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巻頭言

新型コロナウイルス禍の中にあって

学院長　浦出　雅裕

　本年　2　月に始まった新型コロナウイルス感染の影響で学校行事やカリキュラムはこれまで
経験したことのない大きな打撃を受けました。卒業式、クリニカル・トレーニング・セレモ
ニーは縮小規模で、入学式、前半のオープン・キャンパスは中止となり、　4　月　7　日大阪や兵
庫県に発出された緊急事態宣言による約　6　週間に及ぶ長期休校により、年間のカリキュラム
は大きく変更せざるをえませんでした。全国に先駆けて教育に導入していた iPad と Wi-Fi 
環境を整えていたことが幸いして、　5　月連休明けには遠隔（ウェブ、インターネット）授業
を開始することができました。しかし、次の問題は　2　年生のプレ臨床実習や小集団指導、　3　
年生の臨床・臨地実習を従来どおりに進めるかということでした。実習先での感染対策に応
じて、学生の安全をいかに守るのか、逆に障害者施設や老人施設に学生がウイルスを持ち込
まないかということで学校や実習以外でも行動の自粛が求められました。学生は元より教職
員にとってはたいへんなストレスであったと思いますが、全員の努力で今のところ事なきを
得ていることに感謝いたします。
　さて、新型コロナウイルス感染は昨年12月頃中国武漢で発生し、当初は風邪程度に考えら
れていましたが、米国や欧州にも急速に拡大し、　9　月中旬には世界の感染者数は3,000万人、
死者は90万人を超えています。感染者数は少ないものの日本でも　7　万人が感染、1,500人が死
亡しています。新型コロナウイルスの問題点は、インフルエンザより致死率は低いものの有
効な治療薬やワクチンがないこと、高齢者や基礎疾患保有者で重症化しやすいものの若年者
では無症状で経過する場合もあること、発症の　2　日前よりウイルス排出が認められ感染源と
なることなど、なかなか手ごわいウイルスであるため、継続して注意喚起が求められていま
す。接触感染あるいは飛沫感染により伝播することから、「　3　密（密閉、密集、密接）」を避
け、手洗い励行、マスク着用、人込みを避ける、ソーシャル・ディスタンシングを守るなど
の対策が取られています。歯科に関連して重要なことは、このウイルス感染の初期症状とし
て、発熱や咳のほかに嗅覚や味覚の喪失があること、PCR 検査の検体として鼻咽頭ぬぐい液
が一般的ですがそれに匹敵する量のウイルスが唾液中にも出ていることです。口腔内が診療
領域である歯科医や歯科衛生士にとっては十分な感染対策が必須で、とりわけエアロゾルが
発生しやすい高速切削器具や超音波スケーラーなどの使用時には特に注意が必要です。自分
自身を守り、他の人にも感染させないようもう一度スタンダードプリコーションの徹底を図
る必要があります。
　新型コロナウイルス禍は世界の経済にも大きな影響を与えました。人々の行動変容によ
り、2008年に世界的経済恐慌をきたしたリーマンショックを上回る経済損失を与えていま
す。感染防止と経済活動の両立は相反するもので「行くも地獄、帰るも地獄」状態ですが、
精神病理学ではこの心理状態を「ダブルバインド（二重拘束）」というそうです。　1　日も早く
この状態を抜け出し、平穏な日常が戻ることを期待するばかりです。
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日常を取り戻す　1　年に

（一社）兵庫県歯科医師会
会　長　澤田　　隆

　「新しい日常生活」を過ごして早くも　1　年が経過しようとしています。マスク、　3　密を考
慮せず仲間と食事ができ、自由に何処にも行けるという従来の生活がいかに心地良いもので
あったかを改めて思いながら、今回の人類だけをターゲットにし世界中に未曾有の災害をも
たらしたウイルス感染症に対して、日頃から感染予防対策の重要性を真剣に考えさせられた　
1　年でありました。
　しかしこの反省を捉え、歯科治療の安全性を示すために、日常の歯科診療においても、入
り口でのアルコール消毒、受付のパーテーション設置や治療前の検温やうがい、フェイス
シールドの着用、口腔内・外のバキューム、治療用のチェアや椅子、スリッパ消毒、床清
掃、換気など、これまでにないさらに踏み込んだ感染予防対策がまさに標準化して行われる
ようになりました。診療所の歯科衛生士も従来の感染予防対策から更に深化した対応に懸命
に努力してくれています。
　一方、今回の新型コロナの PCR 検査で唾液の利用が注目され、感染予防においても、全
身の健康維持においても、口腔の健康管理の重要性が広く国民に認知されるようになってき
ました。ここに高齢社会を背景にした今後の歯科保健医療の在り方が見えています。
　また、連日の報道のように医科病院・施設での看護師などの医療従事者の努力は計り知れ
ないものがあり、われわれも医療人として敬意を表したく思います。
　先日の新聞に、大阪の施設でコロナ患者のケアにあたった28歳の看護師が自分の経験から
「現場に足を踏み出してこそ、得られる責任感がある」そして「駆け出しの頃は知識不足に
悩み、重圧を感じたが、現場に立ち続け医療者としての自分を自覚した」と語っています。
　歯科衛生士の皆さんも、其々の現場で、毎日多くの患者さんと接しますので医療人として
の「自覚」と「責任」そして、噛めないことに悩んでいる多くの患者さんの気持ちを共有
し、健康寿命の延伸に向け歯科医師会が提唱している「オーラルフレイルの予防対策」「8020
運動の推進」など、歯科医師と共に全力を挙げて取り組んで下さい。上記の看護師さんには
「皆さんのおかげで、守られる命や身体があります」と感謝のメッセージが届いたそうで
す。そして、「人は互いに支えられて生きています」と締めています。われわれは今回のコロ
ナ禍を大きな教訓として、これまでとは違う歯科保健医療の在り方を考えねばなりません。
歯科衛生士は益々重要度が増してきます。頑張りましょう。
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映画は近未来を予測する

副学院長・学科長　吉川　涼一

　本稿が発刊される頃には新型コロナウィルス感染拡大が収束していることを願う。
　（投稿日　令和　2　年10月14日）
　映画は時々今の世の中を予測していたのかと思うほど現実と重なることがある。新型コロ
ナもそのひとつである。未知のウィルスが人類を襲い、村が街が消滅していく、あるいは全
世界規模で大流行するパンデミックというストーリー。1995年公開のダスティン・ホフマン
主演「アウトブレイク」、2011年公開「コンテイジョン」、2020年公開のカナダの TV 映画
「アウトブレイク－感染拡大－」というのがある。古くは小松左京原作「日本沈没」もあっ
た。これらはたまたま映画と現実が一致したというものではなく綿密な取材や調査、聞き取
り、科学的根拠、社会情勢などをしっかり把握し、その上で人間の行動や心理、恐怖、デマ
など緻密な計算のもと製作されている。いま絶対に現実化してほしくない映画がある。2007
年公開のウィル・スミス主演「アイ・アム・レジェンド」である。癌のワクチンが開発され
たとして人々はわれ先にとワクチン接種を受けた。数年後このワクチンは致死率90％以上に
も上る猛毒と化し人々を死に追いやっていく。いま新型コロナウィルスのワクチン開発を各
国がしのぎを削って、安全よりも早さを競っている。この未熟なワクチンを接種した人たち
が数十億人も死亡したらと思うとゾッとする。「アイ・アム・レジェンド」のような世界にな
らないように願うばかりだ。
　2020年（令和　2　年）の幕開けは穏やかだった。いつものように正月の生田神社は初詣客で
賑わっていた。　1　月中旬に中国・武漢で未知の病気が発生したとの報道があったが、私を含
めて皆あまり気にしていなかったようだが　2　月に入り事態の深刻さに誰もが驚いた。それか
ら先のことは皆さんご存じの通りです。
　学院では入学式も実施されないまま休校、リモート講義、時差通学、時短授業等々慣れな
いながらもなんとか講義に遅れが出ないよう、先生たちも必死に頑張ってくれました。夏休
みは若干短くなりましたが何とか乗り越えてきました。しかしここにきて（　8　月）学生や教
職員のまわりにも濃厚接触者や PCR 検査陽性者が出て、ジワリジワリとコロナが忍び寄っ
てきているようです。これからはウィズコロナ時代で外出時はマスクは必需品となり、食事
会・飲み会の自粛もやむを得ないだろう。飲食店の打撃は相当なものと思われるが、実は歯
科医院に限らず医療機関はどこも大きな影響を受けている。すでに倒産した医院もある。歯
科では定期検診は暫く控えるようにとの WHO の専門家（歯科医官）の意見が患者減少に
より拍車をかけている。昨年までのような状況にもどるまで　2　年かかるといわれているな
か、大・中・小・零細企業、個人事業がどこまで持ちこたえられるかが課題だ。自然災害も
あった。　7　月には九州地方で大雨による水害、　8　月猛暑、　9　月には最大最強といわれた台風
10号。政治面では安倍総理退任と菅総理誕生、米大統領選。社会的にはコロナ禍による失業
者の増加などなど激動の年だった。そんな中でも歯科衛生士は国家資格を有し求人倍率も高
い。社会情勢が不安定な時こそ国家資格が生きてくる。今年度の国家試験は　3　月　7　日（日）。
さあ国家試験に向かって駆け抜けよう！
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＊神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野
　

＜学術論文＞

新型コロナウイルス感染症

＊明石　昌也

　1　．新型コロナウイルスについて
・そもそもウイルス感染症とは？

　ウイルスは真菌や細菌よりもはるかに小
さく、生きた細胞に侵入しないと増殖で
きません。細菌は自己複製能力を持ちます
が、ウイルスは蛋白質の外殻と内部に遺
伝子［DNA、RNA］を持っただけの単純
な構造をしています。ウイルスは宿主細
胞に付着、細胞内に侵入し自身の遺伝物質
（DNAやRNA）を放出、この遺伝物質が
細胞を支配してウイルスを複製させます。
ウイルスに感染した細胞は通常死に、死ん
だ細胞から新しいウイルスが放出され、他
の細胞に感染します 1)。大半のウイルスは
少数の植物種や動物種にしか感染せず、
ヒトにだけ感染するウイルスもあります
が 1)、動物からヒトへと感染することがあ
ります。

・コロナウイルスの種類
　そもそもコロナウイルスは大変ポピュ
ラーなウイルスで、ヒトにとっては鼻風邪
のウイルスであり、動物にもそれぞれの
動物のコロナウイルスがあります 2)。ヒト
におけるコロナウイルス感染症で重度の
肺炎の原因となるものが過去に　2　つあり
（2002年に同定された重症呼吸器症候群コ
ロナウイルス：severe acute respiratory 

syndrome coronavirus [SARS-CoV]と
2012年に同定された中東呼吸器症候群コ
ロナウイルス：Middle East respiratory 
syndrome coronavirus［MERS-CoV］）、特
にMERSは現在でも中東で流行が続いてい
ます 2)。

・新型コロナウイルスの特徴
　新型コロナウイルスは SARS コロナウ
イルスと遺伝子の相同性が高く（79.5%）、
同じ受容体（アンジオテンシン変換酵
素Ⅱ：angiotensin-converting enzyme 2
［ACE2］）を介してヒトの細胞に吸着・
侵入します 3)。ウイルスは呼吸器（鼻、の
ど、肺）や消化管、肝臓など様々な体の部
位に感染しますが 1)、新型コロナウイルス
はのどよりも鼻に多くのウイルス量が認め
られることが分かっています 4)。

　2　．新型コロナウイルス感染症について
・症状について

　新型コロナウイルス感染症（coronavirus 
disease 2019［COVID-19］）の70〜80%は
軽症であり、約20％が中等症として酸素投
与が必要となり、その中の　5　%前後が重症
化すると考えられています 5)。主要な症状
には発熱や乾性咳嗽・筋肉痛が挙げられ、
特徴的な症状として嗅覚・味覚障害が知ら
れています 6)。

・感染経路について
　ウイルス・細菌などの病原体がヒトから
ヒトへと感染する経路は大きく接触感染・
飛沫感染・空気感染に分けられます 7)。新



－5－

型コロナウイルスは飛沫感染・接触感染に
より感染します。飛沫感染では、感染者の
飛沫（唾液やくしゃみ、咳など）と一緒に
ウイルスが放出され、それを別のヒトが口
や鼻から吸い込んで感染します 8)。接触感
染では、特にプラスチック表面で最大72時
間ウイルス生存することや、ヒトは　1　時間
に23回程度自分の顔に触れること、その内
44％で口や鼻の粘膜に触れているというこ
とにも留意すべきで、手指衛生や器物の消
毒の重要性が示唆されています 6)。新型コ
ロナウイルスでは麻疹や結核のように空気
感染は起こらないため、ヒトとの距離を取
ること（social distancing：社会的距離）、
つまりヒトとの距離が約　2　m以上離れてい
ることが飛沫感染リスク軽減の目安です
（新型コロナウイルスは約1.8m空気中を浮
遊すると考えられており、一方で空気感染
する麻疹ウイルスではより長時間、より遠
く［　2　m以上］へ空気中を浮遊します）。

・エアロゾル感染とは？
　われわれ歯科医療従事者は「エアロゾル
感染」について十分理解しておく必要があ
ると思います。そもそもエアロゾルとは、
気体中に液体ないしは個体の微粒子が広
がった状態のことで、例えばほこりや花
粉、霧などが含まれます 7)。
　「エアロゾル感染」というのは空気中
をただよう微粒子内に病原体が含まれて
いて、この微粒子を介した感染のことで
すが、「飛沫感染」と「飛沫核感染」を包
含している用語であることに留意が必要で
す。「飛沫感染」は上述した通りですが、
「飛沫核感染」では病原体の粒子のサイズ
は直径　4　μm以下とされており（飛沫感染
を起こすインフルエンザなどは直径　5　μm
以上）、喀痰吸引などの医療処置により発
生するとされています 7)。

・歯科診療室内のエアロゾル対策
　新型コロナウイルスは無症状の感染者か
らの感染も起こるため、あらゆる患者に対

し適切な感染予防を行う必要があります。
歯科医療機関における従来提示しされてい
る感染予防策に準じれば良く、日本歯科医
師会から出されている「新たな感染症を踏
まえた歯科診療ガイドライン」に詳述され
ています 8)。留意事項として幾つか抽出す
ると、診療室内のエアロゾル対策として口
腔外バキューム（口腔外吸引装置）の活用
が望ましいこと・治療前後の手指衛生の徹
底・ゴーグルまたはフェイスシールド装着
の徹底・歯科ユニット及びその周囲のみな
らずレセプトコンピューターなどの周辺機
器の清拭の必要性・「空間除菌」と称する
消毒薬の噴霧といった医学的根拠に基づい
た効果が立証されていない感染対策は医療
従事者として絶対に行うべきでないことな
どが挙げられます 8)。

　3　．免疫とワクチン
　本稿を執筆している2020年12月時点で、
新型コロナウイルスワクチン（AZD1222）
の第Ⅲ相臨床試験の結果 9)やイギリス・ア
メリカでのワクチン接種開始が報じられて
います。まずここで、医療従事者として最
低限必要とされる知識として、免疫につい
て一緒に復習しておきたいと思います。

・自然免疫と獲得免疫
　病原体の体内への侵入は、まず皮膚や粘
膜そのもの（物理的バリアー）と、そこに
存在する抗菌物質（ラクトフェリンなど）
が化学的バリアーにより防御されます（物
理的・化学的バリアー）10)。この第一のバ
リアーでくい止められず体内に侵入した病
原体は白血球の一種である貪食細胞（マク
ロファージ）に貪食（病原体を丸々飲み
込んで分解する）されます（細胞性バリ
アー）10,11)。これら物理的・化学的・細胞
性バリアーで構成される自然免疫機構で処
理できなかった場合、獲得免疫機構が働き
ます。

