何故かと質
問されると言葉につまってしまいました。
　学生時代に学んだはずの教本に答えはあり、
何度も教本を振り返っていました。臨床は、教
本に載っている基礎はもちろん大切ですが、た
くさん応用が必要になってきます。思えば学生
の頃、歯科衛生士になれたらいいと、自分の中
で勝手にそれがゴールになっていて、きちんと
基礎固めができていませんでした。歯科衛生士
になってからも学ぶことは多いです。歯科衛生
士になることはゴールではなく、新たなスター
ト地点であり、　1　つの通過点に過ぎないことを
思い知らされました。学生時代に歯科衛生士に
なったその先を見つめて、自分はどうなりたい
か、どうありたいかを考えること。そのために
どうすべきなのかをしっかり考えることができ
ていれば、学ぶ姿勢や勉強の仕方も変わってい
たと思います。
　私は今、開業歯科医院のオープニングスタッ
フとして働いています。開業して約　1　年程です
が、まだまだスタッフの皆さんと医院づくりの

歯科衛生士として将来のあり方

真最中です。最近は、新たなホワイトニングシ
ステムを導入するため、そのことについて勉強
しています。
　私が働く上で、一番に大切にしていることが
あります。それは患者さんの心に寄り添う事で
す。歯科医院に来院される患者さんは、緊張し
ていたり、不安を抱えている方も沢山いらっ
しゃるので、問診やカウンセリング、コミュニ
ケーションを取り、その患者さんの想いや性格
などをしっかり読み取ろうとしています。その
中で分析をして患者さんに対する接し方や指導
方法などを考えています。
　初診で来院された患者さんから話を聞くと、
「小さい頃に歯科医院の治療でトラウマにな
り、それ以来歯科医院に来院できていない。」
という方が結構いらっしゃいます。そういう方
の口腔内を見ると歯周病や齲蝕で歯牙が動揺し
ていたり歯冠部が崩壊していることが多いで
す。小さい子どもさんにも将来同じようになっ
て欲しくないと思い、また来たいと思って貰え
るような医院づくりにも励んでいます。小さな
頃から歯を大事にして欲しいので歯について興
味を持って貰えるようにできるだけ楽しい雰囲
気でトレーニングやクリーニングすることを心
掛けています。また歯についての勉強だけでな
く、流行っているアニメやゲームなどについて
勉強して、楽しくコミュニケーションをとるよ
うにもしています。
　まだまだ発展途上ですが、歯科医院とともに
私も知識と技術、コミュニケーション力をもっ
と高め、成長していきたいと思います。そして
将来自身でケアできない人が死亡原因第三位で
ある肺炎に、祖父のように罹患しないように口
腔ケアすることを専門的に行える歯科衛生士に
なりたいと思います。

垂水区ほしぞら歯科クリニック

第43回生　内田　実花
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＜活躍中の卒業生＞

　私は兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学
院に入学する前は、一般企業で販売スタッフと
して働いていました。接客時に正しい情報を
お客様にお伝えする為に、eラーニングを受講
し、新しく提供されるサービスや新製品の情報
を勉強する日々でした。休日は祖母と関わる時
間が多くあり、特に食べることが大好きだった
ことから、歯について興味を持つようになりま
した。その頃は、歯科を必要とされる人の為に
歯科衛生士になりたいというより、祖母の為に
歯科衛生士になりたいという気持ちの方が強
く、本学院に入学しました。入学してから、ま
ず最初に学んだ事は、心理学でした。「歯」に
ついて勉強をするためなのに、なぜ心理学を学
ぶのか、当時は理解できませんでした。でもど
こか興味惹かれる内容に90分間、集中して聞い
ていた事を覚えています。
　　2　年生になると、小集団指導が始まりまし
た。グループに分かれて意見を出し合い、台本
作成、媒体作製を行いました。指導の対象が小
学　3　年生の為、媒体の種類や高さ、見やすさ、
話すスピード、専門用語を少し加えて、子ど
もたちが理解できるように言葉を選んで作り上
げていきました。最後まで集中して聴いてもら
えるように、全員参加型のクイズを取り入れる
などの工夫をしました。指導初日は子どもたち
の反応が悪かったらどうしよう、劇が失敗した
らどうしよう、と不安な気持ちでいっぱいでし
た。子どもたちの反応を見て、回を重ねるごと
に、劇を通して歯の大切さを伝える事の楽しさ
を感じることができました。
　　3　年生になると　4　ヶ月間の臨床実習本実習が
始まりました。座学や相互実習で学んできた事

