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巻頭言

ワクチン接種の光と影

学院長　浦出　雅裕

　この 1 年も新型コロナウイルス感染拡大により行動自粛を強いられた年でした。感染の始
まりからすでに 1 年半を越え、津波のように押し寄せる感染の波はすでに第 5 波となり、発
出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置は、それぞれ19都道府県と 8 県、まさにコロ
ナ列島の観を呈しています。初期にはインフルエンザや風邪程度という意見もあり、これほ
どのパンデミックになるとは考えず甘く見すぎていたことは否めません。手洗い、マスク着
用、「 3 密」の回避などの基本的な感染防御対策により、学院内で感染クラスターが発生しな
かったことは幸いでした。
　このウイルスがなぜこのように強毒になったのかについて、 2 つの要因が考えられていま
す。 1 つは、ウイルス RNA 遺伝子が増殖の過程で変異を起こしやすいことです。変異により
増殖力が強くなるばかりかウイルスの外殻にあるスパイクタンパク質の構造が変化し、免疫
により排除されにくくなるためです。もう 1 つの要因は、このウイルスに対する有効な治療
薬がないことです。インフルエンザのように効果の高い治療薬がないために新型コロナウイ
ルスは増殖を重ねるたびに変異を起こす結果になっています。今のところ唯一期待が持てる
のは予防薬としてのワクチンです。ワクチン開発には一般的に10年程度かかるのですが、世
界的な感染拡大と死者の激増から世界中がワクチン製造に尽力した結果、 1 年足らずで効果
の高いワクチンが実用化されました。従来の弱毒化ワクチンや不活化ワクチンとは異なる新
規の mRNA（メッセンジャー RNA）ワクチンであり、インフルエンザ不活化ワクチンの有効
率40－60％に比べ、90％を越える高い有効率を示しています。このワクチン 2 回接種により、
感染の主体であった高齢者の発症率や死亡率は著しく改善し、ワクチン接種していない若年
者層に感染がシフトしてきています。
　ワクチンの効果には「感染予防」「発症予防」「重症化の予防」がありますが、mRNA ワク
チンはそのどれにも高い効果を有しています。それでも副反応を心配してワクチン接種を躊
躇している人もあると思います。アレルギー体質など身体的問題のある場合を除いて、日本
人はこれまで歴史的にワクチンの副反応に過敏であることも確かです。厚労省は令和 3 年 9
月に mRNA ワクチンに関する誤情報を発表しました。①遺伝子組み換え技術が使われてお
り、ワクチン接種により遺伝子（染色体）に変化を生じさせる、②ワクチン接種が原因で多
くの人が亡くなっている、③ワクチン接種が不妊症や流産の原因となる、など10項目です。
しかしそのほとんどは科学的根拠のないものです。令和 3 年 6 月に米国疾病対策センターは
2,300万人の副反応データから、「アナフィラキシーなどの重篤な副反応の頻度は従来のワクチ
ンと同等」で100万人に数人程度しか発生していないと報告しています。したがって、新型コ
ロナウイルス感染による死亡や重症化のリスクを考慮すると、ワクチン接種によって得られ
るメリットのほうがデメリットよりもはるかに大きいと言えるでしょう。
　「若者はコロナにかかりにくいし、かかっても軽症ですむ」と思っているかもしれません。
しかし、たとえ軽症で済んでも味覚・嗅覚障害、頭痛、脱毛、全身倦怠感などの後遺症が長く
続くことも知られています。ワクチン接種は任意ですので強制されるものではありませんが、
コロナ禍を安全に乗り切るために正しい情報を得て自分自身で判断することが重要です。
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看護の基本となるもの

（一社）兵庫県歯科医師会
会　長　澤田　　隆

　一昨年 1 月15日に国内最初の新型コロナウイルス感染者が確認されて以来、まさに、コロ
ナ禍に翻弄され続けた 2 年間でした。
　多くの学生を預かる学院も、感染予防対策のため、校内の環境対策や講義や実習を始め多
く事業に影響が出ましたが、教務職員の大変な努力によりクラスター発生もなく、感染対策
下で無事入学式や卒業式、国試対策などを推進することができました。
　この長期にわたる未曾有の感染症は、人々の生活様式だけではなく、価値観をも変容させ
ました。すなわち、国民すべてが「普通に生活できることの有り難さ」と、「平素からの感染
症予防対策や自らの健康管理の重要性」を再認識させられた 2 年間でもありました。
　加えて、我が国の医療提供体制の実力などを知り、IT や AI の活用による新たな医療の未
来の姿を予知するまでになっています。
　特に、急速なる IT 化により、情報化が進み、対面でなくてもネットで検索すれば、病気
の種類やその治療法まで知ることができます。しかし、生じるリスクについての過剰なる情
報は患者さんの不安を増長させることにもなります。将棋の藤井聡太竜王は、AI はリスクの
ある差し手を選ぶことに迷いがないが、人間には自分の読みを信じてそのリスクを背負える
かどうか難しいと述べています。即ち医療において大切なのは「AI にはできない個々の患者
さんに寄り添って最善は何かという全人的な対応」が重要ということです。
　皆さんは「看護の基本となるもの」というヴァージニア・ヘンダーソンの本があるのをご存知
ですか。「アメリカの看護師で看護教育の指導者としてフローレンス・ナイチンゲールに次いで
世界でその名を知られている（jawp）」という看護師で、93頁からなる本を紐解くと、基本的看
護ケアの項に、看護師で実際に口腔衛生について知っている人は少ないとし、実際、患者の口腔
内の状態は「看護ケアの質」を最も良く表すもののひとつであるといっています。また、基本的
看護の構成要素の項では、看護師は患者の意識の状態やベッド上でとらねばならない体位がどう
であれ、患者の口腔と歯を清潔にする方法を知っておかねばならないと述べ、口腔清掃の手技や
器具、乾燥対応のクリームにまで言及しています。患者の欲求のアセスメントにはいろいろな能
力を必要とするが、中でも感受性・知識・判断力が要求されること、患者の個別の欲求に従い看
護のやり方を修正するには高度の能力が必要であること。有能な看護師は基本的看護ケアを行い
ながら、患者やクライアントの話に耳を傾け、患者やその家族の身になり患者の欲求を見定め、
有効な看護に不可欠な援助的人間関係をつくり上げること。と結んでいます。この本が出版され
て約30年が経過し、現在の看護師の口腔ケアに関する知識、認識も随分高まっていますが、口腔
環境を熟知している歯科衛生士の専門的口腔ケアには及びません。この文中の看護師を衛生士に
読み換えて下さい。参考となる事が多くあると思います。また今後の歯科保健医療においても生
かせる部分があります。しかし、何よりも兵庫県の健康長寿社会の実現に向けて、われわれ歯科
医療関連職種が一丸となって取り組まねばならないことは論を待ちません。
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いつもの通学路を見つめ直してみよう

副学院長・学科長　吉川　涼一

　JR・阪神の元町駅あるいは阪急花隈駅を利用して通学している人も多いだろう。いつもの
通学路を見つめ直してみよう。駅を出ると先ず目に入るのが兵庫県庁、つづいて兵庫県警察
本部。少し坂を上ると四