・Ｔ細胞とＢ細胞
　獲得免疫機構における主役は白血球
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の一種であるリンパ球が主役です 10)。
リンパ球にはＴ細胞とＢ細胞があり、B
細胞が抗体（別称：免疫グロブリン、
immunoglobin、Ig）を生成（液性免疫）
します。Ｔ細胞にはヘルパーＴ細胞（Ｂ細
胞に抗体を作らせる指示を出す）と病原体
を排除するキラーＴ細胞（細胞性免疫）が
あります。
　抗体を産生するＢ細胞・ヘルパーＴ細
胞・細胞性免疫を担うキラーＴ細胞の内ど
れが、新型コロナウイルス感染症の重症度
などに関与しているのかが興味を持たれて
います。2020年　9　月に報告された論文で
は、ウイルスなどの病原体と一度も遭遇し
たことのない未熟Tな細胞（ナイーブT細
胞）の加齢による減少が重症化リスクを高
めることが報告されています 12,13)。

・ワクチンとは？
　現在普及しているワクチンには生ワクチ
ン（生きてはいるが病原性を極度に低下さ
せた細菌やウイルスで、弱毒化ワクチンと
も呼ばれる）・不活化ワクチン（細菌やウ
イルスで毒性をなくしたもの）・トキソイ
ド（細菌が作る毒素から毒性をなくしたも
の）の　3　種類があります 14)。生ワクチン
には麻疹・風疹・水痘ワクチンや BCG な
ど、トキソイドには破傷風ワクチンなど、
不活化ワクチンにはＡ型肝炎・Ｂ型肝炎・
インフルエンザやヒトパピローマウイルス
ワクチンなどが挙げられます 14)。ワクチ
ンには麻疹や風疹、破傷風など効果が非常
に長続きするものもあれば、インフルエン
ザワクチンのように半減期が　4　ヶ月程度と
効果期間が短いものもあります 10)。
　現在開発中の新型コロナウイルスのワク
チンには不活化ワクチン、組換えタンパ
クワクチン、ペプチドワクチン、メッセン
ジャー RNA ワクチン、DNA ワクチン、
ウイルスベクターワクチンなどがありま
す。前述の AZD1222（オクスフォード大
学・アストラゼネカ）は弱毒化したチンパ

ンジー由来のアデノウイルスベクター（遺
伝子の運び屋）に新型コロナウイルスのス
パイクタンパク質（ウイルスの膜表面から
突き出たトゲのような部分）をコードす
るDNAを組み込んだもので 16)、イギリス
で接種が開始された BNT162b2（ファイ
ザー・ビオンテック）はスパイクタンパ
ク質をコードしたメッセンジャー RNA を
脂質の袋に封入して投与され、生体内で
mRNA をもとにウイルスタンパク質が産
生されこれに対し免疫反応が起こる仕組み
です 10,17)。
　ワクチンには非常に少ないながらも重篤
な副反応が生じる可能性もあります。ワク
チンについてもわれわれ医療従事者はリス
クとベネフィットを科学的根拠をもとに理
解し、患者さんなどに正しく伝える必要が
あると思います。

　4　．新型コロナウイルス感染症時代における歯
科医療の役割
　歯科医療従事者は新型コロナウイルス感
染リスクが最も高い職種に挙げられていま
す 18,19)。歯科医療従事者にとって新型コロナ
ウイルス感染症パンデミックの時代におい
ては、まず自分自身の身を守ること（診療現
場における感染を予防するため従来のスタ
ンダードプリコーションを徹底する）に加
え患者アセスメント、場合によっては tele-
screening（電話でのアポイント取得時など
に患者スクリーニングを行う）も重要となっ
てくるかも知れません 20)。また口腔衛生状
態と糖尿病や心疾患・肺疾患との関連がこれ
までにも数多くの報告で示唆されて来ている
のと同様の観点から、新型コロナウイルス感
染症に伴う症状悪化にも口腔衛生状態の改善
が寄与する可能性があるとも考えられていま
すが 21)、新型コロナウイルス感染者におけ
る口腔ケアについては今後きめ細やかな検証
が必要であろうと思います。2020年　8　月の
Lancet 22)で述べられているように、不急か
つ考えようによっては医療リソースの浪費に
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もつながる恐れのある歯科医療（健常者に
対するルーチンの scaling・polishing）より
も、真に口腔衛生状態の改善が必要とされる
vulnerable な方々への歯科的介入をどのよう
に行ってゆくべきか？を新型コロナウイルス
感染症パンデミックの時代において私たちは
真剣に考えてゆかねばなりません。
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＜歯科衛生士会＞

全国に先駆けて
一生、働き続ける歯科衛生士を支援する「兵庫県歯科衛生士センター」の創設

＊高橋　千鶴

　兵庫県歯科衛生士会では、歯科衛生士のライ
フスタイルに応じた勤務環境を整えるために平
成25年　6　月　1　日に「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。また、
復職支援講習会を開催し、離職している歯科衛生
士へ復職に向けた支援も行っています。今年度
は、コロナ禍において宝塚会場、兵庫県歯科医師
会館からのリモート配信、姫路市歯科医師会口腔
保健センターにおいて、兵庫県歯科医師会と姫路
市歯科医師会との共催で開催し、予定どおり　3　会
場で実施することができました。
　復職に向けた取り組みは、歯科衛生士養成機
関においては、リカレント教育を行っているとこ
ろや、全国では、東京・大阪・広島の　3　大学に歯
科衛生士研修センターが併設されています。
　一度離職した歯科衛生士が復職するに至るま
での難しさについては、前職において復職支援
講習会を主催した経験から、講習会や研修会を
企画しても周知する方法や参加に至るまでが非
常に難しいことを実感しています。
　そこで、今年度、兵庫県から委託された歯科
口腔保健における体制整備事業（基金事業）の一
環として「兵庫県歯科衛生士センター」を創設
し、兵庫県内の歯科衛生士がそれぞれの地域や職
場などで一生歯科衛生士として働くことができる
支援を目指して整備しているところです。
　このセンターは、　8　つの輪でできています。

　1　つの輪は、歯科衛生士のバンク登録

　2　つの輪は、ひょうご歯科衛生士人材セン
ター無料職業紹介所の拡充
　3　つの輪は、人材育成
　4　つの輪は、復職支援
　5　つの輪は、市町事業の事業紹介・調整
　6　つの輪は、相談・情報提供
　7　つの輪は、養成機関との連携
　8　つの輪は、災害支援

　歯科衛生士登録（バンク登録）を中心に、県
下全ての歯科衛生士に専門性の高い研修会や情
報を発信し、地域完結の歯科保健医療に貢献す
ることで、県民のお口とからだの健康を守るこ
とを目指しています。
　事業は、コロナ禍の中での遅れたスタートと
なっていますが、次の　4　事業を行っています。
①兵庫県歯科衛生士センターの創設・機能体制
の構築②歯科衛生士未配置市町などにおける歯
科保健体制の整備③地域完結に向けた歯科衛生
士の人材育成④ひょうご歯科衛生士人材セン
ター無料職業紹介所の充実です。
　すでに、　1　つの輪である歯科衛生士バンク登
録に向けて、認定歯科衛生士の194名の取得者
の中で、県下の口腔健康管理地域支援リーダー
登録のための研修会を開催し、登録者の準備を
しています。
　今後は、学生会員の皆様の登録に向けても養
成機関との連携を図りながら整備し様々な情報
を発信していく予定をしています。
　また、県下の全歯科衛生士や学生の皆様が利
用しやすいように歯科衛生士会のホームページ
もリニューアルする予定をしていますのでご期
待ください。

＊（公社）兵庫県歯科衛生士会　会長
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＜むつみ会＞

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、兵庫歯科学院同窓会むつみ
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3200名程度の会員が入会
しています。DH　1　年目から47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。
　今年度は COVID-19 のために活動がほとん
どできず、会員のみなさんで集まる場を提供で
きず残念な　1　年となりました。次年度はどのよ
うな活動ができるのか、会員間で話し合いなが
ら進めていきたいと思っています。
　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。COVID-19の問題もあり、なかなかリアル

タイムに同窓生みんなでつながることができま
せんが、ホームページを通じて情報を発信でき
ればと考えています。
　兵庫歯科学院同窓会むつみ会は、同窓生の集
まる懐かしい場所であり、同じ歯科衛生士とい
う専門職が各自のレベルアップにつながる場所
でありたいと思っています。最後になりました
が、今後ともむつみ会をご支援いただけますよ
う宜しくお願い致します。

＊むつみ会　会長
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＊対馬やまねこ歯科
　

＜学院学会＞

離島の予防歯科から始まる健康な未来

＊島田　須苗

　私の働く対馬やまねこ歯科では予防歯科を
中心に日々診療を行っています。離島の対馬
の問題点と予防歯科としてこれからどう島民と
関わっていきたいかをお伝えさせていただきま
す。
　対馬市は韓国と日本の国境離島に位置してお
り長崎県に属しています。人口は　2　万　9　千人と
若年者の島外への流出により人口減少傾向にあ
ります。歯科医院件数は14件で歯科医師数は13
人です。
　対馬の患者の特徴として基本的にデンタル
IQ が低く歯を守るための予防の知識が全くな
く悪くなってから歯科受診をする傾向が多いで
す。治療をするにも崩壊の程度が大きいためか
なりの治療時間や治療期間を要してしまいま
す。対馬の歯科医院は歯科医師　1　人で治療をす
るため予約が　3　週間待ちになることもあると聞
きます。また、歯科衛生士が在籍する歯科医院
はかなり少ないため基本的にはカリエス治療の
みでOHIや歯周基本治療は行わないため別の対
馬の歯科医院に通院していたにも関わらず歯周
病が進行した状態で当院を受診される患者さん
がとても多くみられ、このような悪循環が
引き起こされています（図　1　）
　もう一つの問題点として歯科医師の高齢化
問題があります。現在対馬で勤務する歯科医師
の半分以上が65歳以上であるため10年先の対馬

の歯科医院は半分以上が閉院してしまう可能性
がありこの先島民は気軽に歯科医院にかかるこ
とができなくなる可能性があります。だからこ
そ島民は今のうちから自分の歯や口腔内の知識
を身につけ、健康になる方法、カリエスや歯周
病にならない口腔内になるための方法を身につ
けなければなりません。これからの島民の健康
を守る役割が私たち対馬やまねこ歯科の歯科衛
生士の役割なのです。
　対馬やまねこ歯科では歯科衛生士が主体と
なって患者さんを教育し今後治療が必要ない状
態にしていくために徹底的に指導を行います。
　歯磨きの指導だけではなく、口腔内について
の知識例えば「歯の数は何本あるか」「歯を失
う原因は何か」など歯の数や専門用語などもあ
る程度覚えてもらうことで患者自身が何の目的
でどんな処置を行っているのかが明確になり自
分自身の口腔内や処置に対して興味を持っても
らうことができます。（図　2　）

図　1　
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　歯医者は治療するところではなく歯のことを
教えてもらうための場所「塾」であることを認
識してもらい考え方を改めてもらう必要があり
ます。（図　3　）「痛み」をどうにかしてもらう
場所と認識している人にとって最初は戸惑いも
あるかもしれませんが自分の歯を生涯長く使う
ためには考え方を変えなければいけません。痛
いから削って詰めて被せてなど治療を繰り返せ
ば歯は必ず悪くなってしまいます。削って詰め
なくても痛みを緩和する方法は必ずあるので患
者さん自身がそれを理解し通院をし続けること
が大切です。

患者さんの歯を守ることはできません。患者さ
んに「教育」をすることで患者さんは自分の口
腔内の現状を自分事だと捉えどのようにすれば
痛みがとれ口腔内が良くなり健康になるのか考
えるようになり自分の歯を自分で守れるように
なります。物資や病院の少ない離島だからこそ
自分自身で自分を健康にしていくことが必要で
す。患者教育こそが対馬やまねこ歯科が考える
予防歯科です。
　やまねこ歯科では初診時に治療を行うことは
ありません。初診時には患者さんの情報収集の
ための検査を徹底的に行っていきます。強い痛
みがあり検査に支障がある場合には痛みを取る
応急処置は行いますが基本的には治療は行いま
せん。PCR が悪く歯周病により歯肉が腫れて
いる状態ではカリエスリスクが上がり治療の精
度も落ちてしまい長く健康な口腔内を保つこ
とができないためです。初診時には主訴の部位
だけではなく一口腔内単位として全顎的に検査
を行います。行う検査はデンタルＸ線14枚法と
咬翼法唾液リスク検査（SM 検査・LB 検査・
緩衝能検査）歯周病検査（　6　点法）口腔内写真
（12枚法）位相差顕微鏡撮影を行います。その
検査結果を用いて歯科衛生士が主訴の部位の痛
みの原因を伝え、OHI や食生活指導を行い初
診時に　2　時間かけて徹底的に患者さんの口腔内
の現状やこれからの治療の流れについて伝えて
います。痛みの原因を理解してもらうことで　2　
回目の来院時には患者さんは痛みを訴えること
はほとんどなくなります。自分の口腔内や痛み
と冷静に向き合う時間、そして考える時間が初
診の大切な時間であり、その時間を作ることで
歯を削らずに、抜髄などの処置をしなくても歯
を守ることができるのです。カリエスリスクを
下げないまま治療を行っても再度カリエスにな
る可能性が高いため歯周精密検査を行い歯周病
と診断されたすべての患者さんは保険の流れに
沿って歯周基本治療を受けてもらい口腔内環境
が安定した段階で処置に移行します。歯周基本
治療を進めている間の約　3　ヶ月から　1　年の間に
徹底的に OHI を行い完璧にセルフケアができ

図　2　

図　3　

　離島に必要なのは歯を削る歯科医師よりも予
防の知識を患者さんに伝え、歯を守ることので
きる歯科衛生士であると私は考えます。スケー
リングや PMTC などの処置を行っただけでは
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るようにしてもらいます。また食生活指導も
行っていきます。セルフケアができなければ治
療をしても再度カリエスになる可能性が高いた
め歯周基本治療を終えても PCR が20％を超え
る場合は処置を中止し再度 OHI の時間を取る
こともあります。
　やまねこ歯科では食事指導（オーソモレキュ
ラー療法）も取り入れて診療をしています。当
院で行う食事指導は単に砂糖をやめてもらうと
いうことだけではなく「質的栄養失調」を改善
するために、タンパク質摂取を勧めています。
精神科医の藤川徳美先生によると間食や炭水化
物などの糖質が欲しくなってしまうのはタンパ
ク質やビタミンなどの栄養不足によるものだ
と考えられると言われています。歯科衛生士は
ただ単に「間食をやめましょう」と指導するだ
けでは患者さんは今までの食生活の習慣を変え
るのは難しいと思われます。なぜ間食が欲しく
なってしまうのかの原因を患者さんと一緒に考
え、足りていないものを補いそこから改善して
いくことが大切だと考えます。食べているもの
を変えることで PCR が改善したり歯肉の炎症
が改善したり口腔内にも良い変化が起きている
と栄養指導をして実感しています。
　当院の方針に理解をいただけた患者さんは歯
周病治療後の安定した段階で SPT や重症化予
防の保険算定によりメインテナンスを行います
（状態が良ければ自費でメインテナンスを行う
こともあります）。メインテナンスで継続管理
をしていくことも患者さんの歯を生涯守るため
に必要なことのひとつでもあります。当院は他
の歯科医院と診療方針が異なるため理解を得ら
れないことも多々あります。患者さんによって
は「なんで早く治療をしないんだ」と言い続け
方針を理解できない方がいることも現状です。
歯が悪くなるからには今までの生活習慣が原
因であるため、原因を解決せずに結果だけの治
療を急いで行ったとしてもまた同じことを繰り
返し、結果的に口腔内は崩壊してしまい、患者
さんの健康を守ることはできないと私たちはわ
かっているため理解してもらうまで向き合い続

けます。その際患者さんは何を求めてどうなり
たいのかを傾聴し話し合います。根気強く説明
をし続けることで理解して通院をしてくれる患
者さんもいます。
　離島のメリットとして人と人とのコミュニ
ティーや繋がりはとても深いため当院にメイン
テナンスで通っている患者さんの周りの方は健
康になるための知識をメインテナンス患者から
得ることができます。私たち歯科衛生士の数は
限られていますが島民同士のつながりによって
島全体を健康にすることは可能であると考えま
す。（図　4　）私たちだけではなく周りの人から
健康の輪が広がることが離島で予防歯科をする
意義なのではないかと私は思います。島全体が
健康な人ばかりになれば労働人口が増え、医療
費を削減でき、より良い島になっていくはずで
す。そんな島を目指して私たち歯科衛生士は患
者さんに健康になるための予防教育をしていき
たいと思っています。