歯科保健センターに勤めて

と実際に治療で使用される器具や材料を確認し
ながら、毎晩遅くまで実習帳に書き込んでいき
ました。　4　ヶ所実習に行かせていただいた中で
も、私が特に興味を持ったのは、歯科保健セン
ターでの実習でした。歯科保健センターは障が
い者の為の施設で、　1　年生の心理学で学んだ行
動療法が行われていました。使用する器具や材
料は一般の歯科医院で使用しているものと同じ
でしたが、センターではチェアに座る際に使用
する健診枕（姿勢保持用マット）や抑制帯、視
覚支援の絵カードがありました。姿勢保持用の
マットを初めて見た時は、どの様に広げて、身
体のどこを安定させる為に使用するものなのか
想像できませんでした。実際に使用する場面を
見て、患者と術者の安全を確保する為に必要な
物だと理解できました。治療以外にも、歯科衛
生士による歯科用器具のトレーニングや定期的
な口腔ケアとブラッシング指導を行っていまし
た。指導をする前に、保護者から患者の生活の
様子や変化を聞く事で、その日の指導の目標を
どの程度までにするのかを判断していました。
生活環境に変化があると、前回までできていた
事でも強い拒否反応を示すこともあります。ま
た、ストレスを感じやすく、体調にも影響がで
ることがあります。「センターがストレスを感
じる場所」、「口腔ケアは嫌な事」とならない為
にも、保護者からより多くの情報を聞き取る事
が重要だとわかりました。
　　4　ヶ月の臨床実習本実習後の施設実習は、
総合福祉通園センターに行かせていただきま
した。　4　、　5　歳のクラスを担当しました。そこ
では、どうすれば一緒に歯ブラシをさせてくれ
るのかを考えました。なかなか上手くいかず、

加古川歯科保健センター

第47回生　加茂　なつみ
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担任の先生から、「子どもたちと信頼関係を築
く事が大事だ」と教わりました。そして、子ど
もたちから信頼される為には、まずは子どもた
ちと一緒に遊び、「楽しい事を一緒にしてくれ
る人」と思ってもらうことが第一歩でした。そ
れから私の話を聞いてくれる様になり、一緒に
歯ブラシする事を受け入れてくれるのだと解り
ました。子どもたちとの関わり方を知っていく
中で、同じ障がいと診断されていても、症状が
違っていたり、コミュニケーションのとり方も
視覚支援が優位であったりと、多岐であること
にも気付きました。
　そして私は今、加古川歯科保健センターで勤
務しています。センターでの主な事業は、障が
い者（児）歯科診療です。その他の事業とし
て、障がい者（児）歯科健診、休日歯科診療、
子育てサークル、障がい者（児）施設訪問ブ
ラッシング指導があります。
　障がい者（児）歯科診療は、毎週水、木曜日
に一般の歯科診療所で治療が困難な患者に対し
て、予約制で診療を行っています。木曜日には
全身麻酔下での歯科治療を行っています。歯科
医師と歯科衛生士のペアは固定で、患者は担当
制です。担当制にする事で、患者の特性を理解
し、前回からの変化に気付くことができ、より
よい対応ができます。
　診療以外には隔週月曜日に障がい者（児）歯
科健診があります。歯科治療が終了した患者に
対し、　3　ヶ月から　6　ヶ月ごとに定期健診を実施
します。定期健診では口腔ケア、ブラッシング