よのみや

宮神社が見えてくる。皆さんがよく知っている三宮の次の四宮。実
は神戸には一宮から八宮までの八つの神社があるのを知っているだろうか。五宮神社と七宮
神社は兵庫区、それ以外は中央区にある（六宮神社は八宮神社の敷地内にある）。三宮神社の
場所を知っている人はいると思う。神戸大丸の北東の信号の角にある。この神社は歴史に残
る大きな事件があった所だ。明治維新早々に三宮神社前で起こった神戸事件で、神戸は外国
軍により一時占拠された。その責任を一身に負い切腹した備前藩士 滝善三郎正信のおかげで
日本は植民地化せずに済んだという。
　神戸事件とは備前藩の隊列が三宮神社前を通りかかったとき、日本の規律を知らないフラ
ンス人水兵 2 人が制止を振り切って隊列を横切ろうとしたため、第 3 砲兵隊長・滝善三郎正
信が槍で切りつけた。これが発端となり当時兵庫開港を祝って集結していたアメリカ、イギ
リス、フランス軍と備前藩が生田川で銃撃戦にまで発展し、その日のうちに神戸中心部は軍
事占領された。明治政府初の外交問題となった事件である。
　さて学院近くの四宮神社は市

イチキシマヒメノミコト

杵島姫命、別名弁
ベンザイテン

財天（七福神の唯一の女神様）をお祀りし
ていて、学業成就・縁結び・恋愛成就・立身出世など学生諸君にはうれしいご利益もあるよ
うだ。一度はお参りしておこう。
　四宮神社を少し上がると相楽園の白壁が見えてくる。入口は南東角なので通学路からは中
が見えないが、約 2 万㎡の敷地には広大な日本庭園がある。道を挟んで相楽園の西側には関
西国際大学があり、坂のてっぺんに学院と兵庫県歯科医師会館がある。そしてその上には諏
訪山公園が広がり、急坂の上には諏訪神社がある。学院は文教地区のとても素晴らしい環境
に立地している。
　学院前のバス道を 2 ㎞ほど西へ行くと、平清盛が都を京から福原に移した理想郷、わずか
6 ヶ月の繁栄に終わった幻の都、福原京跡がある。バス停でいうと平

ひ ら の

野から石井橋にかけて
のあたり。いま残っているのは旧湊山小学校内にある清盛邸（雪

ゆきみのごしょ

見御所）の跡を示す大きな
石碑のみだ。
　学院周辺は名所旧跡が多く、環境の良さと共に素晴らしい場所に立地していることを覚え
ておいてほしい。
　この環境の地で学び、国家資格である歯科衛生士免許を取得した人は4,000人近く。高齢化
社会でこれからますます必要とされる職種だ。ひとりでも多くの歯科衛生士を世に送り出す
ことが学院の使命だが、年々18歳人口が減少するなか、今まで通りの学院運営方法で良いの
か議論を重ねているところだ。
　2020年の18歳人口は1,167,348人、予測では今から10年後の2031年には1,034,548人となり
11.4％の減少となる。大学、短大、専門学校それぞれの生き残りをかけたバトルがすでに始
まっている。
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＊梶原歯科医院

＜学院学会＞

私の働き方

＊入小　紗耶

　私は兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学
院を卒業し、今日まで姫路の梶原歯科医院に勤
務しています。卒後15年目を迎え、妻となり母
となり様々な生活環境の変化がありました。現
在私には 7 歳と 5 歳の 2 人の子どもがいます。
妊娠や出産を機に一時的に非常勤になりました
が、夫や私の両親、義母の助けもあり、 3 年半
ほど前から再び常勤として勤務しています。私
が梶原歯科医院に就職してから今日までどのよ
うに歯科衛生士の経験を積んできたのか、同期
である兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学
院36回生との繋がり、歯科衛生士の楽しさ、私
の働き方をお伝えしたいと思います。
　梶原歯科医院は、歯科医師 2 名、歯科衛生士
8 名、歯科助手 5 名で診療しています。有難い
事に私が 1 人目を妊娠したタイミングで産休育
休制度が導入されました。今、私は歯科衛生士
のチーフとして日々業務に励んでいます。
　仕事内容は様々で、メインテナンスや歯周基
本治療の歯科衛生士業務はもちろん、院長の治
療のアシスト（仮封除去、Tek 作製仮着、セ
メント除去、外科処置前のクリーニングなど）
をします。歯科衛生士学校から実習生が来てい
れば、日誌のチェックや 1 対 1 での症例ミー
ティングも行っています。近頃は同じ姫路市で
開業されている矯正歯科からの依頼で、矯正す
るにあたっての歯周基本治療を行い、長期間に

渡り矯正装置が入っても問題の無いように歯肉
の状態を整えています。
　勤務時間は 8 時30分から18時30分までで、帰宅
後は夕食を作ったり、小学 1 年生の娘の宿題の
チェックなどであっという間に時間が過ぎていき
ます。同じく仕事から帰宅した夫もできる範囲の
家事をしてくれ、助かっています。共働きなの
で、お互いに忙しくしていますが感謝の言葉を
忘れないように心掛けています。私が帰宅するま
で、子どもたちを家族がみてくれるからこそ私は
安心して日々仕事ができるのだと思っています。
　先程述べた矯正歯科からの依頼を受けた患者
さんを症例として紹介します。
　初診時17歳男性、叢生があり上顎右側犬歯の
唇側転位が著しいのがわかります。（写真 1 ）
主訴は歯磨き時の出血です。歯肉の炎症が著し
く出血排膿を伴っています。まずは問診を行い
患者の話を聞き、生活背景を想像します。

写真 1

　う蝕の治療歴はほぼ無く、食生活からもう蝕
のリスクは低いと判断しました。除石の経験は
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記憶に無いそうで、歯列不正も著しい為セルフ
ケアが行いにくい状況がずっと続いていたのだ
と思います。患者さんは物腰の優しい青年で話
もよく聞いてくれました。歯周基本治療では多
量の歯石を除去し、歯磨きの状態も確認してい
きました。初診から数ヶ月後、歯肉の状態も安
定してきた為矯正治療を始めてもらいました。
（写真 2）

艶や本来の歯の白さが戻ってくる為、患者さん
からも人気です。
　この矯正中の患者さんを担当して、目で見て
はっきりわかるほどの改善が見受けられた為、
この患者の人生の一部に寄り添い、歯科衛生士
としての使命を果たせたと思います。熟練した
技術が必要な TBI や SRP も患者さんの協力が
あってこそなので、この方を担当して自信に繋
がったと思います。
　卒業してから15年経った今でも当時仲良かっ
た36回生の友だちとはずっと親交が続いていま
す。梶原歯科医院は私の臨床実習先でもあった
のですが、ペアだった友だちとは同い年の子
どもがいる為、一緒に公園へ行ったり頻繁に
会っています。皆それぞれの道を歩んでいます
が、会った時には昔話に花を咲かせたり、お互
いの勤務先の話や、業務で「こんな時どうして
る？」など情報交換をしています。同じように
大変だった学生生活を歩んできた友だちは本当
に一生の親友です。（写真 4）