図　4　

　私が対馬に来て歯科衛生士をして大切にして
いることは患者さんを知り、興味をもつことで
す。今までの診療では歯科医師が主体となって
主に治療のアシストをしていたため、患者さん
と接する機会がなく、指導をしていても教科書
に載っていることを一様に伝えていただけでし
た。しかし、対馬に来て予防歯科を始めてから
はたくさんの患者さんとコミュニケーションを
とるようになり、患者さんのこと、対馬のこと
をもっと知りたいと思えるようになりました。
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目の前の患者さんを健康にするためにはどんな
言葉を使ってどんな表現をすれば理解してくれ
るのか考えて必死に向き合っていくうちに患者
さんにあった指導ができるようになりました。
興味や関心が患者さんに寄り添い健康に導くた
めの方法なのだとここにきて実感しました。
　病気を治すのは患者さん自身でその治す力を
最大限に発揮するためのサポートをすることが
歯科衛生士の役割だと思います。

　私が患者さんに健康になってもらうために伝
えるポイントは

　1　．病気や痛みを理解してもらうこと
　2　．免疫力を上げること
　3　．口腔内に関心（正しい知識）を持つこと

　4　．歯磨きを頑張ること（PCR をよくする)
　5　．継続して通院する（メインテナンスで継

続管理）こと
を伝えています。これができれば自分の歯で生
涯食事ができると私は考えています。
　今たくさんの患者さんに出会って診療をして
いますが予防を伝えることのできる歯科衛生士
はとても貴重で社会にとって大事な存在である
と実感しています。口腔内を見たときにその人
の起こりうる未来を予測しそうならないための
予防の方法を伝えることのできる仕事は歯科衛
生士にしかできないと私は思います。学生の皆
さんにもたくさんの患者さんと出会いたくさん
の経験を積み重ねてぜひ予防を伝える歯科衛生
士が一人でも増えてくれたらと願っています。
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＊きたみち歯科医院
　

＜学院学会＞

ワークフローとメインテナンス
（デジタルシステムと組み合わせた DH の役割）

＊河野　充子

　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。
　現在、勤務している『きたみち歯科医院』は
保険治療はもちろんの事 CAD/CAM システム
を導入した治療をメインに行っている医院にな
ります。
　医院の共通理念としては再治療のない口腔内
を患者さんと一緒に協力して維持管理していく
事です。患者さんがいかにモチベーションが上
がるかが私たち、歯科衛生士の重要な仕事と考
えています。
　また、再治療のリスクが少ないという事は患
者さんとの信頼関係も生まれやすく歯科衛生士
にとってもメインテナンスを行いやすい状況を
つくることにもなります。
　そこで今回はどのような方法で口腔衛生指導
を行い患者さんの口腔内の関心を高めているの
かご紹介したいと思います。
　DH サイドで行う業務は、TBI、スケーリン
グ、SRP、そしてメインテナンスと自費のカウ
ンセリングになります。
　患者さんのデンタル IQ に寄り添った説明と
治療を基本重視しています。
　その過程で、唾液検査、ペリオセーバー、マ
イクロスコープなどを使用して業務を行ってい
ます。（写真　1　）当院の院長はプラークコント
ロールがしっかりしていない場合は治療の予約

で来ていても治療はしません。
　口腔内がプラークや出血まみれだと最高の治
療を行うことができないし根本的な改善が行わ
れていないとまた数年後に同じところにカリエ
スを作ってしまいます。
　たかがブラッシングだと思うかもしれません
がそれだけ重要な仕事を私たち歯科衛生士は任
されています。
　そこで、TBI をどのように患者さんに理解
をしてもらい進めているのかをお話したいと思
います。
　まず TBI を行う時、通常は染め出しをして
手鏡を持ってもらい染まっているところを確認
してからのブラッシング指導をするわけです
が、これで実際患者さんが磨き残しを把握して
いるでしょうか？前歯ならなんとか染め出され
たところを手鏡でも見ることができますがこの
ようなやり方では本当に磨いてもらいたいとこ
ろをお伝えするには伝わりにくいです。（写真
　2　）臼歯部の染め出されている場所はとても
確認しずらいし、プラークが残っているのかが
患者さん自身も把握しにくいです。

写真　1　
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　そこでこの一連の流れを私たち歯科衛生士は
マイクロスコープを使用します。どのように染
まっていて、どこにブラシを当てて欲しいの
か、どのように磨き残しがあるのかを見ていた
だき確認していきます。
　私は染め出しから動画でブラッシング指導ま
での過程を録画して行っています。
　マイクロスコープを使用して染め出した部位
を拡大し撮影、録画した映像を見てもらうこと
が有効になります。（写真　3　）

幹と録画による映像のイメージが一致することで
上手にプラークを除去することができるように
なって磨けている状態を撮影し再び見てもらうこ
とによりモチベーションが高くなって患者さんの
口腔内の状態は一気に変わっていきます。
　また、スケーリングや SRP もマイクロス
コープを使用すると歯石の大きさや位置を正確
に把握し拡大視野下でスケーラーや超音波ス
ケーラーの刃が確実に歯石に触れるように操作
できます。
　これにより歯面や歯肉を傷つけずに痛みを与
えず除去できます。
　カリエスになっていることもしっかりと動
画、または静止画で説明をします。デンタルも
撮ってもらいエナメル質内で留まっているカリ
エスならばしっかりと説明しホームケアで使用
している歯間ブラシのサイズの変更または事前
に唾液検査で緩衝能が低かったりミュータンス
菌が多かった場合は再度ホームケアの見直し、
定期的にデンタルを撮って確認していきます。
カリエスになっているからといって何でもかん
でも治療はしません。
　このように患者さんに理解してもらうまで時
間をかけて理解度を上げていきます。
　さらなるモチベーションにつながる材料とし
て使用前、使用後に変化した口腔内の映像を見
てもらうことで患者さんの頑張りも評価しつつ
モチベーションもさらに高くなり、患者さんと
の信頼関係も生まれやすくなります。
　また、口腔内の変化についても良くなったと
ころってどこかわかりますか？と尋ねます。患
者さんのデンタル IQ に寄り添った説明と治療
を基本的に重視をしているので「説明した」で
はなく「理解してもらった」を重要視していま
す。患者さんの理解度を向上させることは患者
さんの協力度を向上させることにつながり、メ
インテナンスにも協力的に参加していただける
ようになります。（写真　4　）
　マイクロスコープを使わない方法で、ハン
ディカメラで同じような画像をお見せすること
もできます。（写真　5　）

写真　2　

写真　3　

　これにより患者さんは磨き残した部位を正確
に把握することができるようになります。
　歯ブラシの当て方、歯間ブラシ、スーパーフ
ロスなどの使用している映像を見てもらうこと
で正しい清掃方法を指導することができるよう
になります。
　具体的には歯科衛生士が術者磨きを行い患者
さんには歯ブラシの力加減や動かすスピードな
どを感じ取ってもらいます。その様子を録画し
て術後に映像を見ながら説明を行います。
　これにより、マイクロスコープで撮影した動
画、画像を使いピンポイントで大きく映し出され
た動画、画像に患者さんが釘付けになります。体
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理念の　1　つなのでただお掃除をしにきてもらう
というよりメインテナンス前の良好な口腔内で
あるかを見ています。
　メインテナンスで口腔内をきれいにしてすっ
きりとした状態でお帰りいただくということは
あたりまえのことなのでここは省略させていた
だきます。
　これによりただ口腔内をきれいにしにきてい
るだけではなく治療の難しかったところが良好
であるかを患者さんと共有して毎回同じ担当の
歯科衛生士が診ていくと患者さんとの信頼関係
も生まれていきます。また、治療途中の画像も
患者さん　1　人　1　人映像として、残しているので
少し口腔内の状態を忘れているかな？と感じた
時は何度でも資料を見て説明を行っています。
　　9　月から前歯部上下　3　～　3　の保険の CAD/
CAM 冠も適応になりました。臨床の場に出た
ら CAD/CAM 冠の症例がこれからは増えると
思います。意外と知られていないのがスーパー
ボンドやレジン系セメントで接着することにな
ると思うのですが、レジン系セメントは歯肉縁
上にプラークが付着したりすると強度が弱くな
ります。また、酸性のフッ素を使用した場合も
同様です。
　それとスケーラーも表面に当てないようにし
てください。この症例は、カリエスがひどく 
TBI など協力的な患者さんでしたが何年もメ
インテナンスに来れなかったために歯肉退縮し
てしまい根面カリエスもできてしまいました。
定期的にバイオフィルムの除去とメインテナン
スでの管理が必要だということがわかります。

写真　4　

　セラミック治療で使う機械になります患者さ
んが不快に感じる従来の印象用トレーは使用せ
ず自然で高精度な　3　Ｄ画像を取得できる機械に
なります。
　最近普及しつつあるこの機械を使って歯科衛
生士の立場からでも使用する医院が増えてきて
います。口腔内を染色後全顎スキャンをしその
結果を歯科衛生士と患者さんとでお話ししてる
ところです。スキャンさえしてしまえばあとは
自由に触ることができ患者さんの興味もかなり
上がることがわかります。
　これの良いところは直視では説明の難しい患
者さんの口腔内を撮影しデジタルデーターとし
てTBIに活用します。最後臼歯部の磨き残しの
説明がしやすい、口蓋、舌側側をリアルに見る
ことができます。
　TBI のモチベーションを上げるという意味
では非常に有効なツールにもなって歯科衛生士
業務の今後、要となると思います。（写真　6　）
　続いて、メインテナンスですが当医院は再治
療のない口腔内を維持管理していくことが基本

写真　5　

写真　6　
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　メインテナンスを行う当院の歯科衛生士は
EMS 社のエアフロー®でエリスリトールのパウ
ダー®を使用します。染め出し後の指導に加え
ここでエアフローが来るとかなり患者さん、歯
科衛生士の負担が少なくて済みます。メインテ
ナンスではいかにバイオフィルムの除去ができ
るかが大事になるので覚えておいてください。
（写真　7　）メインテナンスに応用されるフッ
化物は中性のフッ素を使用しています。口腔内
にある　1　歯または　2　歯程度の CAD/CAM 冠、
セラミックはワセリンやワックスをあらかじめ
コーテイングしてからフッ化物を応用すること
をお勧めします。

写真　7　

図　1　

　印象、石膏が不要になり血液、唾液の汚染が
なく衛生的で感染リスクも低いです。
　アフターコロナ下でのデジタル印象は歯科医
師、歯科衛生士、歯科技工士の感染回避に非常
に有効な印象採得法である事は全世界で周知の
事実です。（図　1　）

　それと、先ほどお伝えしましたが超音波ス
ケーラーの先は当てないでください。
　最後にデジタルデンティストリーは世界基準
になってきています。

　これから社会に出て学校では教わらなかった
ことなどに直面することがあるかもしれません
がそれは自分が成長するチャンスでもありま
す。多くのことを学び素晴らしい歯科衛生士に
なってください。
　楽しんでお互い頑張っていきましょう。
　ありがとうございました。

文　献
①　フッ化物応用の科学　一般社団法人日本口

腔衛生学会フッ化物応用委員会編
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　第53回学院学会は台風10号の影響により急
遽延期となり、　9　月　6　日から11月　3　日開催と
なりました。特別講演は社会福祉法人甲有会・
理事長石川裕梨先生による“神戸市認知症サ
ポーター養成講座「認知症を学び地域で支えよ
う」”という演題でした。認知症は、年齢とと
もに多くの人がなりうる病気です。私たちは
日々コントロールしながら精神活動や身体活動
を行っています。自分の家族や祖父母が認知症
になるかもしれません。今回のご講演はそんな
時に私たちはどのような対応をすることが必要
なのか、考えるきっかけになりました。
　認知症は今の私たちには関係がないと思いが
ちですが、周囲の人の理解や支えがあり、気遣
いがあれば住みやすい環境になることを学びま
した。認知症とは見た目では、判断しにくいた
め、行動や言葉の理解など共通の症状があり、
認知症なのか疑うことで気づくことがあるそう
です。町などで困った様子で歩いていたり、道
にしゃがんでいるなどその変化に気づいたらひ
と言、声をかけ、安全な場所へ移動させるなど
私たちが人のために行動することが必要である
と学びました。また歯科衛生士として認知症患
者に出会うことがあれば、義歯や治療に関して
説明が必要になります。口腔内の障害を改善す
るために義歯を装着するが、必ずしも安全に使
用していただけるとは限りません。認知症発症
前に義歯などの使用経験がない場合、発症後の
義歯装着には抵抗があるかもしれません。その
場合、口腔内の状態や義歯の不適合で義歯を外
してしまうなど原因を考えることが必要です。
そして歯科治療を進めていくには、まず家族の
方へ説明が必要です。ブラッシングへの拒否で
口腔内も不衛生になりやすいため、認知症の進
行状況を理解してブラッシングを始めとする口

石川裕梨先生による学院学会特別講演
「認知症を学び地域で支えよう」を聴講して

第49回生　中村　安見

腔ケアが大切です。
　さて認知症を予防していくためには、運動や
食事の工夫など毎日継続して生活習慣を改善し
ていくことも大切です。激しい運動ではなく、
30分程度の散歩が有効で負担がかかりにくい有
酸素運動を勧めます。食事は野菜、果物、魚な
どに認知症予防効果があるので、歯科衛生士と
して食生活指導ができるようになりたいです。
認知症の人への支援についてまずは見守るこ
とです。本人に気づかれないように一定の距離
を保ち驚かさないようにすることです。相手に
目線を合わせて優しい口調でゆっくり話すこと
で、相手とのコミュニケーションをとれること
を学びました。
　認知症サポーターの養成講座を受けて、認知
症について正しく理解することができました。
偏見を持つのではなくその家族を見守り支援し
たいと思います。認知症の方を見守るには地域
や近所付き合いが大切で、日頃から家族や地域
の方に挨拶し、出会った際は必ず声をかけるだ
けでも家族や介助者の気持ちが楽になると学び
ました。早期発見・早期支援できるように今回
ご講演していただいた内容を忘れず心に留めて
おきたいです。

＜学院学会＞
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＜講師の抱負・紹介＞

化学を講義するにあたって

化学担当　秋篠　範子

　令和　2　年度から化学の講義を担当しておりま
す秋篠範子と申します。臨床検査技師として兵
庫県立がんセンターに勤務しております。
　「臨床検査」とは、医師が診療する際に、患
者さんの病気やケガの状態を評価するための検
査のことをいいます。臨床検査技師は血液や尿
といった患者さんの体から採取した検体を検査
する「検体検査」や、実際に患者さんの体を直
接検査する「生理学的検査」をしています。検
体検査の代表的なものとしては、尿検査・検便
といった一般検査、血液検査、がん細胞など
を検査する病理検査、遺伝子検査が挙げられま
す。生理学的検査に分類されるものとしては、
心臓を検査する心電図検査、脳神経の病気を検
査する脳波検査、体内に超音波を当てるエコー
検査などがあります。
　この学校に伺うまでは、歯科と臨床検査の関
連性を考えたことがありませんでした。しかし
いざ講義をするにあたり、シラバスや国家試験
の過去問題を見ているうちに、その深い関係に
改めて驚きました。一般的な生化学や血液関連
データについては予想していました。感染症検
査や口腔内細菌検査などをはじめ、血液凝固、
細胞診断などまで学習が及んでいることを知っ
たときは、皆さんの学習範囲の広さに大いに感
心しました。
　私が担当する化学は、歯科衛生士だけではな
く医療関連職種に共通する科学の基礎的知識で
す。私自身もルーチン検査を見直す機会にも
なっています。皆さんとお話しする中で、生化