指導を行います。本人磨きができる人には、歯
垢染色を行い、ブラッシング指導をします。保
護者の方には可能な限りの仕上げ磨きをお願い
しています。
　休日歯科診療は、一般診療所の休診日に救急
患者に対し応急診療を行います。
　子育てサークルは、公民館などでサークル活
動を行っている幼児と保護者を対象に人形劇を
交えながらブラッシング指導、健康教育を実施
しています。
　障がい者（児）施設訪問ブラッシング指導
は、施設の通所者に対して、う蝕及び歯周疾患
予防のため施設訪問し、個別にブラッシング指
導を行います。授業の　1　コマを使い、う蝕の原
因と成り立ちを伝え、歯磨きの重要性を理解し
てもらいます。
　学生の頃、多くを学び実習をこなしてきまし
たが、働き始めるとまだまだ分からない事が多
く、今でも教本を開き勉強する毎日です。
　センターに就職してから、歯科衛生士として
の目標もみつかりました。子育てサークルで劇
の後に行う、ブラッシング指導での先輩衛生士
さんの言業があります。
「私たちプロ」
　いつもこの言葉が私の心に響きます。いつの
日か自信を持ってこの言葉が言える『私』にな
るために、歯科衛生士としての技術、知識を高
め、日々、前向きに学び続けていこうと思って
おります。
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学 院 の 動 き

平成30年度
平成31年
　1　月

　7　～10日　一般入試（　2　次）願書受付
12日　宝塚市歯科医師会新年会

（浦出学院長）
14日　神戸市北区歯科医師会会員家族

新年会（小村教務主任）
15日　第　6　回業者模擬試験（医歯薬）
19日　伊丹市歯科医師会新年会

（浦出学院長）
20日　一般入試（　2　次）

21～30日　一般入試（　3　次）願書受付
22日　第10回学院運営協議会
26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）
29日　第　7　回業者模擬試験（医歯薬）

　2　月
　2　～　3　日　歯科衛生士研修指導者・臨床実

地指導者等講習会（肥塚教務副
主任）

　5　日　教員会（卒業審議）
　6　日　第　8　回業者模擬試験（DHS）
10日　一般入試（　3　次）
16日　一般入試（　3　次）合格発表
18日　第　2　回校内模擬試験
26日　第11回学院運営協議会

　3　月
　1　～27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）
　2　～　3　日　第28回歯科衛生士国家試験引率

（大阪府：肥塚教務副主任、角
田専任教員、難波専任教員）

　3　日　第28回歯科衛生士国家試験
　9　日　47回生卒業証書授与式
12日　教員会（進級審議）
　〃　　高等教育段階の教育負担軽減新

制度ブロック説明会(小西係長)
14日　平成30年度日本学生支援機構奨

学金採用・返還誓約書業務等研
修会（小西係長）

22日　第10回歯科衛生士養成校教員研
修会（山下専任教員）

26日　第12回学院運営協議会
　〃　　第28回歯科衛生士国家試験合格

発表
28日　第　7　回オープンキャンパス
31日　科目講師退任

（鬼頭昭吉・堀畑富美・鈴木泰
明・勝谷芳文・陳　香純・鈴木
美保）

　〃　　経口摂取に向けた摂食嚥下リハ
ビリと口腔ケア実技セミナー
（難波専任教員）

平成31年度、令和元年度
平成31年、令和元年
　4　月

　1　日　科目講師就任
（丸山智美・中川まゆみ・岡本
真樹・小林正樹・宮本　学・佐
伯直哉）

10日　50回生入学式
11～24日　プレ臨床実習（　2　年生）

23日　第　1　回学院運営協議会

　5　月
10日　学生健康診断
14日　クリニカルトレーニングセレモ

ニー
15日　新　1　年生合同レクリエーション
16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
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16日　全国歯科衛生士教育協議会2019
年度総会