写真2

写真 4

写真 3

　現在この患者さんは大阪の大学へ進学し、
矯正歯科への受診のタイミングでメインテナ
ンスを行っています。メインテナンス、特に矯
正中の方に役立っているのが EMS 社のエアフ
ローⓇです。ブラケット周辺の頑固なプラーク
を短時間で丁寧に除去できます。その他インプ
ラントやセラミック、ステインの多い方に有効
です。（写真 3 ）エアフローⓇ使用後の歯面は

　最後になりましたが、歯科衛生士は私にとっ
てうってつけの仕事だと思います。初めは軽い気
持ちで入学しましたが、人生で 1 番勉強した 2 年
間でした。友だちにも恵まれ、尊敬する梶原先生
の下で仕事ができ、この先もずっとここで仕事が
できればと思います。（写真5）自分の居場所と
思える所ができました。そして何より私を待って
くれている患者さんがいるからこそ、やりがいを
持って、そしてこの人たちの口腔内を私が責任を
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持って守っていくんだと15年経ってようやくその
意味を理解してきたと感じています。
　時間はかかるかも知れませんが、歯科衛生士
という仕事は本当に長く続ければ続けるほど味
が出て来ると思います。これから歯科衛生士に
なられる皆さんに少しでも役立てればと思い今
回講演をさせていただきました。このような機
会を与えていただきありがとうございました。

写真 5
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＊木下歯科医院

＜学院学会＞

口腔機能訓練に関わる歯科衛生士の役割

＊山下　茉莉

　この度は学院学会での発表の機会をいただき
誠にありがとうございます。
　現在私は、神戸市垂水区の木下歯科医院で勤
務をしています。今年も 6 月に実習生を 2 名受
け入れ、実習生と共に学ぶ機会を得ました。
　今回は当院で行っている口腔機能訓練に関
わる歯科衛生士の役割をお伝えさせていただ
きます。
　口腔筋機能療法とは、口腔周囲筋（舌・唇・
頬などの口周りの筋肉）を強化し、正しく機能
させる事を目的とする療法です。口腔筋機能療
法は、英語で Oral Myofunctional Therapy と
いい略称でMFTと呼ばれています。（図 1）

　舌小帯付着位置異常については、舌運動に制限
がかかり、うまく飲み込めない、うまく発音がで
きないなどの症状が現れる場合がある為、訓練に
よってある程度改善する場合もありますが、ケー
スによっては手術が必要になる場合があります。
　後天的原因は、顎の異常な成長、外傷、口腔
習癖、乳歯の早期喪失と残存、う蝕、歯周病な
どがあげられます。（図 3）

図1

図 2

　はじめに、不正咬合の原因は先天的原因と後
天的原因に分けられます。先天的原因の中に
は、遺伝によるもの、口唇裂・口蓋裂、上唇小
帯・舌小帯付着位置異常などの先天異常があり
ます。（図 2）

図3

　バクシネーターメカニズムは頬筋機能機構と
もいい、歯は歯列の内側から働く舌圧と、口
唇・頬など外から働く筋の機能圧とのバランス
が保たれている所に並びます。このバランスが
崩れると歯並びは悪くなります。（図 4）
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によい影響を与えていきます。
　調和のとれた口腔周囲筋とはどういった状態
でしょうか？上顎の赤い印の部分をスポットと呼
び、上顎切歯乳頭の後方部の位置です。安静時や
正しい嚥下時に舌の先が触れる位置で、 MFT を
行う上で大切な位置になります。（図 6）

図4

図 5

　先ほど説明した、後天的原因の中にある口
腔習癖は、様々な種類があります。指しゃぶ
り、タオルや鉛筆などのものを咬む癖、爪を咬
む癖、唇を咬む癖、歯ぎしり、舌突出癖、口呼
吸、歯ぎしり、頬杖、睡眠態癖（横向き寝・う
つ伏せ寝）などです。（図 5）

　口呼吸については、単なる習慣的な口呼吸と
鼻咽腔疾患のために口呼吸を行う場合があり、
鼻咽腔疾患によるものは耳鼻咽喉科での対応も
必要になります。
　頬杖については、人間の頭は成人で約 5 キ
ロ、子供で約 3 キロの重さがあります。手で
顎を支えるとその部分に約 3 ～ 5 キロの圧がか
かる事になります。これらの癖によってバクシ
ネーターメカニズムのバランスが崩れてしまい
咬合の異常が引き起こされてしまいます。
　口腔習癖や口腔周囲筋の不調和はできるだ
け早期に改善をはかる事が望ましいとされて
います。なぜなら、無意識に繰り返している
事が多い為、習癖をやめるのは容易ではない
からです。
　口腔周囲筋の不調和を口腔周囲筋の訓練に
よって改善し、正しく機能させる事で咬合状態

図 7

①　舌の先は軽くスポットに触れる
　上顎切歯乳頭の後方部、赤い印の部分がス
ポットになります。舌の先が軽くスポットにふ
れ、舌全体が上顎に添うようにアーチを描いて
いる状態が正しい舌の位置になります。（図8)

図 8

図 6

　この 4 つの状態がバランスのとれた口腔周囲
筋の状態です。詳しく説明します。（図 7）
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②　口を閉じる
　口呼吸になると必ず口が開いてしまいます。
　口が開いている患者さんに「お口を閉じま
しょう」というと、口にぎゅっと力を入れて
閉じようとする方がいらっしゃいますが、力
を入れると口輪筋が過緊張の状態になります
ので、軽く閉じるようにします。（図 9）

分以下といわれています。TCH は何かに集
中した時にもおこりやすくなります。私もこ
の癖があり、意識して直すと以前より肩こり
と首こりがだいぶ楽になりました。今まで咬
んでいた、と気づいた方は歯と歯は合わさ
ない（咬まない）ように意識をしてみて下さ
い。（図11）

図9

図10

図11

図12

③　口を閉じている時、歯と歯は当たっていな
い状態です。「口を閉じる＝歯と歯があたっ
ている。（咬んでいる）」と思ってらっしゃる
方が意外と多いのですが、安静位空隙（フ
リーウェイスペース）といって約 2 ～ 3 ミリ
ぐらいの隙間があり上下顎の歯は接触してい
ません。（図10）

　歯と歯を合わせて、軽く咬んだ状態でも咬
筋が緊張します。歯と歯を合わせる（咬んで
いる）状態も長時間になると大きな負担にな
ります。
　通常、上下の歯は、会話や咀嚼、嚥下など
の機能時に瞬間的に触れ合うだけです。それ
以外に上下の歯を接触させる癖は、上下歯列
接触癖 TCH（Tooth Contacting Habit）と
呼ばれています。 1 日の歯の接触時間は約20

〈正しい嚥下〉について
①　口唇、歯を使って食物を口腔内に取り込

み、適量を噛み切ります。口に含んだ食物を
咀嚼して嚥下しやすい形態にし、食塊を形成
して舌の上に集めます。

②　舌の先はスポットにおき、上顎の前から後
ろへ押しつけながら舌の上の食塊を奥へ送り
ます。
　この時、臼歯を咬みしめ、咀嚼筋の緊張が
みられます。（図12）

③　臼歯を咬みしめて下顎を固定し、舌を上
顎に押し付けたまま舌の後ろ、上顎の後ろを
使って食塊をのどへ送ります。

④　嚥下反射によってのどから食道へ送られま
す。嚥下動作中は、上下口唇と表情筋の収縮
はほとんどみられません。（図13）
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〈誤った嚥下〉について
①　舌が前歯より前へ突出し食物を迎えにいき