学検査の反応について復習し、その原理を再確
認できています。化学を通じて、若い皆さんと
共に学習を深められたらと思っています。
　実際の講義ですが、　5　月からリモート授業と
いう形で始まりました。まさか皆さんと画面を
通じてお話しするとは思いもかけないことでし
た。PC との切り替えなど教官の皆様にサポー
トしていただき、何とか進めることができまし
た。　4　回目の講義になって初めて対面できまし
たが、密を避けるということで、かなり離れた
配置でしたね。皆さんのマスクをされた顔しか
知らないままにすべての講義は終了してしまい
ました。何年か経つと懐かしい思い出となるの
でしょうが、寂しい部分は残りましたね。
　化学講義の内容は、「物質とは何だろう」と
いう単元から始まりました。歯科医学だけでは
なく、できるだけ身近な日用品、環境問題につ
いても例を出すことにしました。少しでも苦手
感がないように講義を進め、マスクの下の皆さ
んの目を頼りに理解度を常に考えていきたいと
思います。
　専門学校を卒業し、兵庫県に就職して約40年
になります。　2　年間の兵庫県赤十字支部への出
向を含めて、　7　つの県立病院で勤務してきまし
た。淡路島や丹波市が勤務となり単身赴任も経
験しました。　3　人の子育てを同業の夫と分かち
合いながら過ごしてきました。
　皆さんも卒業されて家庭との両立をされてい
る方も多いと聞いております。卒業生皆々様の
末永いご活躍を心からお祈りします。
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＜講師の抱負・紹介＞

口腔衛生学を講義するにあたって

口腔衛生学担当　上根　昌子

　口腔衛生学の講義を、前任の川崎弘二先生か
ら引き継ぎ、担当させていただくことになった
上根昌子です。令和元年　3　月に大阪歯科大学口
腔衛生学講座を定年退職し、兵庫県立総合衛生
学院で長く口腔衛生学を担当させていただいて
きたご縁もあって、令和　2　年度からの講義を引
き受けさせていただくことになりました。
　口腔衛生学は、歯科疾患の予防と口腔の健
康保持増進を職務とする歯科衛生士にとって
根幹をなすともいえる科目で、その口腔衛生学
を担当することに責任と使命を強く感じており
ます。私は、口腔衛生学講座で40有余年、主に
疫学研究に携わってきました。その40年余りの
間に、わが国の口腔保健状況は大きく変化し、
その変化の渦中を口腔衛生学講座で過ごしてき
たことになります。口腔衛生学講座への入局当
初は、まだう蝕洪水時代で、う蝕予防が最大の
課題でした。40有余年を経た現在では若年者の
う蝕は顕著に減少し、う蝕を経験したことがな
い者も増加してきています。成人、高齢者にお
いても変化は大きく、とくに喪失歯の減少が際
立っています。このような変化は、各年代での
様々な口腔保健対策の功績や社会の成熟、人々
の健康に対する積極性など様々な要因によって
達成されてきたと考えられます。しかし、若年
者のう蝕が減少したことによる新たな問題、う

蝕の格差（う蝕を持つ者は多くのう蝕を持ち、
持たない者との差が大きくなっている）、また
喪失歯が減少したことによる新たな課題（高齢
者でう蝕や歯周病が増加してきている）も生じ
てきています。さらに、口腔の健康が全身の健
康に関連していることが様々な調査、研究から
明らかになり、口腔の健康の重要性が歯科界だ
けではなく、広く社会に認知されてきつつあり
ます。このような時代に歯科衛生士を志されて
いる学生さんたちに対し、これら疫学調査の結
果から得られた内容を吟味し、今後の課題も踏
まえた講義ができたらと考えています。
　就任早々、新型コロナ感染蔓延による波乱の
幕開けとなり、オンラインでの講義など慣れな
い講義形態に学生さんたちとのコミュニケー
ションも取れず、うまく講義内容が伝わってい
るか甚だ不安な始まりとなりました。講義開始
　7　回目以降、ようやく対面授業が開始され、学
生さんの反応を感じながらの講義の必要性を実
感しています。まもなく、今期の講義も終了し
ますが、十分な講義ができたとは言えない状況
に反省しきりですが、この反省を踏まえ、少し
でも歯科衛生士を志している学生さんたちに口
腔保健に対するサイエンスとアートを伝えられ
るよう努力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＞

微生物学を講義するにあたって

微生物学担当　楠元　順哉

　令和　2　年度から微生物学を担当することにな
りました、神戸大学口腔外科の楠元順哉です。
私は大学卒業後、神戸大学口腔外科で研修を行
いました。その頃から口腔感染症に興味を持
ち、前任の古土井先生（現甲南医療センター口
腔外科部長）に師事しました。その後、形成外
科で研鑽を積むなど、紆余曲折ありながら令和
元年から再び神戸大学口腔外科で勤務すること
になり、今こうして微生物学の講師を拝任致し
ましたことを光栄に思います。
　さて、2019年12月に原因不明の肺炎が中国で
発見、報告され、2020年　1　月に新型のコロナウ
イルスによるものと判明しました。　1　月から
　2　月に世界中に広まり、現在 COVID-19 と名
付けられたこのウイルス感染が大流行していま
す。日本でも流行し、残念ながら死者も多く出
る事態となってしまいました。2020年10月時点
で、落ち着きつつあるものの、未だ生活環境、
経済的にも多大な影響を及ぼしています。教育
分野も例外ではなく、休校や不規則な授業形態
など、工夫しながら何とか元の、もしくは新た
な教育環境に落ち着いてきている状況です。私
が担当した微生物学も、本来　4　月からの予定で
したが、　5　月から開始となり、しかもこれまで
行ったことのない Web 講義となりました。か
なり困惑しましたが、学生の皆さんも相当大変
だったのではないでしょうか。さらに、教員の
先生方もその準備などで非常にご苦労されたこ
とと思います。慣れない講義で、また内容的に
も難しい科目であったにも関わらず、モチベー
ションを維持されていた皆さんには、大変感銘

を受けました。
　医療関係の職種では、ほとんどは学校の授業
として基礎系と臨床系に分かれます。さらに臨
床実習があり、専門的な内容を習熟していくこ
とになります。この中で、基礎系の科目は難解
で、また臨床には一見直結しにくい内容である
ことがほとんどです。微生物学は、特にその傾
向が強いのではないかと思います。私も学生の
ときは一番苦労したことを記憶しています。し
かし、私は「歯科医業のほとんどは感染制御で
ある」と考えており、単位習得、国家試験のた
めだけに微生物学を勉強する、ということは大
変もったいないのではないかと思います。
　今後、少子化は進み、一方で高齢者の人口は
増え、高齢化率はさらに増加することが言われて
います。そして、口腔内微生物が全身に影響を及
ぼすことが次々に報告されています。歯科疾患の
予防はもちろんのこと、誤嚥性肺炎など全身疾患
への予防・対応という点においても、口腔内の衛
生状態を良好に維持することが重要であることは
言うまでもありません。このような状況下で、歯
科衛生士の重要性が益々高まってきており、担う
役割や機会が増えてきています。微生物学を念頭
に置きながら臨床を行っている方はあまりいない
と思いますが、よりよい歯科衛生士業を行うこと
ができるように、なるべく臨床に絡めて講義する
よう心掛けています。
　最後に、皆さんにはプロ意識をもった歯科衛
生士として羽ばたいてもらえるよう、微生物学
の講義を通じて少しでも貢献できればと考えて
おります。宜しくお願い致します。
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＜専任教員＞

コロナ禍の中で　～学院の　1　年～

教務主任　小村　照代

　2020年　1　月、日本国内で初めての新型コロナ
ウイルス感染者が確認されてから、瞬く間に全
国に感染が広がり、　4　月には緊急事態宣言が政
府より発令され、住民に対し生活の維持に必要
な場合を除いて外出の自粛、感染防止の協力要
請が県知事より発出されました。学生、職員を
感染から守り、且つ本年度必要な科目履修をど
うすれば達成できるのか、緊急対策、対応を迫
られました。
　まず、　3　月に予定していた　2　年生（現　3　年
生）の見学臨床実習（矯正・センター）を取り
やめ、自宅学習とし、　3　年生の卒業証書授与式
はマスク着用、国歌・校歌斉唱はなくし、保護
者の参列なしの短縮バージョンで行いました。
晴れ着は着用できたものの祝賀会・謝恩会も行
わず、急遽あつらえた写真のスポットブースで
の記念撮影のみとなりました。
　　4　月になり新入生は入学式もままならず、
ホームページでの一斉連絡、メールでの連絡の
やりとり、課題や必要書類の郵送でコンタクト
をとりました。職員もリモートワークを取り入
れながら、　5　月以降の準備を進め、ゴールデン
ウィーク明けにはリモートによる授業再開に漕
ぎつけました。誰もが初めての経験ではありま
したがすでに本会にて環境が整っていた Web 
会議ツール Cisco Webex の使用許可をいただ
いたこと、また入学時から学生への iPad 購入
により、他校に先駆けスムーズに実施ができま
した。
　　6　月には緊急事態宣言解除を受けて学校登校
を再開しました。再開するにあたり感染対策に
学生も教員も全員で取り組めるように共有マ
ニュアルを作成し、　3　密を避け、環境整備にも
努めました。　2　年生は例年、歯と口の健康週間
（　6　月　4　日～10日）の期間に合わせて臨地実習
として、保育所・幼稚園・小学校・特別支援学
校・高齢者施設、郡市区歯科医師会イベントで
小集団指導やフッ化物塗布の実習をさせていた
だいていましたが、今年は全て中止となりまし

た。また、　6　月　1　日開始予定だった　3　年生の歯
科医院での臨床実習本実習は　6　月中旬にスター
トしました。実習生受け入れはリスクを伴うに
も関わらず、実習指導歯科医師の先生方にはご
理解いただき、快く受け入れていただいたこと
に深く感謝申し上げます。そして　7　月、本格的
に実習がスタートし、夏季休暇を短縮し、遅れ
ていた授業や実習の補講によりカリキュラム進
捗を取り戻していきました。
　　9　月10月の本実習ではやむを得ず受け入れ辞
退の実習施設も一部ありましたが、他の実習先
にご協力いただき配置を替え、実施することが
できました。11月は　3　月に伺う予定であった見
学臨床実習（矯正）を実施し、臨地実習（高齢
者・障害者）は伺うのを見合わせた代替として
学内での演習に切り替えました。　1　・　2　年生は
延期していた相互実習をフェイスシールド着用
のもと再開、　2　年生の公衆衛生活動は多くのい
い歯イベントが中止になる中、開催されるイベ
ントにはお声かけいただき学生に実習の場を与
えていただきました。
　臨床実習本実習はアシスタントにつかない
ルールで見学のみとさせていただき、距離を
とっての見学で口腔内を観察できない状態では
ありましたが、例年より視野が広がっている学
生も多く、事前にたくさんの情報を与えていた
だいたお蔭と先生方には感謝の思いしかありま
せん。
　今、　3　年生は来年　3　月の国家試験に向けて猛
勉強中です。国家試験の日程延期も検討されて
いましたが、例年と同じ時期に実施されること
になりました。誰もが初めての経験で、対応や
判断を早急に迫られることばかりでしたが、役
員、職員一丸となり、また、たくさんの方々に
ご理解やご協力いただき乗り越えられてきまし
た。今後もコロナ禍での教育現場であっても、
学生教育の質を下げることは許されません。ピ
ンチをチャンスに転換し、努力を惜しまず工夫
を重ねていきたいと思います。
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＜専任教員＞

専任教員になって

専任教員　菅　　敬江

　　7　年間の臨床経験を経て、令和　2　年　4　月より
母校である本校で専任教員となりました。
　私は以前勤めていた歯科医院で、歯科衛生士
部の主任を任せていただき、新人教育を通して
歯科衛生士を育てることの難しさと同時に、や
りがいを感じていました。教えた後輩が成長し
ていくことがとてもうれしく感じる日々でし
た。また、やりがいは他にもあり、担当した
患者さんから感謝されることが何よりもうれし
く、歯科衛生士としての仕事に誇りを持ってい
ました。　1　人でも多くの学生に歯科衛生士とし
て誇りをもって、やりがいのある仕事にしても
らいたいと思い、教員になることを志しまし
た。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響が
大きく、入学式がなくなったり、Web 授業が
導入されたりと、例年と違うことも多くある
中、教員になって約半年、学生との関わりも増
えて楽しさも感じています。　1　年生の担任とな
り、先輩方にたくさん助けていただきながら、
学生とともに自分自身も成長できればと思い
日々奮闘しています。
　教員の仕事は、授業の準備、実習先への挨
拶、講師の先生の対応、出席や提出物の管理や学
生の状況把握など、たくさんの業務があります。
自分が学生の時には気づかなかった教員の仕事が
たくさんあり、ここまでしてくれていたのだと、
改めて知ることがたくさんありました。

　担当科目は歯科診療補助となり、臨床の場で
は経験の浅い科目で少し不安でしたが、改めて
復習をしていく中で、臨床で経験が浅くても身
についている部分はありました。しかし、それ
を学生が理解できるように伝えるためには、
どのように伝えればよいのかを考える必要が
あります。今までは学校を卒業し、知識のある
子たちに指導していましたが、学生はそれでは
理解できません。　0　から伝えることがいかに難
しく、かつ大切であるということを感じていま
す。伝わりやすくわかりやすい授業をし、いつ
か学生が歯科衛生士になった時「学校で先生が
言っていたな」と思い出してもらえるような、
印象に残る授業ができるようになることを目標
に頑張ります。
　学生のことを思い考える先輩方の姿を見て、
自分も学生のこと第一に考えられるようになり
たいと思っています。教員としては、まだまだ
未熟なところがたくさんありますが、そんな私
だからこそできる形で、学生のサポートをして
いきたいと思います。しっかりと学生に寄り添
い、相談しやすい存在でありたいです。なの
で、学生のみんなには遠慮なく声をかけてもら
いたいです。学生たちが卒業後、立派な歯科衛
生士になること楽しみに、そのお手伝いをさせ
てもらいたいと思います。これからもよろしく
お願いします。
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＜専任教員＞

専任教員になって

専任教員　竹田　　優

　私は勤務していた病院、開業医院が実習施設
となっていたため、歯科衛生士専門学校卒業当
初より学生に携わる機会がありました。また、
　2　年間は指導歯科衛生士として実際に学生指導
に携わることで学生から多くのことを学ばせて
いただき、私自身も成長させていただきまし
た。その経験から学生とともに成長することが
できる教員の仕事に魅力を感じ、ご縁があり令
和元年　9　月より専任教員として勤務させていた
だくことになりました。
　教員になった当初は、先生と呼ばれることに
も慣れず、学生の前に立って話すことなど全て
が初めてであり、毎日が緊張の連続でした。学
生への対応や授業だけではなく、多岐にわたる
教員の仕事を知り、携わっていく中で、私が一
番難しいと感じたことは、約90人の学生全員へ
の伝え方です。
　私は、学生の掃除の管理を担当させていただ
いています。その中で例えば大掃除の際は、学生
を一斉に指示して動かす必要があります。しか
し、今までの臨床の現場では、多くても数人の方
にお話をする機会はあっても大人数のかたにお話
をする機会はほとんどなく、お話をする全員に理
解をしてもらえるように話し、伝えることは私に
とっては非常に難しく感じました。実際、説明す
る際はあらかじめ伝えることを考え準備していま
したが、まだまだ未熟な私は学生の動きをしっか
り考えて把握することができておらず、学生が
迷ってしまうなど全員が理解し伝わる伝え方がで
きていないことを実感しました。
　また、担当させていただいた授業において