19日　神戸まつり
(小村教務主任、山下専任教員)

20日　日本歯科衛生士教育学会2019年
度第　1　回理事会(小村教務主任)

28日　第　2　回学院運営協議会

　6　月
　2　～21日　各地区「歯と口の健康週間行

事」小集団指導実習（　2　年生）
　2　日　歯と口の健康週間行事見学参加

（　1　年生）
　〃　　令和元年度川西市「歯と口の健

康フェア」（川西市：浦出学院
長、肥塚教務副主任、難波専任
教員、足立専任教員、大坪専任
教員）

　〃　　第12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）

　〃　　2019口腔保健のつどい
（明石市：杉岡副学院長、角田
専任教員、山下専任教員、篠原
専任教員）

　3　～26日　第　1　期臨床実習本実習
（　3　年生）

11日　第　3　回学院運営協議会
12日　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：肥塚教務副主任、角田専任
教員）

16日　第　1　回オープンキャンパス
26日　研修旅行（京都方面：　1　年生）

研修旅行引率（小村教務主任、
角田専任教員、篠原専任教員）

　7　月
　1　～30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
23日　第　5　回学院運営協議会
25日　第　2　回オープンキャンパス
26日　第29回近畿北陸地区歯科衛生士

教育協議会（神戸市：浦出学院
長、小村教務主任）

28日　歯科衛生士就職支援フェア（髙
橋理事）

　8　月
　1　日　第　1　回業者模擬試験（DHS）

　5　～　9　日　歯科衛生士専任教員講習会Ⅱ
（肥塚教務副主任、角田専任教
員）

　7　日　兵庫県歯科衛生士養成機関専任
教員協議会（浦出学院長、小村
教務主任、難波専任教員、山下
専任教員、足立専任教員、大坪
専任教員、篠原専任教員）

　8　日　第　3　回オープンキャンパス
25日　第　4　回オープンキャンパス
26日　DHS�夏期講座
27日　第　6　回学院運営協議会
29日　第　2　回業者模擬試験（医歯研）
31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（和歌
山県：髙橋理事、浦出学院長、
吉川副学院長・学科長、小村教
務主任）

　9　月
　1　日　第52回学院学会

　2　～13日　AO�入試願書受付
　2　～27日　第　3　期臨床実習本実習

（　3　年生）
　8　日　第　5　回オープンキャンパス
22日　歯科衛生士のための歯周デブラ

イトメントトレーニングコース
（山下専任教員）

24日　第　7　回学院運営協議会
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29日　AO�入試

10月
　1　～29日　第　4　期臨床実習本実習

（　3　年生）
　5　日　AO�入試合格発表
　〃　　各地区「いい歯の日行事」公衆

衛生活動（　2　年生）（～11/30）
　7　～18日　推薦入試（　1　次）願書受付

　8　日　消防訓練
10日　出張講義：兵庫県立杜高等学校

（肥塚教務副主任、難波専任教
員）

17日　高等教育の修学支援新制度説明
会（多田羅課長）

18日　日本学生支援機構業務研修会
（小西係長）

27日　第　6　回オープンキャンパス
28日　出張講義：兵庫県立福崎高等学

校（小村教務主任）
29日　第　8　回学院運営協議会
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/　2　）
　〃　高齢者施設実習（　3　年生）

（～12/　2　）
　3　日　推薦入試（　1　次）
　9　日　推薦入試（　1　次）合格発表

11～22日　推薦入試（　2　次）願書受付
一般入試（　1　次）願書受付

12～13日　研修旅行（東京方面：　2　年生）
研修旅行引率（肥塚教務副主
任、大坪専任教員、篠原専任教
員）

26日　第　9　回学院運営協議会

12月
　4　日　第　4　回業者模擬試験（医歯薬）

　4　日　出張講義：兵庫県立三木北高等
学校（小村教務主任）

　6　日　日本歯科衛生士教育学会
第　3　回常任理事会、第　2　回理事
会（小村教務主任）

　7　日　第10回日本歯科教育学会総会、
学術大会（小村教務主任）

　7　～　8　日　歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ
（福岡県：小村教務主任）

　8　日　推薦入試（　2　次）
一般入試（　1　次）

14日　推薦入試（　2　次）合格発表
一般入試（　1　次）合格発表

17日　第10回学院運営協議会
19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30年度
第10回学院運営協議会　平成31年　1　月22日（火)