ます。咀嚼時は唇が開いた状態で、舌を前に
出しながら咀嚼する為、口の周りに食片がつ
きやすくなります。

②　舌は上下の歯の間にあり、舌を挙上しない
まま食塊を奥へ送ります。（図14）

　人は一日600～2,000回無意識に嚥下をして
います。誤った舌の位置で嚥下を行うたび
に、舌で歯を押している事になり、バクシ
ネーターメカニズムのバランスが崩れ咬合に
異常がおこります。
（図 7 ）の状態を無意識でも行えるよう

に、口腔周囲筋の強化、口腔習癖の改善を目
指します。

　ここで、MFT のトレーニングメニューにつ
いて説明します。姿勢が悪いと、舌が前方位
になります。下顎の筋肉は首や背中などの筋
肉と連動しています。足をしっかり床につけ
る事によって姿勢が安定し、しっかり咬む事
ができます。トレーニングを行う時は、姿勢
を正しくして、足をしっかり床につけて行い
ます。

「スポットを覚える」
　舌の先をいつもつけておく位置を覚えます。
　上顎切歯乳頭の後方部、赤い印の所がスポッ
トです。
　鏡を見ながら大きく口を開けて割りばしなど
のスティックをスポットに 5 秒当てます。次に
スティックを離し大きく口を開けたまま、舌の
先をとがらせて 5 秒スポットにつけます。この
時舌の先を丸めないように注意します。舌の中
央部が持ち上がりにくい、舌を意思どおりに動
かす事ができない方は、舌の先が丸まってしま
い舌の裏側でスポットを触ってしまいがちにな
りますが、できるだけ大きく開けて、舌の先を
しっかりとがらせて行います（ 5 回ずつ目安に
行います）。

図13

図14

③　舌を上下の歯の間に挿入し、口腔周囲筋
を使って下顎を固定し、舌を前方へ突出さ
せて食塊をのどへ送り込みます。この時、
口腔周囲筋に強い緊張がみられます。臼歯
を咬合しない為、咀嚼筋の緊張がほとんど
みられません。

④　嚥下反射によってのどから食道へ送られま
す。この誤った嚥下は、乳児型嚥下といわれ
ており、舌を前方へ突き出すのが特徴で、哺
乳との関連を有する嚥下です。（図15）
　生後 1 年をすぎると乳児型嚥下は消失
し、成熟型嚥下（正しい嚥下）へとしだい
に変化していきますが、歯の萌出後も乳児
型の嚥下が長く続くと、舌の突出により切
歯が前方へ押されたり、開咬が発現する場
合もあります。

図15
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　小さい子供さんの場合は、保護者の方にス
ポットにスティックを 5 秒当ててもらいます。
（図16）

「舌の形を変える」
　舌の動きをよくして力をつけます。口は横
に広げたまま変えず、舌だけを動かします。
ファットタングは舌をたいらにします。スキ
ニータングは舌をまっすぐ前に出してとがらせ
ます。各 3 秒キープします（ 5 回を目安に行い
ます）。
　口は横に広げたまま変えずに、舌だけを動かすの
が難しく、舌をまっすぐ前に出してとがらせる時に
唇も動く方が結構いらっしゃいます。少しずつ練習
を行えば、上手くできるようになります。（図18)

図16

「スティックで押し合う」
　ティップアンドスティックは、舌の先とス
ティックで押し合います。舌の先と側方の力
をつけます。スティックを口の前で持ち、舌
の先を真っすぐにとがらせて 3 秒間強く押し
ます。そして 3 秒休憩（10回を目安に行いま
す）。
　舌は下向きにならないように、まっすぐ前に
出してとがった舌の形を変えずに押し合いま
す。
　ミッドアンドスティックは、舌の真ん中とス
ティックで押し合います。舌の中央を上に上げ
る力をつけます。
　口を大きく開けて、スティックを舌の真ん中
に置き、舌に力を入れて 3 秒間上に持ち上げま
す。スティックも舌と同じぐらいの力で下に押
します。この時、下顎は開けたまま動かさない
ようにします。舌の先で下顎前歯を前に押し出
さないようにも注意します（10回を目安に行い
ます）。（図17）

図17

図18

図19

「ポッピング」
　舌を上に持ち上げる力を強くします。舌の先
をスポットにつけます。そのまま舌全体を上あ
ごに吸い上げて、 5 秒キープします。そして
『ポン』と音を出します。
　舌の先はスポットにつけ、まるめない事。
　舌小帯をしっかり伸ばします（10回を目安に
行います）。
　上あごに吸い上げるのが難しい場合は『ポ
ン』と舌打ちから練習します。舌の先がスポッ
ト、舌全体が上顎の歯列弓にきちんと収まる状
態を目指します。（図19）
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　口唇閉鎖力測定器（りっぷるくん）は、口を
閉じる力を測定する事ができます。りっぷるボタ
ンをフロスに通して、りっぷるくんに装着しま
す。りっぷるボタンを中切歯と口唇の間に装着
し、口腔外にりっぷるボタンが引き出されるまで
牽引して測定します。複数回（ 3 回程度）測定し
ます。数値はＮで表示され、 1 Ｎ（102g）なので
約100gとして計算しています。
　測定後は口唇閉鎖力記録カードに数値を記入
して、患者さんへお渡ししています。自分がど
れだけ上達したかがわかるので患者さんのモチ
ベーションアップになります。（図20）

　結構硬めのグミなのでびっくりされる患者さ
んがいらっしゃいます。細かくするのに、時間
がかかりますが、子供さんは喜んでくれます。
　奥歯を使ってよく咬む事は大切ですが、最近
の食事は柔らかい食べ物が多く、習い事で時間
が無いなどの理由で早く食べる事で、咬む回数
が減ってしまっています。
　ガムは、ガムを奥歯で咬んでもらう事で、奥
歯を使う事をしっかり意識して、片方の歯でば
かり咬んでいる方も反対の方も使うように、両
方の歯でガムを咬んでもらいます。咬む事で唾
液の分泌も促進されます。
　フーセンガムは患者さんにガムでフーセンを
作ってもらいます。大人の方に、このガムを渡
すと「懐かしい！」とおっしゃる方や、「フー
センを昔は作れたけど今やってみると難しい」
とおっしゃる方もおられます。フーセンガムは
舌を沢山使って作る事になるので、楽しみなが
らトレーニングが行えます。（図22）

図20

図21

図22

　口輪筋トレーニング器具、りっぷるとれー
なーは、口輪筋を中心とした表情筋を鍛えて、
安静時に口唇が開いている状態を予防していき
ます。口唇閉鎖力測定器で数値が目標値より低
い場合に、りっぷるとれーなーを使用し、ト
レーニングを行います。
　使用方法は、リラックスして座った状態で、
奥歯を咬み合わせ、りっぷホルダーを歯にそわ
せて上下の唇ではさみます。唇を閉じて力をい
れ 3 秒間口から出ないように引っ張ります。そ
して、数秒間唇の力をぬきます。 7 ～10回を 1
セットとしてトレーニングを行いりっぷホル
ダーを歯にそわせたまま位置を変えて左側・右
側など各方向で 1 セット行います。（図21）