も、事前に様々な状況を考え準備をしても、授
業が終わってみると反省点が毎回非常に多く、
毎回私自身が勉強をさせていただいています。
その中で先輩教員にたくさんのアドバイスをい
ただき、そして多くの先輩教員の授業を聴講さ
せていただいて学生へどのように伝えているの
かについて学ばせていただいています。実際、
先輩教員によって話し方、伝え方は様々です
が、どの先輩教員も学生のことをしっかりと理
解し考えられており、日々考えさせられ学ぶこ
とが多く、まだまだ私には足りないことが多い
ことを痛感しています。また、学生全員に伝え
たい内容がしっかり伝わると指示通りに学生が
動くことができることも実感しました。結果と
して、何事においても学生に伝えたいことは何
なのかを明確にし、学生を動かす際は学生の動
きを理解し、把握したうえで、伝えることが非
常に重要であると感じています。
　超高齢社会の今、歯科衛生士の活躍の場がま
すます広がり、携われる業務の内容も広がって
きていると感じています。その変化に対応して
いく学生たちが　3　年間で学ぶ専門的な知識や技
術の習得は大変だと思いますが、国家試験合格
という同じ目標を持つ仲間たちと一緒に切磋琢
磨し、成長して歯科衛生士として羽ばたいても
らいたいと考えます。そしてそのために、私も
先輩教員を見習って学生一人ひとりに寄り添っ
た指導ができるように、学生の背中を押してサ
ポートできるように常に向上心を持って感謝の
気持ちを忘れずに日々精進していきたいと考え
ております。
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　この度、成績優秀賞をいただくことができ、
大変嬉しく思います。私は、記憶力や思考能力
に決して長けているとはいえませんが、日々の
努力を積み重ねて、この賞をいただくことがで
きたと思っています。
　入学して間もない頃は、聞き慣れない専門用
語が多く、授業についていけるか、また試験で
合格点をとれるかどうか不安でした。しかし、
講師の方や専任教員の先生方は難しい言葉をと
ても分かりやすく説明してくださるので、それ
を聞き逃すことのないようにし、メモをとるよ
うにしました。また、　2　回繰り返して言ってい
る所や強調して言うことは大事なことだと思
い、マーカーで印をつけ、試験前に再度確認し
ています。iPad が導入されてからは、授業の
スライドが配信されているので、手元で大きく
見ることができ、復習をするのにとても役に立
ちました。iPad 内でスライドにもメモをする
ことができるので授業をしていた時のことが鮮
明に思い出され、理解しやすく、記憶しやすい
です。
　試験前の勉強は、まず試験が始まる　1　週間前
から行っています。私は一人暮らしをしている
ので、家事、アルバイト、学業を同時に成し遂
げるのが大変でした。この限られた時間の中で
効率良く勉強をするために、　1　週間の勉強内容
の予定を立てるようにしました。この日は何時
から何時まで机に向かうか、どこの範囲まです
るか計画的に決めることで、時間を有効に使
うことができました。勉強の仕方は、暗記科目
は覚えるまで繰り返しノートに書き写していま
す。ただ暗記するだけではなく、意味を理解し
てから暗記しています。分からないことがあっ
たら、自分で調べるようにして必ず理解できる
ようにしています。

学業奨励賞を受けて

第50回生　森本　彩渚

　座学だけではなく加えて各科目の実習も始ま
り、人一倍不器用な私にとってはとても大変で
したが、その際も努力することを怠りませんで
した。シックルやキュレットの手技やセメント
練和などの実習も実技試験があったので、放課
後や空き時間に自主練習を行い、自宅ではその
日に習得ができたこと、できなかったことを明
らかにし、実習帳にまとめていました。分から
ないことは、先生に積極的に質問を行い、ご指
導をいただきました。このような勉強をしやす
い環境で学生生活を送れるようサポートしてく
ださりとても感謝しています。
　これからは、学業が応用に入り難しくなって
きています。また後半には臨床実習も始まるの
で、この　1　年間積み重ねてきたことを忘れずに
基礎をしっかりと固め、これまで以上に努力し
ていきたいです。そして、同じ目標を持った仲
間と共に刺激し合い、時には助け合いながらお
互いを高め合いたいです。私は、専門的な知識
や技術をしっかり身につけ、患者さんだけでな
く周りの人からも信頼される歯科衛生士を目指
しています。この目標に近づけるように日々精
進していきたいと思っています。
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　この度、学業奨励賞をいただき、大変嬉しく
思っております。
　私は社会人を経て、勤務していた歯科医院
で、受付業務を行っていました。医院内で院
長先生や歯科衛生士さんに器具や治療、症例に
ついて教えていただくにつれ、実際に口腔内を
施術できる歯科衛生士という職業に興味を持ち
ました。しかしながら、初めはキャリアを積み
重ねていく友人たちと比べ、今の年齢から　3　年
間、専門学校に入ることに抵抗感があり、躊躇
していました。歯科衛生士は全国どこでも働く
ことのできる国家資格です。数年迷った結果、
転職歴のある私は、将来的に長く働ける仕事に
就きたいと考え、専門学校に入学することを決
意しました。久しぶりに体感する授業や、試
験、初めて学ぶ歯科の専門知識・技術など、学
ぶべきことや課題が多く、忙しい毎日で、これ
が専門学校なのかと驚くとともに、情報量の多
さから、医療従事者となることの責任を感じま
した。同時に、日番や掃除当番なども含め、久し
ぶりの学生生活が懐かしく楽しくもありました。
　そのような日々のなか、今回の賞をいただけ
るまでに頑張ることができたのは、やはり、同
じく歯科衛生士を志す仲間がいたからだと感じ
ます。年齢の離れた私にも気さくに話しかけて
くれ、楽しい学生生活を送ることができまし
た。また、勉強の面でも、私が授業で理解不
足であったところを一緒に考えてくれたり、お
勧めの参考書を教えてくれたり。切磋琢磨する
仲間がいることで、怠けそうな気持ちを奮い立
たせてくれました。それは、臨床・臨地実習で
も、大きな励みになっています。慣れない環境
で緊張状態が続く臨床・臨地実習中は会える仲
間が限られるので、心細さが先立ちます。その
ような時、同じように違う実習先で頑張ってい
る仲間がいることを思い出すと、自分も頑張ら

学業奨励賞を受けて

第49回生　善茂砂　絢

なければと思えるのです。入学当初、先生が
「同じ目標に向かって頑張っている、この仲間
は大事。専門学校での友人と今も親交が続い
ている。」とおっしゃっていたことを、思い出
し、実感しています。良い仲間と巡り合えたこ
とに感謝です。
　学院に入学し、専門知識・技術を学ぶことは
もちろんのこと、学院学会で先輩方の発表や、
様々な場で活躍されている歯科衛生士の方々の
ご講義を拝聴し、私が入学前に漠然と考えてい
た歯科衛生士像よりも、もっと活躍できる場が
あることを知りました。同時に、医療従事者の
一員として、歯科だけの知識では無く、医療の
進歩に合わせ、最新の情報を常に取り入れてい
く必要性を感じています。その土台として、今
は座学で学んできたことを、臨床の現場でどの
ように応用されているのか、一致させていると
ころです。
　私は自分自身の長所として、他職種での経験
があることだと思っています。他職種連携の医
療が求められる今、コミュニケーションの重要
性を感じます。今までの経験を活かし、患者さ
んはもちろん、チーム医療の一員として相手を
尊敬する気持ちを忘れずに、より良い医療を提
供できるよう、精進していきたいと思います。
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　私がこの兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生
士学院に入学して思ったことは大きく　2　つあり
ます。　1　つ目は、先生と友達に恵まれていると
いうことです。私たち51回生は新型コロナウイ
ルス拡大の影響で入学式がなくなってしまった
ため、専門学生としての新たな生活が始まると
いう期待よりも不安が大きくなってしまいま
した。しかし、先生方が iPad を使用した Web 
授業をしてくださったり、何も分からない私た
ちを全力でサポートしてくださりとても感謝し
ています。緊急事態宣言が解除され、初めてク
ラスの子と顔を合わせた時とても緊張したこと
は今でも鮮明に覚えています。登校して間もな
い頃は新型コロナウイルスの影響や緊張で話す
ことができず、お昼ご飯でさえも　1　人で食べて
いました。その時はこの先私には友達ができる
のかと本当に心配で不安になりました。しか
し、席の近い子達と少しずつ話したり、一緒に
帰ったりしていくうちに自然とみんなと仲良く
なることができ、今では楽しいことも、つらい
ことも分かち合える大切な友達に出会うことが
できました。この学校には私たちが過ごしやす
い環境を作ってくださる先生がいらっしゃっ
て、同じ夢に向かって頑張っていける友達がい
てとても良かったです。
　　2　つ目は勉強についてです。私はこの学校に
入学するまでは歯科衛生士になりたいとは思っ
ていましたが、歯科衛生士の仕事について詳し
く知りませんでした。しかし、この学校に入学
して勉強していくうちに少しずつ分かってきて
楽しくて早く歯科衛生士についてもっと知りた
いと思うようになりました。本学院での授業は
iPad を使用した授業など特殊な授業もありと

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に入学して

第51回生　財津　桜子

ても楽しいです。また、歯科衛生士にふさわし
いメイク方法や、ペン習字の授業など他の学校
ではあまり聞かない科目があったりと、歯科衛
生士になるために必要なことをたくさん教えて
もらうことができるので、とても勉強になりま
す。また、実習も　1　年生からあってブラッシン
グ法やスケーラーの使い方なども学びます。私
は歯ブラシが何種類もあったり、磨き方も何種
類もあるということを知らなかったので、覚え
るのが大変ですが分からない時は周りの友達と
協力したり先生が丁寧に分かりやすく説明して
くださるので楽しいです。実習の時は実習着を
着て行うこともあります。新しい実習着を着た
時はとてもワクワクしたのを覚えています。実
習着を着るだけで自然と気が引きしまり、より
頑張ろうという気持ちになれます。
　私はこの兵庫県歯科医師会附属歯科衛生士学
院に入学して本当によかったと思っています。
これからも先生や講師の方の指導の下、勉強を
してもっと歯科衛生士について学び、同じ夢を
持つ大切な友達と共に頑張っていきたいと思い
ます。また、現在歯科医院はコンビニよりたく
さんあるというのに歯科衛生士の数が不足して
いるというのは、まだまだ歯科衛生士という仕
事を知らない人がたくさんいるということなの
で、もっと広めていけるように頑張りたいと思
うようにもなりました。この　3　年間で後悔の残
らないように勉強して、患者さんに感謝され、
周りからも尊敬されるという私の理想の歯科衛
生士を目指して頑張るという強い志しも生まれ
ました。この学校に入学したことで私自身がど
んな歯科衛生士になりたいのかを明確にするこ
とができたのでよかったです。
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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　4　ヶ月近くが経ち、新しい生活にも慣
れてきました。
　私は、歯科医院を訪れた際に対応していただ
いた歯科衛生士に対する憧れと、人の役に立ち
たい、歯に携わる仕事がしたいという思いから
歯科衛生士を目指すようになりました。本学院
を選んだ理由は、兵庫県歯科医師会という強い
バックアップのもと目標である歯科衛生士を目
指すことができると考えたからです。
　私は短期大学卒業後の入学となるため、入学
前は皆と馴染むことができるのか不安でした。
しかし、入学後は年下の友達だけではなく、幅
広い年齢層の方がいたので、社会経験のある友
達からは様々な話を聞き、視野を広げることが
できたと感じています。
　今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により入学式が中止になり、　2　ヶ月間休校
となったため対面授業を受けることができない
など、異例のことが沢山ありました。休校期間
中はオンライン授業がありましたが、はじめて
出会う友達と会うことができず不安な毎日でし
た。しかし、登校できるようになり、対面授業
による講義で専門的な知識や技術を学ぶこと
で、歯科衛生士になるという自覚とともに、学
びを深めていくことができました。新しく学ぶ
授業では歯科における専門的な知識だけはな
く、ホスピタリティ学、心理学、ペン習字など
がありました。ホスピタリティ学では社会に出
た時、患者さんに信頼していただける医療人を
目指すとともに、社会のルールや作法を習得す
ることがとても重要なことだと学びました。
今、私は新しくできた仲間と共に切磋琢磨し勉

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に入学して

第51回生　廣葉　萌佳

学に励むことができる様になったと感じていま
す。
　新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、
研修旅行や　3　年生指導という授業が中止にな
り、先輩方や他クラスの友達と関わることが少
なくなり、残念な思いもありますが、学院の
先生方は熱心な講義、実習では丁寧な指導な
ど、わからないことはわかるまで教えてくださ
り、医療人として社会に出た時のマナーやルー
ルもご指導してくださいます。この様な指導を
受け、以前にも増して歯科衛生士になるために
もっと学びを深めたいと思えるようになりまし
た。
　私は、入学してクラスの総代に選んでいただ
きました。クラスの意見をまとめたり、号令を
かけたり、私にはできるか不安でしたが、副総
代やクラスの仲間に手伝ってもらいながらクラ
スをまとめられたと感じています。そして、沢
山の人の意見を聞き、話す機会もあり、自分自
身も成長したと感じ、総代を任せていただきよ
かったと思っています。
　本学院に入学して同じ目標を持った仲間に出
会えたこと、同じ夢を追いかけられることを誇
りに思います。仲間と共に目標である歯科衛生
士国家試験合格を目指して、これからの日々の
生活を大切にし、夢であるなりたい自分に向
かって成長していきたいと思います。
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　2020年から感染拡大している新型コロナウイ
ルスの影響により、兵庫県は　4　月　7　日（火）か
ら緊急事態宣言が発令されました。それに伴
い、兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
も、緊急事態宣言が解除されるまではリモート
での授業を取り入れ、自宅学習を行ってきま
した。オンラインでの授業は今までで初めての
経験であったため、戸惑いや不安もありました
が、リモート授業には不安以上に様々なメリッ
トがありました。
　一つ目は、家で自粛生活を送りながらも授業
を受けることができた点です。人との接触を避
けながら生徒が一斉に受けられるということ
は、感染対策を踏まえたリモート授業の最大の
メリットではないかと感じました。もしリモー
ト授業が無かったら、更に授業に遅れが出てい
たと思います。その事を考えるとリモート授業
の存在はこの時代に必要不可欠なものだと、強
く感じました。
　　2　つ目は、リモート授業にはカメラ機能や
ミュート機能で、講師とのコミュニケーション
を取ることができたことです。今回、兵庫県歯
科医師会附属兵庫歯科衛生士学院はリモート授
業で、WebEx というアプリを使用し授業を受
けてきました。同じ51回生の生徒や先生方、講
師の方と初めて顔を合わせたのが、リモートで
の HR を通してでした。上述した通り、私は
リモート授業というイレギュラーな動きに、大
きな不安を感じていましたが、カメラ機能で顔
や表情を見ながら授業を受けることができ、時
にはミュート機能を利用して講師と会話の受け

リモート授業について

第51回生　浅良　美遥

答えを交えたコミュニケーションのある授業を
受ける事ができました。これは、授業の理解度
に大きく繋がったと感じています。
　このように、対面授業でなくリモート授業で
も、非常に充実した授業を受けることができま
したが、対面授業ではないために実習が延期に
なった点や、直接講師の先生に質問がしづらい
点がありました。通常授業では、授業後に直接
講師の先生に分からない所を質問しに行く時間
がありますが、リモート授業の場合はできな
かったので、この点に関しては少し不便に感じ
られることがありましたが、講師や先生方に頼
らずに自力で理解を深めようと、いただいたプ
リントや教材を読み返したり予習を行い、授業
についていけるように努めました。
　リモート授業は通常授業と少し違ったため、
制限も少なからずありましたが、それ以上に外
出自粛期間中はとても画期的で便利なものだと
憶えました。ただ、前代未聞な授業でもあった
ため、通常授業の大切さも改めて身に染みて感
じる事ができました。そして、手洗いうがいや
マスクの着用、手指消毒、毎朝の体温測定と記
録、　3　密の回避などの感染対策を一人一人が心
掛け、新型コロナウイルス感染拡大の第　2　波や
第　3　波、　2　回目の緊急事態宣言の発令などの異
例な事態に今後はならないために、また自分や
友人の身を守るために、気を引きしめて対策を
していきたいと思います。そしてこれからの学
校生活を健康、そして充実したものにしていき
たいと思います。
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　昨年末から日本のみならず世界中で流行して
いる新型コロナウイルスの影響で、感染拡大防
止のため　2　月末から学校が休校となり、卒業さ
れる先輩の華々しく輝かしい姿や、同じ歯科衛
生士を目指す新しくできる後輩の入学式などを
みることができず、さらに、私たちが　4　月に予
定していた10日間のプレ臨床実習も延期になっ
たりと、たくさんの影響がありました。　2　年生
に進級し初めての登校が先延ばしになり、新し
く習う科目の講義も当面の間なくなりました。
提出課題に取り組む中、　5　月からリモートとい
う形で授業が始まりました。約　2　ヶ月という夏
休みより長く、今までにない休みだったので久
しぶりに友達や先生方を見ると画面越しではあ
るけれど、とても嬉しくてみんな元気そうで安
心しました。
　リモート授業になったことの利点として、通
学時間がなくなったことがとても大きく感じま
した。通学時間が長い私にとっては早起きをし
て満員電車に乗らなくて済むのはありがたく思
いました。下校時間の分も課題に取り組んだり
趣味の時間にあてることができたので嬉しかっ
たです。また、家だとリラックスして授業を受
けることができたのでとても良かったです。さ
らに講義資料を先生方が事前に iPad に送って
くださっていたので予習することができたし、
対面授業では席が遠くて見えにくかった黒板
も、リモート授業では　1　対　1　で講義を受けてい
るかのように目の前に iPad に送られた資料が
あり、先生が丁寧に説明してくださるのでとて
も頭に入ってきやすかったです。
　しかし、中には授業直前に環境や接続トラブ
ルでインターネット回線が悪くなり、途中参加