午後　1　時30分
協議事項

　1　．平成31年度予算について
　2　．平成30年度卒業証書授与式について
　3　．職業実践専門課程の申請について
　4　．その他

第11回学院運営協議会　平成31年　2　月26日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．平成30年度卒業証書授与式について
　2　．教育課程編成委員会について
　3　．学校関係者評価委員会について
　4　．平成31年度科目講師について
　5　．平成31年度臨床実習講師について
　6　．その他

第12回学院運営協議会　平成31年　3　月26日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．平成31年度入学式について
　2　．科目・臨床実習連絡会について
　3　．日本歯科衛生教育学会理事の就任について
　4　．その他

平成31年度、令和元年度
第　1　回学院運営協議会　平成31年　4　月23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　．50回生（　1　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につ

いて
　4　．学業奨励について
　5　．Ａ　4　ポスターと�PR�用チラシの活用につ

いて

　6　．その他

第　2　回学院運営協議会　令和元年　5　月28日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．平成30年度学院会計収支計算書について
　2　．その他

第　3　回学院運営協議会　令和元年　6　月11日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．2020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　令和元年　7　月　4　日（木)
午後　1　時15分

協議事項
　1　．運営協議会の進行について
　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　．2019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　令和元年　7　月23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　．大学等における修学の支援に関する法律

第　7　条第　1　項の確認に係る申請について
　3　．その他

第　6　回学院運営協議会　令和元年　8　月27日（火)
午後　1　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　．第52回学院学会について
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　3　．その他

第　7　回学院運営協議会　令和元年　9　月24日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．職業実践専門課程の申請について
　2　．その他

第　8　回学院運営協議会　令和元年10月29日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．令和　3　年入学者入学試験日程について
　2　．令和　2　年度オープンキャンパス日程につ

いて
　3　．令和　2　年度行事予定について
　4　．令和　2　年度事業計画について
　5　．その他

第　9　回学院運営協議会　令和元年11月26日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．令和　2　年度事業計画について
　2　．令和　2　年度予算について
　3　．令和　2　年度歯科材料取扱業者について
　4　．兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学

院学則細則の一部改正について
　5　．令和　2　年度科目講師について
　6　．令和　2　年度臨床実習講師について
　7　．その他

第10回学院運営協議会　令和元年12月19日（木)
午後　3　時30分

協議事項
　1　．令和　2　年度歯科材料取扱業者について
　2　．令和　2　年度科目講師について
　3　．指定校推薦について
　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/ 155 126
2 灘区歯科医師会 http://www.nadashi.net/ 109 90
3 中央区歯科医師会 http://www.chuoku8020.jp/ 186 145
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/ 75 57
6 須磨区歯科医師会 http://www.kobe418.jp/suma/ 82 71
7 垂水区歯科医師会 http://www.th-jp.com/ 116 96
8 北区歯科医師会 http://www.kitadental.jp/ 102 92
9 西区歯科医師会 http://www.kobe249shikaishikai.com/ 88 81
10 尼崎市歯科医師会 http://www.ada.or.jp/ 255 197
11 西宮市歯科医師会 http://www.ndajp.com/ 278 228
12 伊丹市歯科医師会 http://www.itamident.jp/ 115 93
13 川西市歯科医師会 http://www.kda8020.com/ 84 68
14 三田市歯科医師会 http://www.sanda-dental-association.org/ 46 41
15 宝塚市歯科医師会 http://www.tda8020.jp/ 132 110
16 芦屋市歯科医師会 http://www.ashiyadental.or.jp/ 73 57
17 明石市歯科医師会 http://www.ada135.or.jp/ 157 127
18 三木市歯科医師会 http://www.eonet.ne.jp/~mmda118/ 45 38
19 小野加東歯科医師会 42 37
20 西脇市・多可郡歯科医師会 29 24
21 加西市歯科医師会 25 18
22 播磨歯科医師会 http://harimadent.jp/ 191 163
23 姫路市歯科医師会 http://www.himedent.org/wp/ 315 260
24 神崎郡歯科医師会 19 17
25 揖龍歯科医師会 http://8020da.com/ 49 44
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 41
28 佐用郡歯科医師会 11 6
29 丹波篠山市歯科医師会 https://tanbasasayama-dental.com/ 18 15
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://mikatagun8020.web.fc2.com/ 15 14
34 洲本市歯科医師会 26 20
35 淡路市歯科医師会 30 24
36 南あわじ市歯科医師会 29 25
合計 3136 2582