「奥歯でよく咬む」
　リカルグミはハード系のグミで、このグミを
前歯で咬み切ってから、奥歯でよく咬んで細か
くして、舌の中央に集めて飲み込む練習に使用
しています。

　私が MFT の指導を行って感じた事を 6 項目
あげてみます。
①　癖を直すのはとても難しい

　トレーニングに長い時間がかかり、せっか
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く直ってもまた元に戻る事もあり、根気よく
取り組む必要があります。

②　本人がしっかり自覚して行う事が重要
　いわれるがままトレーニングを行うのではな
く、この癖を直そうと本人が気付く事で、正し
い状態へ直そうという意識が非常に重要です。

③　子供さんは保護者の協力が必要
　「子供に任せています」とおっしゃる保護
者の方がいらっしゃいますが、そうではな
く、お家での MFT のトレーニングの確認
は必要です。褒めたり、励ましたり、声掛け
も大切です。保護者が協力して行っていく方
が、上達速度が上がります。

④　患者さんの性格を知っておく
　こんな事が好き、こういう事をいわれると
喜ぶなど患者さんの性格を知っておくと、
トレーニングメニューを考える時にも有効で
す。本人のモチベーションアップにもつなが
ります。

⑤　楽しくやっていく（得意な事を優先する）
　教本通りではなく、「これならできる」、
「これが好き」という内容を取り入れると
上達も早く、できる項目が増えていく事に
より、口腔周囲筋も強化され苦手だった事も
できるようになるケースがけっこうありまし
た。癖を直すは難しいのに楽しくないと続け
るのは厳しいと思います。

⑥　無理せずコツコツと続ける（継続は力なり）
　早く直したくて、患者さん本人が無理をす
る人がいますが、結局途中で挫折します。コ
ツコツと続けるのが大切です。「継続は力な
り」です。（図23）

　口腔筋機能療法は、小児から高齢者まで幅
広い年齢層が対象になると思います。矯正治
療と MFT の併用、MFT によって歯列不正
の原因を改善する事により矯正治療をスムー
ズに進め、矯正治療後の後戻りを防止し、維
持する為に重要です。乳幼児期の MFT、子
供の嚥下について、深く考えた事のある人の
方が少ないと思いますが、口腔機能の発達期
に正しい機能を獲得する事、乳児型嚥下から
成熟型嚥下への変化への過程はとても大切で
す。高齢者への MFTは、今、関心がもたれ
ているオーラルフレイル、口腔機能低下に対
して予防・改善が可能になると思います。
　現在、子供の口腔機能発達不全症、高齢者
の口腔機能低下症の指導は保険診療にも導入
されました。口腔筋機能療法は歯科衛生士の
役割のひとつとして、これから活躍の場を増
やしていくと思います。（図24）

図23

図24

　私は、木下歯科医院で勤務をするようにな
り、口腔筋機能療法を知り学びました。（図24）
左は講習会に参加した時にいただいた修了書で
す。勉強していくと、とても奥が深いものと感
じます。学生の皆さんは、新型コロナウイルス
の影響で臨床実習の場で、見学や様々な経験が
できる機会が制限され大変な時期に学生生活を
送っておられますが、様々な事に興味をもって
取り組んでいっていただきたいと思います。
　木下歯科医院では『SHIP』というスローガ
ンがあります。Smile（笑顔）、Hospitality（思
いやり）、Intelligence（知性）、Passion（情
熱）は頭文字を連ねると『SHIP』になりま
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す。患者さんへの最適な治療、口腔の健康を維
持・増進する為に、 4 つの言葉を胸に刻んで毎
日の臨床をすすめていこうというものです。
「木下歯科医院という船の乗組員として、各自
の持ち場（仕事）を責任をもって全うし、各セ
クションがしっかりと連携しないと船は目的地
に向けて前に進まない」というのが院長の口癖
です。木下歯科医院一同は、このスローガンを
守り、日々仕事に取り組んでいます。
　私は歯科衛生士になって、患者さんのお口の
健康の役にたてて患者さんから「ありがとう」
といわれた時に嬉しく思います。勉強は大変で
すが、色々な事を知っておくと自分の為にもな
り、患者さんへの指導に大変役に立ちます。他
の分野も含めて、学生の皆さんが様々な事に興
味を持ち、様々な事を学び、素晴らしい歯科衛
生士になられる事を祈っております。今回私が
お話しした MFT の内容は、ほんの一部にす
ぎませんが、学生皆さんの一助となれば幸いで
す。ありがとうございました。
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＜学院学会＞

　障がいは、病気や事故、加齢などで誰にでも
生じる可能性があるものだ。障がいには多くの
種類がある。今回、障がいサポーター養成講座
を受講し、私たちがどういった行動をすれば、
障がいのある方々が暮らしやすい社会になるの
かを考えた。
　障がいには、外見だけでは分からないものも
ある。私たちが気づくためには、障がいについ
て理解しなければならない。私には、障がいを
持っている妹がいる。脳性麻痺という病気で、
自分で歩いたり食事をすることができない。食
事をするときは、胃ろうという方法で栄養を摂
取している。胃ろうとは、おなかに開けた穴に
チューブを通し、直接胃に食べ物を注入する方
法だ。移動の際は、障がい者用バギーを使って
いる。また、言葉を話すことができないため、
表情や力の入り具合で言いたいことや、感情を
読み取らなくてはならない。常に体調を気遣
い、生活をする上で誰かの力を借りなくてはな
らない。私は、講座で観た DVD の中で、私の
妹と同じ脳性麻痺の子どもがいる保護者の方の
言葉が印象に残っている。「社会の一員として一
緒に頑張っていると思っていてほしい。」「笑顔
を見ると安心する。」「些細なことが幸せに感じ
る。」これらの言葉は私の妹への気持ちと重なる
部分があった。妹の笑顔を見ると私も幸せな気
持ちになり、言葉を話すことができなくても、
表情や仕草で気持ちを読み取っている。健康な
人が当たり前だと思っていること、当たり前に
できることが、私にとっては幸せを感じる。
　私は中学生の時、妹が通っていた特別支援学
校の運動会と文化祭を見に行ったことがある。
特別支援学校には、一人ひとり違った病気を抱
えている子どもたちがいる。運動会のリレーで
は、先生の力を借りずに自分の力で頑張って走
ろうとする姿を見て、感動し応援したくなっ
た。私の妹も運動会を思い切り楽しんでいる姿
を見て、私も幸せな気持ちになった。文化祭の
劇では、妹がセリフを言うシーンで、一生懸命
声を出そうとする姿を今でもはっきり覚えてい
る。また、私は妹を見て学んだこともたくさん
ある。妹がクラスの学級委員長に選ばれ、健常