リモート授業について

第50回生　岡野　有芽

になる人がいて遅刻という形になったり、最初
の方はアプリの操作方法が分からず戸惑うこと
もありました。実習もなく、直接先生の指導を
受けられないので早く学校の設備を使って授業
をしたいなと思いました。また、グループワー
クをする際には少しやりにくさを感じました。
途切れ途切れで画面が止まってしまい、それに
よって友達の意見を正確に聞き取ることができ
なかったりと、直接意見交換をしたいなと思う
ことがありました。一番残念だったことは、友
達と話したり一緒に昼食をとれないなど、学校
生活を一緒に送れないことでした。そして、友
達と授業や実習を受けてこそ頑張れていたんだ
なと改めて実感しました。
　このようなリモート授業は、先生側も生徒側
も初めてのことで戸惑うことも多く、不安に思
うこともありましたが、新型コロナウイルスが
流行しているにも関わらず私たちのために学校
に赴き講義をしてくださる講師の方、それを準
備してくださる先生方にはありがたく思いまし
た。
　そして　6　月から学校登校が再開しました。感
染拡大防止のため席の間隔を空けての講義やア
ルコール消毒の徹底、マスクの着用、毎日の体
温測定などをしていますが、何気に過ごしてい
た学校の楽しさや友達に会える喜び、授業や実
習の大切さをより一層実感できる期間になりま
した。
　この期間にしかできなかったことだと思うの
でこのようなリモート授業を経験できてよかっ
たです。そして、まだ終息の兆しが見えない状
況ですが、一刻も早く新型コロナウイルスが収
まることを願いたいです。
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　この度、国際ソロプチミスト・リジョン「夢
を生きる賞」をいただくことができました。身
に余る光栄に感激するとともに、サポートして
いただきました先生方に深く感謝いたします。
この賞は大学、短期大学、専門学校に在学し経
済的支援が必要な女子学生を対象に専門技術や
特別な資格を取得するという目標を持って励む
学生に授与するというものです。
　この賞の応募のため2019年の10月頃から書類
作成や作文の添削など先生方には多くのご指導
をいただきました。先生方のサポートがなけれ
ばこの賞をいただくことはできなかったと思い
ます。私は課題やテストなどで多忙な日々を過
ごすなかで常に自分のベストを尽くすように心
がけてきました。今回、このような賞に学校か
ら推薦していただいたことで日々の行いを評価
していただいたものと嬉しく思います。
　賞に応募するにあたり私の夢という作文を書
かせていただきました。それまで私は学校卒業
後は地域の歯科医院に就職するという漠然とし
た目標しかありませんでした。私の夢を考える
際に私が歯科衛生士になり何をしたいのか、な
ぜ歯科衛生士になりたいのか再度深く考えるこ
とができました。ここで私の夢の一部について
書かせていただきます。
　私は歯科医院に就職後は臨床の場で基礎的な
ことを学び、いずれは緩和ケアの場で働きたい
と考えています。超高齢社会の日本では緩和ケ
アの重要性が益々高まっていくと思われます。
緩和ケアでは口腔環境を整え誤嚥性肺炎の予防
や口腔内の苦痛となる症状の緩和に対応してい
きます。口から好きなものを食べるということ
は日常生活で幸福を感じる大きな要素の　1　つで
もあり、辛い闘病生活を過ごすなかでの生きる
楽しみでもあります。私は歯科衛生士として緩

国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン大学女子学生・
専門学校女子学生支援金「夢を生きる賞」をいただいて

第50回生　平川　結望

和ケアに携わり最期まで幸せだったと感じてい
ただけるようにサポートしていきたいです。
　また、海外のボランティアにも携わっていき
たいと思っています。医療が発達していない地域
では口腔への関心が低いように感じます。自分の
持っている知識が現地の人の口の健康に少しでも
繋がるのであれば、現地に行ってできる限り多く
の知識を伝えていきたいと思います。これも漠然
とした目標でありますが歯科衛生士になった際に
は行っていきたいと考えています。
　言うまでもありませんが、上記のような夢は
歯科衛生士にならなければ叶えることができま
せん。今後の学校生活もこれまでと変わらず自
分のベストを尽くし、　2　年後の国家試験合格を
目指していきたいです。コロナウイルスの影響
で臨床実習や相互実習ができず不安なところも
ありますが、その分自分で学べる時間が増えた
と思い実習ができるようになった際にスムーズ
に行えるようにしていきたいと思います。
　国際ソロプチミスト・リジョン「夢を生きる
賞」をいただいたことは私の自信に繋がりまし
た。今後もこの賞の受賞者として恥じないよう
にますます精進してまいりますので、引き続き
ご指導をよろしくお願い致します。
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　今年の小集団指導は例年とは異なり、リモー
トでのセリフ確認、打ち合わせなど異例のこと
ばかりでした。また、媒体を準備する時間も少
なかったり大変なこともありましたが、グルー
プ全員で協力し一つの劇を作り上げることがで
きました。小学校に訪問して直接歯磨き指導を
させていただく貴重な機会を経験できなかった
のはとても残念ですが、休講期間があったから
こそ学べたこともあり、思い出に残るものも多
かったです。そのことを忘れずに今後の学校生
活や実習に活かしていきたいと思います。

小　3　Ａ「ドラえもん」
第50回生　河上　涼香

　私の班は小学校　5　年生を対象にポケットモン
スターのペープサートを用いた劇を通じて、う
蝕や歯肉炎の予防と正しい歯磨きの仕方を伝え
るために、準備を行ってきました。媒体作製後
はセリフを覚えることに専念し、その後セリフ
に合わせて媒体を動かすのですが、セリフと媒
体を動かすのを同時に実施することがとても大
変でした。
　10月にあるいい歯のイベントに向けて、グ
ループで協力して、子どもたちにしっかり伝え
られるように頑張って練習したいと思います。

小　5　「ポケットモンスター」
第50回生　田原　遼香

　私たちは小学校　3　年生を対象に歯について楽
しく学べる劇を制作しました。小学生が興味を
持ってくれるようにキャラクターにちびまる子
ちゃんを使いました。コロナの影響で、通常通
りの制作が難しくオンラインでの制作は実際に
班員と会えないのでなかなか思い通りにはいき
ませんでしたが先生方のサポートが大変大きく
少し時間はかかりましたが満足のいく劇が完成
し良かったです。公衆衛生活動も、頑張りたい
です。

小　3　Ｂ「ちびまる子ちゃん」
第50回生　平安　優花

　私たち高齢者班は浦島太郎の人間劇を行いま
した。最初は、どのように進めればいいか、原
稿の内容はどのようにするかなど意見がまとま
らないことが多々ありました。また、進めてい
く中で、どのような動きをすれば伝わるか、声
の大きさなど工夫しなければいけないところが
いくつか見つかり、難しかったことが多かった
ですが、班員と良い所、悪い所を話し合いなが
ら完成させることができました。小集団指導は
延期となってしまいましたが、今回学んだこと
を今後の臨地臨床実習で活かして頑張りたいと
思います。

高齢者「浦島太郎」

小集団誌上発表

第50回生　山田　優里
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小集団誌上発表

　　1　年生の終わり頃から小集団指導の準備が始
まりました。今年度は、新型コロナウイルスの
影響により休講が続き、リモートでの打ち合わ
せ、台詞合わせになりました。また数少ない時
間の中での媒体を作成し、教員やクラスメイト
からアドバイスをいただくことで、徐々に劇の
レベルも上がっていきました。最終的に幼稚園
での発表はできませんでしたが、クラス内での
発表で、様々なアドバイスをいただくことがで
きたため、今後に繋げていきたいです。

幼稚園Ａ「アンパンマン」
第50回生　髙瀬　ひかる

　本年度　6　月に小学校へ小集団指導に伺う予定
でしたが新型コロナウイルスの影響により延期
となりました。実際に小学　1　年生を対象に指導
したことがないため、どのような雰囲気でどれ
ほど反応してもらえるのかがわからず不安でし
たが、クラス発表を行い評価をし合い、自分た
ちの班を見直すことができました。また、他の
班を見て、伝える相手によってキャラクターや
指導内容が違い楽しく学びながら参加すること
ができ、良い経験となりました。公衆衛生活動
でぜひ活かしたいと思っています。

小　1　Ａ「崖の上のポニョ」
第50回生　岡田　祈里

　実際に幼稚園児に向けて小集団指導を行うと
どのような反応が返ってくるのかわからないけ
れど、年齢に応じた内容と方法をまずは自分た
ちが理解することが今回の小集団指導の発表を
通して、重要であると感じました。私たちの幼
稚園班は、媒体や劇の内容をどうすればわかり
やすく楽しく伝えることができるのかについて
話し合いました。そして、先生方にアドバイス
をいただきながら進めることができ、良い思い
出になりました。

幼稚園Ｂ「はなかっぱ」
第50回生　山下　愛充

　私たち小学校　1　年生Ｂ班は、ドラえもんの
ペープサート劇を行いました。聞き手が参加
しながら学べるようにクイズを加え、回答が間
違っていた場合も考えて説明ができるように工
夫しました。クラス発表では、私たちの班に不
足していた、子どもたちが飽きない細やかな配
慮を他の班から学びました。この小集団指導を
とおして、どの年齢にも対応のできる媒体を
使った歯科保健指導は、堅苦しくなく相手に伝
わりやすい指導だと思いました。

小　1　Ｂ「ドラえもん」
第50回生　西村　　萌
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　令和　2　年　5　月19日、クリニカルトレーニング
セレモニーが行われるはずが、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により　6　月11日に内容を短
縮して行われました。
　入学したばかりの　1　年生の　5　月に初めて参加
し、　3　年生の先輩がたがナイチンゲール像から
火をもらい、分灯していく光景はとても幻想的
でした。感動したと同時に初めてのことで意味
を理解しておらず、ただ綺麗だなとしか思って
いませんでした。　1　年後、　2　年生で参加した時
は、まだまだ先のことのように感じていた臨床
実習本実習が、次は私たちの番であることを自
覚することができた一方、　4　月のプレ臨床実習
で自分の知識・実力不足を痛感したため乗り越
えていけるのか不安になりました。
　　2　年生では臨床科目が増え、プレ臨床実習
で学んだことが一致するようになり授業内容
を理解しやすくなりました。たくさんの科目が
あり単位習得試験に追われる日々が続き、嫌に
なりそうな時もありましたが、なんとか乗り切
り無事に　3　年生を迎えようとした頃、新型コロ
ナウイルスが感染拡大し始めました。　3　月に行
かせていただく予定だった矯正・センター見学
実習は急遽取止めとなり、学校登校しないまま
　3　年生に進級し、これからどうなるのか実習は
どうなるのか不安が募る毎日でした。　5　月から
はオンライン授業が開始されましたが、学校登
校がなかったため　6　月　1　日から臨床実習本実習
は開始できませんでした。しかし実習先が変更
になる友達もいましたが、　6　月15日から実習に
行かせていただくことができるようになり、　6　
月11日にクリニカルトレーニングセレモニーが
行われることになりました。その様子は感染対

クリニカルトレーニングセレモニーを終えて

第49回生　荒木　唯奈

策のためマスク着用のままでろうそくの火が危
険なため電池式を使用し、代表者のみろうそく
の火を使用しました。私は代表として、ナイチ
ンゲール像から火をもらう役割をさせていただ
くことができました。　1　・　2　年生がいない中で
行ったため、　2　年間見てきた光景とは違ったけ
れど、実施されないかもしれないと思っていた
ため嬉しかったです。
　いよいよ臨床実習本実習。例年と違い必要最
低限の学内実習のみ行い、臨床実習本実習は見
学のみとなりました。本当であればアシスタン
トにつかせていただいたり、間近で患者さんの
口腔内を見て学ぶことができますがそれが叶わ
ない状況下に置かれました。見学のみでどこま
で学ぶことができるか不安でしたが、実際に行
かせていただくと、直接治療を見学することで
今までしてきた授業内容と繋がることを実感す
ることができました。初めは環境に慣れること
で精一杯でしたが、日を重ねるごとにアシスタ
ントにつきたいと思うようにまでなりました。
一般歯科と病院歯科ではもちろんのこと各医院
でもルールが違ったり、流れが違ったりするな
ど戸惑うこともありましたが、毎日の実習が、
勉強で貴重な時間です。残りの実習も勉強し、
たくさん吸収し、臨床実習で学んだことを忘れ
ず国家試験につなげていきたいと思います。



－35－

　私は10月の実習で川西市予防歯科センターへ
行かせていただきました。
　川西市予防歯科センターは様々なことを行
なっており、川西市の方を対象に　1　歳児親子歯
科健診などといったお子さんの健診、また保護
者の方に向けたむし歯予防教室、その他歯科相
談や口腔がん検診などを行なったりなど幅広く
口腔疾患の予防に力を入れていました。
　また川西市予防歯科センター内にあるふれあ
い歯科診療所では要介護高齢者と障害者の方を
対象に診療を行なっており、　9　月までの一般歯
科の範囲とは違った診療内容を見る事ができ、
学びになることがたくさん有りました。
　まずは歯科衛生士の方の患者さんに対しての
接し方です。
　患者さんは知的障害を持たれている方や運動
障害を持たれている方、様々な障害を持ってい
る方が来院されますが、その患者さんひとりひ
とりに合わせた対応を行なっていました。
　歯科治療に恐怖がある知的障害の方にはカウ
ント法という秒数を数えて終わる目処を立てる
ことによって安心してもらうという行動療法を
使用していたり、「頑張ってね」「よくできた
ね」「すごい」などといった声かけを常に行う
ことで患者さんに安心してもらったり、もし出
来なくても無理強いをするのではなく患者さん
のペースに合わせてあげるなど、患者さんに対
する様々な対応を見学することができました。
　患者さんの中には治療が嫌だと歯科衛生士さ
んの手をつねってしまったり、暴れてしまう方
だったり、嫌だという表現も患者さんそれぞれ
で、その時にどういった対応をすれば良いのか
も知れました。
　次に、様々な障害を知ることができました。

臨床実習で学んだこと（センター）

第49回生　孫田　怜奈

ふれあい歯科に来院される患者さんは自閉症や
知的障害を持たれている方、脳性麻痺などの先
天的な運動障害、または事故などによる原因で
起きた後天的な運動障害などで、幅広く障害に
ついて知ることができました。その中でも重症
度は様々で、知的障害を持たれている方でも軽
度の方だと施術内容をしっかり説明するときち
んと治療を受けてくれますが、重症の方だと治
療に対する恐怖心から暴れてしまう方もいたり
本当に様々で、どうしても暴れてしまって施術
ができない方には静脈内鎮静法といった鎮静を
行なって麻酔下でした。治療を行ったり、また
暴れた際にドクターや歯科衛生士の方、または
器具などに当たって怪我をしないようにベルト
を巻いたり、ユニットも別々になっており車椅
子の方でもスムーズな入室ができるような障害
者歯科ならではの様々な工夫が見られました。
　今回の実習を通して私が一番学べたことはど
のような障害を持たれた方でも同じ目線に立
ち、対等に接することが大事なのだということ
です。歯科衛生士としての技術や知識を習得す
ることはもちろんですが、その上で様々な障害
について学び、その患者さんは何が苦手でどの
様にしたら治療を受けてくれるのかを考えて対
応することが大切で、それを分析する力も必要
だと思いました。そのためには患者さんの生活
背景や環境を知るために、保護者の方に詳しく
問診し情報収集も歯科衛生士にとって大事な仕
事だと学べました。
　今回の実習を通し、学んだことをそのままに
するのではなくきちんと知識として吸収し、自
分自身が歯科衛生士になったときに活かせれる
ように頑張りたいと思います。
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　私は19日間、板宿でご開業されている清水歯
科医院へ臨床実習に行かせていただきました。
清水歯科医院へはプレ臨床実習の際に行かせて
いただいたこともあり、　1　年間臨床科目を学び
成長した自分の姿をお見せできる嬉しさの半
面、不安もありました。しかし、臨床でしか学
べない事を学び吸収し、卒業後も活かせるよう
頑張ろうと強く決意し実習に臨みました。
　今年は新型コロナウイルス感染流行により、
普段の実習であればアシスタントに付かせてい
ただく所が見学実習のみとなりました。実技が
問われる実習はほとんどできず感染の不安もあ
りました。しかし清水歯科医院では、診療中は
口腔外バキュームを活用し、検温やアルコール
消毒を患者さんや外部からのお客様にもしてい
ただくなど、様々な場面で感染対策が徹底して行
われていました。私も　8　月の実習から後片付けを
させていただけるようになり、学校で学んだ感染
対策の講義や実習を思い出しながら臨みました。
　清水歯科医院では幅広い年齢層の患者さんが
来院されており、特に高齢者の方やインプラン
ト治療をご希望の患者さんが来院されていまし
た。インプラントについて学んだことは私に
とって興味深いものとなりました。プレ臨床実
習の際にも見学させていただいたのですが、ま
だ学校で習っていなかったため、手術の流れや
器具の名称・用途をメモに取ることに必死で、
深く学ぶことができませんでした。その事を生
かし、今回は学校でまとめた資料や清水歯科医
院にあるインプラントについて書かれてある本
を読み自主勉強でまとめ、事前に知識を深めて
から見学に臨みました。そのため事前に学んだ
知識と実際に見学した内容がリンクし、納得し