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

　御代替わりの年であった昨年は、第126代　
今上陛下のご即位に伴う儀式や行事が執り行わ
れ、いわば我が国の国柄に世界中の目が寄せら
れた慶賀の年でありました。一方、昨年は甚大
な自然災害により尊い人命が失われ、今なお厳
しい状況を強いられている方々が多数おられる
ことを、我々は決して忘れる訳にはまいりませ
ん。
　明けて本年・西暦2020年は申すまでもなく東
京五輪開催の年であり、昨年に引き続き日本に
世界の目が集まる、何か心躍るような高揚感を
禁じえない年となることでしょう。
　しかしながら、これより20年後の2040年ま
で、データ上は高齢化の度合いが増し続ける
と予想されています。益々進む少子化と相まっ
た、この所謂「2040年問題」を現首相は“国
難”あるいは“静かなる有事”と位置づけ、そ
の克服に“一億総活躍”なるスローガンを掲げ
て臨もうとされています。その「一億総活躍社
会」を創出するためには、その大前提として全
国民の心身に亘る健康を下支えすべく、“歯科
衛生士総活躍”による「口腔保健立国」の建設
が必須といえるのではないでしょうか。
　学生の皆さんが　1　年・　2　年・　3　年後に国家資
格を取得し、その後社会を支える側として活躍

される20～30年は、そんな極めて不透明で困難
な時代なのです。皆さんには学生時代から将来
に備え、自覚と覚悟を養いつつ学業に励んでい
ただきたい。日本の将来はまさに皆さんの双肩
にかかっている！？といっても決して過言ではな
いのですから。学院は全力で皆さんをサポート
いたします。
　さて、前口上が少々長くなってしまいました
が、全体を概観いただくとお分かりいただけま
すように、本号も各ジャンルとも力作ぞろいの
内容となりました。執筆いただきました皆様方
はじめ、本誌作成にご尽力賜りました全ての
方々に、この場をお借りして心より御礼、感謝
申し上げます。
　結びに本学院の開学と発展のみならず兵庫
の、否、日本の歯科衛生士教育の充実・発展に
半世紀近くにも亘り大きな足跡を残されました
善本秀知先生が去る令和元年　9　月逝去されまし
た。私ども現学院関係者一同、敬愛おく能わざ
る道の大先達、善本先生のご冥福を衷心よりお
祈り申し上げますとともに、先生のご遺志を引
き継ぎ精進してまいる所存です。どうぞ宜しく
お願い申し上げます。� （大矢卓志）

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　　篠原　理恵
小西　志保　　柚鳥　亜樹

「ダリア　Dahlia　天竺牡丹」
　大輪の色鮮やかな花で、存在感があり、一輪あるだけで周りが明るくな
ります。花言葉は「華麗」「感謝」「優美」で色によって違います。写真は
ピンクですので「華麗」となります。学院の皆さんにはピッタリの花だと
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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