学院学会　特別講演を聴講して

第52回生　有木　芽生

者と同じように自分の役割を果たしていると聞
き、私ももっと頑張ろうと思えた。「居るだけ
で人に力を与えることができ、笑顔にすること
ができる。」そういう力を妹は持っていると感
じた。妹にとって、障がいを持たれている方に
とって、より過ごしやすい社会になってほしい
と強く思う。しかし、まだまだ脳性麻痺につい
て知らない人が多いと感じる時がある。妹と一
緒にいた時、不思議そうな目でじろじろと見て
きたりする人がいる。それは、私にとっても妹
にとっても冷たく感じ、不快に思うことがあ
る。もっと多くの人に脳性麻痺という病気の事
を知ってほしい。
　このように、私が今回取り上げた脳性麻痺だ
けでなく、もっと普段の生活で手助けを求めて
いる人がいるはずだ。そこで、私たちは、困っ
ている障がいのある方を見かけたら、「大丈夫
ですか。」「お手伝いしましょうか。」と声をか
けることが大切だ。また、より多くの障がい
について理解し、外見では分からない障がいで
も、その方が話しやすい空間を作ってあげるこ
とも大切だ。今回の講座を受けて、障がいのあ
る方に不安を与えないような接し方を心掛ける
ことや、私たちも障がいを持たれている方も笑
顔でいることの大切さ、聴覚に障がいのある方
には手話や口話など、伝えるための工夫をする
ことを学んだ。歯科医院に勤めた際に、障害の
ある患者さんが受診された時にはぜひ実践して
みたい。また、障がいのある方を見かけたら積
極的に声掛けをしたい。
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＊神戸市立こうべ市歯科センター

＜学術論文＞

口腔保健（歯科）センターの役割

＊道満　朝美

　障害者歯科医療体制における 2 次医療機関で
ある口腔保健（歯科）センターの概要と、口腔
保健（歯科）センターでは実際どのような事業
を行っているかについて神戸市立こうべ市歯科
センター（以下「こうべ市歯科センター」）を
例にお話致します。

1 　口腔保健（歯科）センター
　都道府県及び郡市区歯科医師会や自治体が
運営する口腔保健（歯科）センターは、全国
に355か所設置されています（2018年 3 月現
在）1)。これらのセンターでは、障害者診療、
休日診療、夜間診療、歯科訪問診療などの診療
業務や健診業務、相談・指導業務などを行って
います。147か所（41.4％）の施設で障害者歯
科診療を行っており、50か所の施設で全身麻酔
の設備を有しています 1)。

1 ）口腔保健（歯科）センターの役割（図1 )
　我が国の歯科医療体制は、 1 次医療、 2
次医療、 3 次医療に分かれています。障害
のある人であっても住み慣れた地域でかか
りつけ歯科を持ち、口腔の健康管理と治療
の提供を受けることが基本です（地域包括
ケアシステム）2)。しかしながら、歯科診
療所（ 1 次医療）に通院できない人や有病
者など特別な配慮が必要な人たちもいま
す。口腔保健（歯科）センターでは、そう

いった方々に歯科医療サービスを提供して
います。
　また、普段の健診や口腔ケアはかかりつ
け歯科（ 1 次医療）で行い、治療が必要
となった場合は口腔保健（歯科）センター
（ 2 次医療）で対応し、より専門的な治療
が必要となった場合は口腔保健（歯科）セ
ンターから病院歯科（ 3 次医療）へ紹介す
るといった医療連携を取り、患者さんに適
切な歯科医療を提供することも口腔保健
（歯科）センターの役割のひとつです。
　口腔保健（歯科）センターは、歯科治療
や医学的管理が比較的難しい患者さんの診療
を行うだけでなく、障害のある人が地域の歯
科診療所で必要な歯科医療や歯科管理を受け
られるように、かかりつけ歯科医に障害者歯
科研修を行う役割も担っています 2)。

図 1　口腔保健（歯科）センターの役割

2 ）病院・歯科診療所などとの連携
　254か所（71.5％）の口腔保健（歯科）
センターで歯科診療所と患者情報などの共
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有や紹介などの連携を取っており、242か
所（68.2％）の口腔保健（歯科）センター
で 3 次歯科医療機関（病院歯科など）と連
携しています 1)。

3 ）施設従事者の状況
　口腔保健（歯科）センターでは、常勤歯
科医師、歯科医師会会員からの協力医、
病院歯科・大学病院歯科からの派遣医と常
勤・非常勤歯科衛生士が診療に従事してい
ます。また、なかには看護師、医師（歯科
医師以外）、管理栄養士、歯科技工士など
様々な人たちが在職している施設もありま
す 1)。

2 　こうべ市歯科センター
　こうべ市歯科センターは、2004年 4 月神戸市
長田区に開所しました。開設者は神戸市で、公
益社団法人神戸市歯科医師会が指定管理者とし
て管理運営しています。
　「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サービスを提
供する」との理念のもと、歯科医師、歯科衛生
士、看護師がチームで診療を行っています。

1 ）対　象
　歯科受診に際し、特別な理解と支援を必
要としている人が対象です。自閉スペクト
ラム症などの発達障害、知的能力障害や統
合失調症などの精神障害、身体障害のある
人だけでなく、有病者（歯科以外の他科の
疾患を併せ持つ人）や歯科治療恐怖症、異
常絞扼反射など、何らかの理由で歯科診療
所の受診が困難な人を幅広く受け入れてい
ます（表 1）。

2 ）診療内容
　外来では、一般歯科治療、行動療法や体
動コントロールなどの行動調整法と視覚
支援を用いた歯科治療及びトレーニング、
モニタリング下での歯科治療を行っていま
す。外来で診療を受けることが困難な患者
さんに対しては、精神鎮静法や全身麻酔下
での歯科治療を行っています。

3 ）障害者歯科で用いる行動調整法
　行動療法は、患者さんの不適応行動は学
習によってつくられているので、学習に
よって不適応行動を改善することが可能と
いう考え方に基づいて、様々な技法を応用
して患者さんを適切な行動へ導く方法で
す 3)。不適応行動を起こす要因として、見
通しがつかないことに対する不安感や過
去の歯科治療経験による恐怖感や緊張、感
覚過敏による反応などが挙げられます 3)。
歯科でよく用いられる行動療法は TSD 法
（Tell-Show-Do）、オペラント条件付け、
系統的脱感作法、カウント法などで、これ
らの方法を組み合わせて患者さんに応用し
ます。
　歯科診療中に生じる体動には、主に脳性
麻痺のある人にみられる不随意なもの（自
分の意思とは関係なく動いてしまう）と主
に知的能力障害のある人にみられる随意な
もの（診療拒否によるもの）があり、不意
な体動による事故を防ぐため、必要に応
じて体動抑制を行います 3)。体動のコント
ロールには、徒手によるもの、タオルで身
体を包み込むもの（ラッピングテクニッ
ク）、抑制具を用いるものなどがあります

表 1　こうべ市歯科センター障害別受診者の状況（2019年度）
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が、いずれにおいても患者さん本人と家族
の心理面へ配慮すること、一方的な強制・
抑制治療とならないこと、痛みを与えない
よう最大限に注意すること、保護者に体動
コントロールの必要性と得失について十分
に説明し同意を得ることが不可欠です 3)。