臨床実習で学んだこと（開業医）

第49回生　大瀬良　菜月

ながら手術を見学することができました。
　また、口腔衛生指導を見学させていただき、
歯科衛生士さんにチェックしていただいた際
に、私が見学していた患者さんの中に、NCCL 
が口腔内にある患者さんがいらっしゃったた
め、歯科衛生士さんから NCCL について問わ
れました。NCCL とは、歯頸部に生じる非う
蝕性の歯質欠損のことですが、私が質問に答え
られなかったため歯科衛生士さんが NCCL に
ついて書かれている資料を見せてくださり、概
論や原因・対応といった知識を深めることがで
きました。NCCL は進行してしまうと歯髄感
染を起こす場合もあるため、適切な時期に修復
治療が行えるよう見逃さないことが重要だと知
り、これ以外の口腔内疾患についても知識を深
め、患者さんの口腔内の問題点から原因を考え
て対策を練り、今の状態より進行させないよう
にすることが大切だと学びました。
　歯科衛生士さんは先生が治療スピードを落と
さずにスムーズにアシストするために、常に先
のことを考えて動いており、自分の担当チェア
でない部分まで把握しています。そして、何か
問題があればすぐに全員が対応できるようにさ
れていました。私はこの実習を通して患者さん
の意思を尊重して治療を行うことの重要性を理
解することができました。そして、自分にはま
だ患者さんに質問されてすぐに答えられるよう
な幅広い知識とコミュニケーション能力が不足
していることを実感しました。今後は、臨床実
習で習得した経験や知識を忘れず、国家試験に
繋げ、理想とする歯科衛生士になれるよう努力
したいと思います。
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　　9　月の18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
前から病院歯科に興味があり、病院実習を志望
していました。しかし、今年は新型コロナウイ
ルスの影響により、　7　月の実習受け入れが中止
となり、　9　月から実習の受け入れとなったため
私とペアの　2　名が、今年度、この病院実習生と
してトップバッターとなり、病院歯科について
学べる喜びがある一方、具体的な実習内容を前
月の実習生から引き継ぎが無いまま、実習に挑
む不安がありました。実際に実習が始まると、
清潔域・不潔域の区別を理解できず、清潔な物
を不潔域に置いたり、病院歯科の歯科衛生士の
役割の要である周術期口腔機能管理について深
く理解しておらず、担当歯科衛生士の口頭試問
に答えられないことがありました。知識不足で
自分の不甲斐なさに落ち込むことも多々ありま
したが、ペア同士で指導を受けた内容をその都
度伝えあい、わからないことがあれば調べ、教
え合ったりするなど、支え励まし合って、18日
間を乗り越えることができました。
　実習で一番印象に残っているのは☆印実習で
す。☆印実習とは、担当歯科衛生士が実習生に
学んでもらいたい症例を☆印で患者予約表に記
し、実習生はまだ実際に見ていない症例を予測
して、実習当日までにレポートを作成し、実際
の症例で器具器材の準備やアシスタントワーク
を行う実習です。レポートには事前にカルテで
患者情報を記入するだけでなく、レントゲン像
や準備物、術式、☆印実習の目標、歯科衛生士
が介入する目的を記入する必要がありました。
レポートを記入するのに時間がかかり日付を超
すこともありましたが、病院歯科でしか見学で

臨床実習で学んだこと（病院・口腔外科）

第49回生　有藤　　萌

きない口腔外科における疾患の治療の流れ、器
具器材の渡し方や滅菌パックの開け方、カバーリ
ングの仕方などといったアシスタントワークにつ
いて学ぶことができました。また歯科医師がス
ムーズに施術でき、医療事故を未然に防ぎ、患者
さんが安心して治療を受けられるよう歯科衛生士
がどのように動いているのかを理解することがで
きました。さらに、事前にカルテで詳細な患者情
報を把握し、治療内容を予測し、入念な準備をし
ておくことの重要性を学びました。
　また、ルフォーⅠ型骨切り術と下顎枝矢状分
割術という病院実習でしか経験できないオペ見
学もさせていただきました。粘膜切開から骨削
除、縫合まで間近で見学させていただき、歯科
医師の手技の速さに驚きました。オペにおいて
は歯科医師だけでなく、麻酔科医、看護師のか
たがたが、バイタルサイン把握、アシスタン
ト、記録、器具・器材を出すなど、役割分担が
なされており、医科歯科連携によりオペが正確
に迅速に行えていることを学びました。
　18日間の実習でしたが、歯科医師の先生方や
歯科衛生士の方がたのご指導のもと、多くの知
識を深めることができました。中でも今年は新
型コロナウイルス感染症拡大により、感染対策
の重要性に対し深く理解することができまし
た。また、歯科衛生士による口腔ケアにより、
患者さんの口腔状態が改善した症例を見学さ
せていただいたことで、病院における歯科衛生
士の果たす役割は大きいと感じました。今後は
今まで以上に歯科衛生士という職種に誇りを持
ち、個々の患者さんに合わせた対応、最善の施
術ができるよう、日々研鑽に励んでいきたいと
思います。
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　私は、小さいころから歯医者に通っていたこ
ともあり、歯科衛生士という職種に憧れを持
ち、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。
　私は学院に入学するまではあまり勉強をきち
んとしてきたほうではありませんでした。その
為、専門的な勉強が始まった時には不安な気持
ちを抱えながら勉強していました。
　　3　年生になり、約半年間に及ぶ臨床実習が始
まりました。臨床実習中から模擬試験がありま
したが、国家試験に向けての勉強を全くしてい
なかった私は、100点も取れませんでした。夏
休みには学校に登校し自主勉強に参加しまし
た。自分の苦手な分野を確認し、分からないと
ころは先生に質問していました。模擬試験が何
度か行われるなか、周りの友達は確実に合格点
に近付いているのに対して、私は点数が伸びず
本当に合格できるのかと不安が大きくなってい
きました。先生にたくさんの問題集をいただ
き、毎日必死で勉強しました。
　臨床実習が終了してからは、友達と放課後に
居残り国家試験の勉強をしました。帰りの電車
の中でもお互いに問題を出し合ったりして、分
からないところを理解していきました。模擬試
験では、合格点である132点を越す点数を取れ
るようになり、少しずつ自信を持てるようにな
りました。
　国家試験前日は本当に不安で、ホテルでは友
達と最終確認を何度も行いました。翌日の試験
に向けての準備をし、いつもより早めに就寝し
しっかり睡眠をとりました。当日は、自分の席
に着席すると大きな緊張感に襲われました。試
験中は、見直しを行い受験番号が間違っていな

国家試験合格記

第48回生　松井　彩実

いか、回答の記入が抜けていないかを何度も確
認しました。午後の試験が終わると、緊張が解
け、大きな疲労感が凄くありました。それと同
時に、合格しているのか不安でいっぱいでした
が、家に帰ってからの自己採点で合格点を越し
ていたので、とても嬉しかったです。
　国家試験の勉強はとても大変でしたが、沢山
の人たちの支えにより合格できたのだと思いま
す。何度も丁寧に教えてくれた先生方、最後ま
で一緒に頑張った友達、体調面や精神面で支え
てくれた家族、全ての人に感謝しています。
　　1　年生の頃は、国家試験はずっと先のことの
ように思っていて、苦手な分野を苦手なままに
してきていました。　3　年間はすぐに過ぎ去り、
国家試験前には苦手な分野がたくさんあり、克
服してこなかったことに本当に後悔しました。
現在、臨床現場に出てみて、臨床実習で学んだ
ことは全て身につけておくべきものだと感じて
います。
　国家試験を控えている後輩の皆さんには、諦
めずに最後まで頑張り抜いてもらいたいです。
国家試験前は本当に辛く、不安に押し潰されそ
うになる時があると思います。そんな時には、
周りにいる沢山の人たちに頼りながら国家試験
合格を目指して頑張って欲しいです。

＜国家試験合格記＞
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　私が歯科衛生士を目指したきっかけは、幼い
頃から矯正歯科に通っており歯科衛生士の方に
優しく丁寧に指導していただいたことで歯科衛
生士になりたいと思ったからです。
　　3　年生になるとすぐに　5　ヶ月間に及ぶ臨地臨
床実習が始まりました。実習に行くだけでも大
変なのに帰ってからは実習記録や自主勉強に追
われ、あっという間に実習が終わり安心感と開
放感。しかし12月に学校に戻るとすぐ国家試験
を意識した授業が始まりました。勉強に手をつ
けていなかった私は焦りました。
　冬休み、勉強するつもりで教科書や参考書を
開いてみてもやる気は出ず楽しい方にばかり目
が行く私は毎日明日やる、明日やるといいなが
ら日がたち気付けば登校日でした。久しぶりに
会ったクラスの皆は以前より賢そうでした。
　国家試験対策も始まった一月半ば、授業の内
容がわからないことだらけな事に焦り、私の国
家試験の勉強が遅くもスタートしました。
　何からしていいかわからなかった私はまず友
達と過去問や模擬試験、参考書を見直しどのよ
うなものが頻出かなどを調べました。調べたこ
とをもとに自分の中で今、何をするべきかを考
え勉強しました。
　国家試験対策の授業をよく聞き理解し、その
日のうちに復習しながら参考書にまとめていく
と自然と頭に入りました。
　基礎科目の勉強は復習を兼ねて主に平日に、
主要　3　科目は休日に勉強しました。
　講師の先生方の授業はとても分かりやすく、
また分からないことを質問しにいくと丁寧に答
えてくださりその場で理解ができたので知識を
深めることができました。

国家試験合格記

第48回生　鈴木　菜々美

　参考書に付箋を貼ったり関連づけた知識の書
き込みをたくさんしました。また私はどんなも
のでも語呂をつくりました。覚えることがたく
さんありますが国家試験には選択肢があるため
最低限の知識で良いと考えたからです。自分で
語呂を作ると楽しく印象にも残るため私にはこ
の方法がとても合っていました。
　国家試験が近づくにつれどんどんしなければ
ならないことが見つかり不安しかありませんで
したが、不安になっている時間があるなら一問
でも解ける問題を増やしたほうが自信がつくと
考えるようになりました。
　当日は試験会場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
中は問題をよく読み、落ち着いて解くことを心
がけました。早とちりせず確実に。一通り問題
が解き終わったら時間いっぱいまでマークミス
がないか、記入ミスがないか何度も確認しまし
た。
　試験終了後、一人になるのが怖くて友達と集
まり解答速報を待ち自己採点を行うと合格点に
達していて嬉しかったと同時にやっと安心でき
たように思いました。一緒に自己採点した友達
も合格点に達していて泣きながら抱き合ったこ
とが一番の思い出です。
　国家試験の勉強は大変で心が折れそうになる
けどわからないことを質問しに行くと親身に
なって教えてくださる先生方、励まし合いなが
ら一緒に勉強した友達、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
り越えられたことだと思います。
　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欲しいです。

＜国家試験合格記＞
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＜活躍中の卒業生＞

　私は2020年の　3　月に48回生として兵庫県歯科
医師会附属兵庫歯科衛生士学院を卒業し、大阪
府枚方市にある関西医科大学附属病院に就職し
ました。
　兵庫歯科衛生士学院に入学してからの初めの
　2　年間は、毎日の講義に加え沢山のテストや課
題もありとても大変でしたが、友達と助け合っ
て一緒に勉強していた事を覚えています。　3　年
生になると　4　ヶ月間の臨床実習が始まり、　2　カ
所の歯科医院、歯科保健センター、病院に行か
せていただきました。中でも神戸市立医療セン
ター中央市民病院での実習は、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。そこでの歯科衛生士さ
んは、患者さんの背景や全身疾患を把握し、　1　
人　1　人に合ったコミュニケーションや指導方法
を常に考えておられ学ぶことばかりでした。移
動が困難な病棟の患者さんや挿管中の方にも口
腔ケアを行い、口腔内を綺麗にしている歯科衛
生士さんを見て、私も全身疾患のある患者さん
の手助けができる病院歯科衛生士になりたいと
強く思うようになりました。
　　7　月ごろ関西医科大学附属病院からの募集が
あり、三次医療機関である大きな病院なので凄
く不安でしたが、さまざまな症例を学び歯科衛
生士として大きく成長できるチャンスだと思
い、迷いなく応募し内定をいただくことができ
ました。
　　4　月に関西医科大学附属病院に就職し、本来
ならば入社式や他職種の方と研修を行う予定で
したが、新型コロナウイルスの影響で全ての行
事が中止となり、すぐさま現場である歯科・口
腔外科への配属となりました。病院では周術期

病院歯科衛生士として

口腔ケアだけでなく、地域の医科・歯科医院と
連携を図り、口腔外科的疾患（埋伏智歯、嚢
胞、口腔領域の炎症性疾患、粘膜疾患、顎関節
症、顎骨壊死）の診療や手術を行なっておりま
す。歯科衛生士が行う周術期口腔ケアでは、手
術前と後の口腔内に変化はないかを確認しなが
ら口腔ケアを行います。またベットからの移動
が困難な患者さんには、病棟に往診に行かせて
いただきます。実際に現場に出てドクターのア
シスタントや、先輩方の口腔ケアの見学をさせ
ていただくなかで、学生時代に培ってきた、学
内実習や臨床実習、国家試験の勉強が全ての基
礎であり、それを応用していくことが大切だと
感じています。
　病院歯科では、全身疾患を有する患者さんの
現病歴や既往歴、内服薬、血液検査の数値、来
院経緯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。私自身、
歯科衛生士としてのスタートラインに立ったば
かりで、まだまだ知識不足や技術不足を痛感し
教科書を読み返す事もありますが、　1　人　1　人の
患者さんに合った指導や配慮ができるよう、先
輩方にご指導いただきながら成長していきたい
と思います。
　大変な事もたくさんありますが、私の理想で
ある全身疾患で苦しんでいる患者さんの心に寄
り添える病院歯科衛生士になれるよう、これか
らも精進して参ります。

関西医科大学附属病院

第48回生　奥山　希美
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＜活躍中の卒業生＞

　私が歯科衛生士になろうと決めたのは、高校
　3　年生の秋頃です。当初、私は理学療法士にな
りたいと思っていました。膝の手術をしてい
て、その時に支えてくれた理学療法士さん、そ
んな人に私もなりたいという思いがあり目指し
ていたのですが、身体を支える重労働は手術を
した膝にとってもあまりよくない、諦めざるを
得なかったのです。将来の夢も見つかって安心
していた自分にとってはふり出しに戻された感
じで不安と悩みでいっぱいでした。そんな私に
道筋を示してくれたのは、担任の先生でした。
当時は歯科衛生士といわれてもどういう職業な
のか、どういう仕事をしているのかよく知りま
せんでした。その為、歯科衛生士の仕事を知る
ことからスタートでした。資料を取り寄せた
り、オープンキャンパスへ行ったりと知れば知
る程に魅力を感じました。今でも当時の担任の
先生には感謝しています。
　そんな私も歯科衛生士の仕事を続けて今年で
　6　年目になります。今でも分からないこと失敗
してしまうことは正直あり、日々勉強だと思っ
ています。成績がよくなかった為、学生の時は
先生や友達から教わったり国家試験が近づくに
つれ不安で、これでもかってくらい勉強しまし
た。しんどい事もありましたが決して無駄では
なかったと、頑張って良かったと思っていま
す。専門学校で勉強して学んだ事は更に臨床の
現場で応用を効かせて自分のものに。そして、
医療も常に進んでいるため新しい知識もどんど
ん取り入れて日々働いています。
　また、私が大切にしているのは、患者さんと
向き合う姿勢、コミュニケーションです。治療
にも携わりますが私たちの一番の仕事は予防で
す。患者さんがよりよい生活をしていけるよう
少しでも手助けできることがあれば、私は自分
ができる限りのことをしようと思います。例え
ば、検診で来院された患者さん。クリーニング
をして綺麗にすることは可能です。でも、いか
に検診が大切か予防が大切かを患者さん自身に
も知っていただきホームケアを頑張ってもらわ

歯科衛生士になるまで、そして現在

ないといけない。それを伝える事が凄く難しく
また、凄くやりがいを感じます。歯磨きの仕方
一つでもだれにでも同じ伝え方では伝わらない
です。その人をみて、こう伝えたほうがいい、
この観点から話した方が伝わるかな、など考え
る事が大切だと思います。人は興味がない事に
は無関心ですが、興味がある事は頑張れます。
その為に理解してもらえるような伝え方も勉強
し、情報もたくさんもっていないといけないな
と思っています。そして何より、患者さんから
の「食事が楽しい。」「痛かったけど治療頑張っ
て良かった。」「怖かったけど歯科医院に来て良
かった。」「歯の大切さを知ったよ。残ってる
歯を大事にする。」「スッキリしたよ！また来る
ね。」歯科衛生士はたくさんいますし、自分は
未熟ですけど、患者さんからのありがとうや感
謝の気持ちはいつも嬉しいです。その度にこの
仕事をしていて良かったなと感じます。
　そして、　6　年働いている今でも日々仕事をし
ていく中で、悔やむ事、こうすればって思うこ
ともあります。その時は院長を頼りにしたり、
教えてもらったり、自分でも調べたりもします
が同期と相談しあったり歯科衛生士仲間や先輩
に相談をします。一人で抱えこまないようにし
ています。それが答えへとつながる近道、スキ
ルアップに繋がると思うからです。食べるとい
う事は必要不可欠な事、そこに関与できるとい
うのは凄いことだと思います。目の前の患者さ
んを支えたい・助けたい、歯科衛生士に限らず
他の職業でもできることはあります。でも、歯
科衛生士にしかできない方法で役に立てること
もあると思います。それを今後も大事にしてい
きたいです。
　今、新型コロナウイルスが流行してしまい、
いろいろ厳しい世の中になってきていると思い
ます。歯科医院は特にリスクが高いといわれて
いるため、きちんと消毒などを行い、来院して
下さる患者さんに不安を与えないよう予防を
しっかりします。これからも日々学ぶ姿勢を忘
れずに努めていきたいと思っています。

かみさか歯科

第43回生　加島　千奈美
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学 院 の 動 き

平成31年度・令和元年度
令和　2　年
　1　月

　6　～　9　日　一般入試（　2　次）願書受付
10日　第　6　回業者模擬試験（医歯薬）
11日　宝塚市歯科医師会新年会

（浦出学院長）
17日　設置者・校長等研修会及び事務

担当者研修会
（浦出学院長・多田羅課長）

18日　伊丹市歯科医師会新年会
（浦出学院長）

19日　一般入試（　2　次）
25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）
25～26日　歯科衛生士研修指導者・臨床実

地指導者等講習会
（難波専任教員）

27日～　2　月　6　日　一般入試(　3　次)願書受付
28日　第11回学院運営協議会
　〃　　第　7　回業者模擬試験（医歯薬）

　2　月
　4　日　教員会（卒業審議）
　5　日　第　8　回業者模擬試験（DHS）
16日　一般入試（　3　次）
22日　一般入試（　3　次）合格発表
24日　第　2　回校内模擬試験
25日　第12回学院運営協議会

29日～　3　月　1　日　第29回歯科衛生士国家試
験引率

(大阪府：小村教務主任、難
波専任教員、山下専任教員)

　3　月
　1　日　第29回歯科衛生士国家試験
　5　日　休講開始
10日　教員会（進級審議）
14日　48回生卒業証書授与式
24日　第13回学院運営協議会
　〃　　第29回歯科衛生士国家試験合格

発表
31日　科目講師退任

（髙橋十郎・巴里知子・末井健
作・稲本雄之・園本美惠・大頭
孝三・村内光一・古土井春吾・
川崎弘二）

令和　2　年度
令和　2　年
　4　月

　1　日　科目講師就任
（秋篠範子・中村智恵子・甲斐
義浩・楠元順哉・上根昌子・
樫　則章・辻　則正・人見さよ
子・中村祐己）

10日　50回生入学式（中止）
プレ臨床実習（　2　年生）
（延期：令和　3　年　3　月へ）

28日　第　1　回学院運営協議会

　5　月
　7　日　リモート授業導入
16日　臨床実習指導歯科衛生士打合せ会

（中止）
　〃　　科目・臨床実習連絡会（中止）
23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（書面
にて開催）

26日　第　2　回学院運営協議会

　6　月
　1　日　登校再開
　4　日　学生健康診断
　9　日　クリニカルトレーニングセレモ

ニー（　3　年生）
15～26日　第　1　期臨床実習本実習（前半）

　　　（　3　年生）
21日　第　3　回オープンキャンパス
23日　第　3　回学院運営協議会
26日　研修旅行（京都方面：　1　年生）
　　　（中止）
27日　高校内進路ガイダンス
　　　（神戸市：肥塚教務副主任）



－43－

　7　月
　1　～30日　第　2　期臨床実習本実習

　　　（　3　年生）
　5　日　第　4　回オープンキャンパス
18日　日本歯科衛生教育学会第　1　回理

事会（Zoom：小村教務主任）
28日　第　4　回学院運営協議会
　〃　　第　5　回オープンキャンパス

　8　月
　1　～31日　第　1　期臨床実習本実習（後半）

　3　日　高校内ガイダンス（明石市・小
村教務主任）

　〃　　第　1　回業者模擬試験（DHS）
　6　日　第　6　回オープンキャンパス
　7　日　第30回近畿北陸地区歯科衛生士

教育協議会（書面にて開催）
19日　兵庫県歯科衛生士養成機関専任

教員協議会（書面にて開催）
23日　第　7　回オープンキャンパス
25日　第　5　回学院運営協議会
26日　DHS 夏期講座
28日　第　2　回業者模擬試験（医歯研）

　9　月
　1　～10日　AO 入試願書受付
　1　～23日　指定校推薦入試願書受付
　2　～27日　第　3　期臨床実習本実習
　　　　　（　3　年生）

13日　第　8　回オープンキャンパス
27日　AO 入試／指定校推薦入試
29日　第　6　回学院運営協議会

10月
　1　～29日　第　4　期臨床実習本実習
　　　　　（　3　年生）

　3　日　AO 入試／指定校推薦入試合格
発表

　6　日　消防訓練
12～23日　推薦入試（　1　次）願書受付

25日　歯科衛生士就活支援フェア（姫
路市：小村教務主任）

27日　第　7　回学院運営協議会
30日　第　3　回業者模擬試験（医歯薬）

11月
　2　日　障害者施設実習（　3　年生）
　　　（学内演習に代替）（～12/　2　）
　〃　高齢者施設実習（　3　年生）
　　　（学内演習に代替）（～12/　2　）
　〃　見学臨床実習矯正
　　　（11/　2　～11/30）
　3　日　第53回学院学会
　8　日　推薦入試（　1　次）

　8　～28日　臨床・臨地実習（　2　年生）
　9　～20日　推薦入試（　2　次）願書受付

　　　一般入試（　1　次）願書受付
10～11日　研修旅行（東京方面：　2　年生）
　　　　　（中止）

14日　推薦入試（　1　次）合格発表
18日　第　4　回業者模擬試験（医歯薬）
22日　第　7　回歯科衛生学術フォーラム
　　　（小村教務主任）
23日　日本歯科衛生士教育学会
　　　第　2　回理事会（小村教務主任）
24日　第　8　回学院運営協議会
28日　ひょうご専門学校フェスタ

（神戸市：小村教務主任、肥塚
教務副主任、山下専任教員、竹
田専任教員）

12月
　6　日　推薦入試（　2　次）
　　　一般入試（　1　次）
12日　推薦入試（　2　次）合格発表
　　　一般入試（　1　次）合格発表

18～28日　第11回日本歯科教育学会、学術
大会（小村教務主任、肥塚教務
副主任、角田専任教員、難波専
任教員、山下専任教員）

　〃　　歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ
　　　（小村教務主任）
19日　日本歯科衛生教育学会評議会・

会員総会（小村教務主任）
21日　第　5　回業者模擬試験（DHS）
22日　第　9　回学院運営協議会
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学院運営協議会記録

令和元年度
第11回学院運営協議会　令和　2　年　1　月28日（火)

午後　1　時30分
協議事項

　1　．令和　2　年度予算について
　2　．指定校推薦について
　3　．令和元年度卒業証書授与式について
　4　．時間数不足の学生について
　5　．その他

第12回学院運営協議会　令和　2　年　2　月25日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．令和元年度卒業証書授与式について
　2　．兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学

院学校関係者評価委員会規程の一部改正に
ついて

　3　．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

　4　．講演料・講師料等について
　5　．その他

第13回学院運営協議会　令和　2　年　3　月24日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．令和　2　年度入学式について
　2　．指定校推薦の追加について
　3　．科目・臨床実習連絡会について
　4　．その他

令和　2　年度
第　1　回学院運営協議会　令和　2　年　4　月28日（火)

午後　1　時30分
協議事項

　1　．クリニカルトレーニングセレモニーにつ
いて

　2　．学業奨励について
　3　．その他

第　2　回学院運営協議会　令和　2　年　5　月26日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．令和元年度学院会計収支決算書について
　2　．50回生（　2　年次）研修旅行について
　3　．その他

第　3　回学院運営協議会　令和　2　年　6　月23日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．2021年度入試審査基準について
　2　．KOBE 学生サポート市内大学等応援助

成制度について
　3　．緊急修学支援金（仮）について
　4　．その他

第　4　回学院運営協議会　令和　2　年　7　月28日（火)
午後　3　時30分

協議事項
　1　．指定校推薦について
　2　．新型コロナウイルス感染症対策について
　3　．その他

第　5　回学院運営協議会　令和　2　年　8　月25日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．第53回学院学会について
　2　．新型コロナウイルス感染症対策について
　3　．その他

第　6　回学院運営協議会　令和　2　年　9　月29日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．新型コロナウイルス感染症対策について
　2　．校歌の録音について
　3　．学院入学に関するアンケート調査につい

て
　4　．その他

第　7　回学院運営協議会　令和　2　年10月27日（火)
午後　1　時30分
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協議事項
　1　．令和　4　年入学者入学試験日程について
　2　．令和　3　年度オープンキャンパス日程につ

いて
　3　．令和　3　年度行事予定について
　4　．令和　3　年度事業計画について
　5　．新型コロナウイルス感染症対策について
　6　．その他

第　8　回学院運営協議会　令和　2　年11月24日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．令和　3　年度予算について
　2　．令和　3　年度歯科材料取扱業者について
　3　．新型コロナウイルス感染症対策について
　4　．その他

第　9　回学院運営協議会　令和　2　年12月22日（火)
午後　1　時30分

協議事項
　1　．令和　2　年度補正予算について
　2　．令和　3　年度予算について
　3　．令和　3　年度歯科材料取扱業者について
　4　．新型コロナウイルス感染症対策について
　5　．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/ 161 128
2 灘区歯科医師会 http://www.nadashi.net/ 110 89
3 中央区歯科医師会 http://www.chuoku8020.jp/ 182 140
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 56
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/ 114 95
8 北区歯科医師会 http://www.kitadental.jp/ 102 89
9 西区歯科医師会 http://www.kobe249shikaishikai.com/ 87 80
10 尼崎市歯科医師会 http://www.ada.or.jp/ 251 194
11 西宮市歯科医師会 http://www.ndajp.com/ 279 224
12 伊丹市歯科医師会 http://www.itamident.jp/ 117 91
13 川西市歯科医師会 http://www.kda8020.com/ 81 65
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/ 128 107
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/ 158 128
18 三木市歯科医師会 http://www.eonet.ne.jp/~mmda118/ 46 38
19 小野加東歯科医師会 41 36
20 西脇市・多可郡歯科医師会 30 24
21 加西市歯科医師会 24 16
22 播磨歯科医師会 http://harimadent.jp/ 187 162
23 姫路市歯科医師会 http://www.himedent.org/wp/ 313 254
24 神崎郡歯科医師会 19 17
25 揖龍歯科医師会 http://8020da.com/ 50 44
26 宍粟市歯科医師会 19 14
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 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/ 36 29
31 南但歯科医師会 28 22
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 27 20
35 淡路市歯科医師会 31 24
36 南あわじ市歯科医師会 29 24
37 無所属 6 0
合計 3131 2546

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

　昨年ほど全国民が聞きなれ、口にした言葉が
選ばれた年は無いのではないか？
　流行語大賞が⎾三密⏌に決定した瞬間であ
る。
　また、その年を表す漢字一文字も「密」に決
定された。
　当然の事とはいえ、昨年は新型コロナウイル
スで始まり、新型コロナウイルスで終わるとい
うシナリオ通りには行かず、未だ終わりの見え
ない状態が続いている。
　まさか、未曾有の災害の以上の様な事が起こ
るとは誰が想像したであろう。
　ノミネートされた流行語の大半が新型コロナ
関連という事態で、審査委員も驚いていたよう
だ。普段であれば、知らない間にこんな言葉が
流行っていたのかと思わされる事が多い中、今
回はそういう点では、ドンピシャのようであっ
た。
　本学院に於いても、オンライン授業が導入
されるなど、慣れない授業体制に教職員や学
生達も振り回された一年でしたが、幸い本学院
は iPad を早期に導入していた甲斐あって、講
師、教職員の努力によりこの難局を乗り切れた
ように思う。
　また、一時は新学期が　9　月開始とか囁かれた
が、いつの間にかあやふやになってしまった。

　歯科衛生士という専門性を考えると、実習時
間や対面授業の不足が懸念されるところであ
る。
　今回の新型コロナウイルスの影響で本当に全
ての業種の生活様式が変わりつつあるのも事実
である。
　いつの間にか AI ロボットを使いこなす間も
なく、逆に使いこなされているか解らない。し
かし、歯科衛生士はやはり対面でのアナログ的
な要素は無くなってはいけないものである。
　この一生味わえない難局を乗り終えてきた学
生にとっては、新型コロナウイルスの終息と共
に、人として大きく成長し素晴らしい歯科衛生
士になってくれると信じたい。
　最後になりましたが、第44号の学院誌の発行
に投稿いただきました執筆者の皆様、そして編
集に携わっていただきました全ての皆様にお礼
申し上げます。
　結びに、本学院に多大なるご尽力いただいた
元本会学院担当副会長の中尾 薫先生が令和　2　
年12月に逝去されました。私ども学院関係者一
同、ご冥福を喪心よりお祈り申し上げます。
 （赤松正広）

編集委員長　　赤松　正広
編 集 委 員　　西尾眞理子　　大矢　卓志

山下　由佳　　篠原　理恵
小西　志保

「黄色い薔薇」

　雨上がりの春の光を受け、明るく輝く黄色い薔薇

　元気の出る黄色はコロナ禍を一掃してくれそうです。

　西宮市北山緑化植物園にて

兵庫県歯科医師会　澤田　　隆

表紙写真説明

＊　　　　　＊　　　　　＊
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