4 ）視覚支援
　知的能力障害や自閉スペクトラム症の患
者さんが不安や混乱なく予定通りに行動
できるように、イラストや文字、実物を用
いて場所や空間の持つ意味・予定などを視
覚的に提示する方法です 3)。当センターで
は、各チェアーをロールスクリーンで仕切
るなど患者さんが落ち着ける環境を整備
し、足形で患者さんの立ち位置や座る位置
を示しています（物理的構造化）。また、
診療手順の通りに並べた絵カードを準備す
る、器具を手順の通りに並べて患者さんに
説明してから診療を始めるなどの歯科治療
手順のスケジュール化も行っています。

5 ）モニタリング
　歯科治療を受ける患者さんは、治療に対
する不安や恐怖といった精神的ストレス、治
療に伴う痛みや長時間の開口維持といった肉
体的ストレスにさらされています 4)。そこに
局所麻酔など薬物の効果が合わさって生体反
応が引き起こされます。この生体反応が、患
者さんの身体が持っている耐久力（予備力）
を超えてしまうと、病的な反応（全身的偶発
症）が起こります。有病者や高齢者は予備力
が低く、全身的偶発症が起こると重篤化しや
すいため、注意が必要です。私達医療者側
は、患者さんは抜歯や局所麻酔などの処置時
に大きなストレスを感じていると考えがちで
すが、患者さんは根管治療（綿栓交換）や補
綴装置合着といった治療時にも術者が想像し
ている以上にストレスを感じているという報
告が出ています 5)。

図 2 　足型でデンタルチェアーに座る位置を示す（物理的構
造化の例）

図 3　絵カードで診療手順を示す（スケジュールの構造化の例)

図 4　歯科診療の患者さんへの影響

　バイタルサイン（生命兆候）は「意識」
「呼吸」「血圧」「脈拍」「体温」を意味
し、これらを観察（モニタリング）する
ことで全身状態に関する情報を客観的に把
握することができます。歯科治療中に患者
さんのバイタルサインを監視（モニタリン
グ）することは、全身的偶発症の予防と予
兆の早期発見、発生した時の迅速な状況把
握と対応に大変重要です。

6 ）日帰り全身麻酔
　全身麻酔は、手術（治療）による精神的
ストレス、身体的ストレス、痛みから患者
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さんを守り、全身状態を良好に維持する方
法です。全身麻酔を行うことによって、患
者さんは痛みを感じず（鎮痛）、不安や怖さ
を感じず（鎮静）、不意の体動なく（不動）
身体にとって有害な自律神経系の反射も抑
制された状態（有害反射の抑制）で治療を
受けることができます（麻酔の 4 要素）。
　日帰り全身麻酔下歯科治療の適応は、歯
科治療に対し協力性が得られない場合、著
しい不随意運動がある場合、精神鎮静法で
は管理が困難な場合、治療内容が複雑で多
数歯の治療が必要な場合、局所麻酔薬アレ
ルギーがある場合などです 5)。しかし、ど
んな患者さんでも日帰り全身麻酔の適応と
なるわけではありません。日帰り全身麻酔
では、患者さんは当日自宅から来院し治療
が終わると帰宅します。そのため、患者さ
ん側には、全身状態が良好であること、気
道確保が容易であること、術前術後指示を
守ることが可能であること、責任能力のあ
る成人の付添い者がいること、自宅で患者
さんを介護できる人がいること、術後合併
症が発生した場合に速やかに再来院できる
または近くに救急で受診可能な病院がある
ことなどが求められます 6,7)。また、術者
側の条件としては、治療時間が比較的短時
間であること、治療の侵襲が大きくないこ
と、後出血などの術後合併症を起こす可能
性が低いことなどが挙げられます 6)。

7 ）当センターでの歯科衛生士の役割
　障害者の診療では、歯科衛生士は患者さ
んと接する時間が長いといわれています 8)。
歯科衛生士が細やかに患者さんと接すること
で、患者さんや付添者と信頼関係を築き、日
常生活での様子や全身状態、常用薬の服薬状
況など重要な患者情報を得ることができま
す。当センターでは、患者さんが来院した時
にまず歯科衛生士が問診と体調確認を行い、
診療室への入室・退室にも付添います。問診
で聞き取った内容は、歯科衛生士、歯科医
師、看護師で共有し歯科衛生士業務記録簿に

も記録して、個々の状況に応じた患者対応や
診療に活かしています。
　また、トレーニング時にも歯科衛生士は
大きな役割を果たしています。患者さんは、
診療室で口の中を診ようとする先生（歯科医
師）を警戒しても、待合室で患者さんと話を
して一緒に入室したスタッフ（歯科衛生士）
には心を開き、スムーズにブラッシングなど
を受入れることがあります。そういった場合
には、歯科医師の指示のもと歯科衛生士が主
体となりトレーニングを進めます。歯科衛生
士は、患者さんそれぞれの特性にあったト
レーニング方法やブラッシング指導（TBI）
を工夫して行います。
　当センターには、全身疾患のある人がた
くさん来院しており、患者さんの全身状態
と歯科治療内容によっては、モニタリング
下に診療を行います。また、薬物学的行動
療法を行う時にはモニタリングを必ず行い
ます。モニタリング時や全身麻酔/精神鎮
静法時には、歯科衛生士は看護師と共に血
圧計や心電計、パルスオキシメーターなど
のモニタ装着を行い、全身状態に配慮した
診療補助を行います。早期に患者さんの状
態に気付き、適切な対応を迅速に取るため
には、歯科衛生士も全身管理の知識をもつ
ことが不可欠です。

8 ）研修会
　臨床研修会、こうべ市歯科センター・診
療所間連携に関する研修会、障害者歯科医
療研修会など障害者歯科に関連する研修会
を開催しています。

9 ）施設訪問（歯科健診・歯科保健指導）
　療育センター、支援学校、障害者入所施
設での歯科検診と歯科保健指導を行ってい
ます。

3 　まとめ
　口腔保健（歯科）センターは、地域の障害者
歯科医療の拠点として様々な事業に取り組んで
います。各施設での学生臨床実習は、診療業務
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中心となりますが、患者さんとのコミュニケー
ションの取り方や、歯科医師や歯科衛生士がど
のようなことに気をつけて診療を行っているか
など、歯科治療だけにとらわれず、様々なこと
に興味を持って取り組んで欲しいと思います。
また、近年、歯科医師国家試験に心電図読解の
問題が出るなど、全身に関する知識を持つこと
が歯科医療職に求められています。モニタリン
グを行う患者さんに出会った場合は、どのよう
な疾患があって、何を観察するために生体情報
モニタを装着しているのかを考え、また、治療
時の注意点や偶発症が起こった場合の歯科衛生
士としての対応などを知る機会と捉え、実習に
取り組んで下さい。歯科衛生士としてのキャリ
アの中で、口腔保健（歯科）センターと関りを
持つのは学生臨床実習の時だけ、という方もい
ると思いますが、様々な背景をもつ患者さんに
接する良い機会として積極的に学び、歯科衛生
士のキャリア形成に活用して下さい。
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＜歯科衛生士会＞

県下すべての歯科衛生士及び学生への情報配信に向けて
～歯科衛生士養成機関との連携強化及び学生会員情報～

＊高橋　千鶴

　兵庫県歯科衛生士会では、兵庫県下の歯科衛
生士養成機関の 6 校と連携を図っています。
　県下では、今年新設校が開校し、来年、再来
年と開校するとの情報があります。今後ますま
す歯科衛生士が増えることが予想され、歯科衛
生士養成機関との連携強化が必要になってきて
います。
　養成機関との連携強化については、講師依頼
や主な行事への協力、市町などからの職員採用
情報などについても配信を行っています。
　昨年、全国に先駆けて創設しました「兵庫県
歯科衛生士センター」については、全養成機関
に伺い、学生及び同窓会の皆様の登録に向けた
協力依頼をさせていただきました。すでに、学
生の登録者も増えてきています。
　このたび、兵庫県歯科衛生士会 HP をリニュー
アルし、兵庫県歯科衛生士センター HP も新しく
開設しましたので、引き続き登録へのご協力をお
願いいたします。
　学生の方々には、毎年 6 月頃に、 2 学年を対
象に学生会員の入会を募っています。
　学生会員は、全国規模でそれぞれ活動をして
います。主な特典は、兵庫県歯科衛生士会主催
の歯科衛生学術研究会での発表や歯科衛生学術
フォーラムへの参加、地域イベントへの参加、
研修会などに参加することができます。
　昨年は、歯科衛生学術研究会は、コロナ禍
で、中止しましたが、毎年、各養成機関から学

生ならではの発想による演題発表をしていただ
き、会員にとっては新鮮であり刺激を受ける研
究会となっています。
　また、情報は、兵庫県歯科衛生士会は兵衛学
生だよりの配付、日本歯科衛生士会は学生だよ
り、歯科衛生だより、日本歯科衛生士雑誌を配
付しています。全国の学生会員とのネットワー
クを通じて、学ぶ歯科衛生士を目指す学生のよ
うすを知ることができ、学生会員証の発行も
行っています。
　卒業時には、会長表彰の受賞対象となり、優
秀な学生会員へは、日本歯科衛生士会会長及び兵
庫県歯科衛生士会会長表彰を授与しています。
　卒業後の歯科衛生士免許の取得時に、当会に
移行する場合は、 2 年時からの入会者は、入会
金から2,000円が免除されます。日本歯科衛生
士会の入会金も全額免除されることになってい
ます。
　昨年から今年にかけて、コロナ禍の中での、
センターの立ち上げや研修会のリモート開催へ
の切り替えなどさまざまな制限下で厳しい状況
がありましたが、研修会の開催回数及び受講者
数は、いずれも全国一の結果となりました（日
本歯科衛生士会調査結果）。
　昨年度は、兵庫県からの助成を受けて県下どこ
でも受講できる体制に整えることができました。
　今年度は、兵庫県内の全ての歯科衛生士およ
び学生を対象に、神戸支部（兵庫県歯科医師会
館）・中播磨支部・但馬支部でのサテライト開
催を予定していますのでご期待ください。兵庫
県歯科衛生士センター HP でご確認の上、是非
ご参加ください。

＊（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」会長就任のご挨拶

＊竹内　知恵

　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院の
皆様におかれましては、同窓会むつみ会の活動
への多大なるご支援、お力添えをいただき厚く
お礼申し上げます。
　令和 3 年度よりむつみ会会長を務める事とな
りました。長きにわたり同窓会運営にご尽力を
いただいた前役員理事の皆様より引き継いで新
体制で継続してまいります。私自身20年振りの
会長という大役に、身の引き締まる思いでおり
ます。同じ歯科衛生士のさまざまな世代の方々
に出会えるという喜びと、必要として下さった
事に感謝し、少しでもお役に立てるよう新役員
理事一丸となって邁進していく所存です。
　同窓会むつみ会は昭和47年、第一回卒業生の
29名から始まりました。本年、令和 4 年には創
立50周年という記念すべき年を迎えます。その
間に会員数は3,800名を越えるまでになりまし
た。会員の年齢層は幅広くなり、活躍する場は
歯科診療所、病院、市区町村、介護保険施設、
歯科衛生士養成学校、事業所と多岐にわたりま
す。この50年で歯科衛生士を取り巻く環境は大
きく変わって来たと思います。私は学院を卒業
して以来35年間臨床に携わってまいりました。
歯科から口腔そして全身への健康とより深い専
門性と広い視野を持つ事が求められ歯科衛生士
の役割はさらに重要になって来ていると実感し
ております。むつみ会はそれぞれのステージで

活躍されている卒業生の皆様が親睦を深めお互
いに刺激し合える、そして時には懐かしく集え
る開かれた場でありたいと思っています。ま
た、母校の発展に貢献し、学院在校生の皆様の
お役に立てるよう努めてまいります。
　令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症拡大
の影響で、同窓会活動はほとんど行えておりま
せん。年に一度の研修会をも開催できていない
状況で会員の皆様が集える場を提供できず残念
でなりません。一日も早く日常が戻り、研修会
ができる事を切に願っています。
　新型コロナウイルス感染症が終息し、平穏な
日常が戻りましたら、50周年という節目を祝う
記念式典及び記念講演会が行えないものかと、
役員理事一同で模索中です。詳細は決まりしだ
い早急に会員の皆様にお知らせします。
　最後になりましたが、今後ともむつみ会への
変わらぬご支援とご協力を賜りますよう心より
お願い申し上げます。

＊むつみ会　会長
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＜講師の抱負・紹介＞

生理学は基礎系？臨床系？

生理学・口腔生理学担当　森　　明彦

　2021年 4 月より平野先生の後を引き継いで生
理学、口腔生理学の講義を担当させていただく
ことになりました森 明彦です。大阪市で歯科
医院を開業しており、日々多くの患者さんを診
療しています。
　私は大阪歯科大学大学院で生理学講座前教授
西川泰央先生にご指導いただき神経生理学を学
びました。生理学はいわゆる基礎研究に属す
る学問で、日々臨床を行う先生方のなかには
「基礎系？臨床には役に立たないね。」と思わ
れることがあります。皆さんはこれから国家試
験に合格後、大多数が歯科衛生士として臨床現
場で患者さんの苦痛を取り除き、社会生活や健
康的な生活への復帰の手助けを行う医療従事者
の一員になります。しかし私たちは臨床分野
の知識や技術の習得を深めるだけで良いので
しょうか？
　私は大学院で咬筋や舌筋の痛みを伝える神経
がどのような経路をたどり、延髄や脳に情報を
伝達しているのか研究していました。「歯科医
師が脳の研究？？」と思われるかもしれませ
ん。しかし研究の結果、筋肉の痛みが延髄や脳
に伝達され、これを受けるニューロンが歯やそ
のほかの顔面の痛みの伝達も受ける場合がある
ことがわかりました。例えば「奥歯が痛むよう
に感じていることが、実は筋肉（咬筋）の痛み
が原因だった」という事も一つの例です。
　これらの研究は、従来の歯科的な手法では解
決困難な症状を訴える患者さんに生理学的なア
プローチを用いることで、その原因を解明し、
苦痛を軽減できることを気付かせてくれまし
た。つまり生理学は基礎系の顔を持った超臨床

系学問なのです。
　私たちが扱う口腔諸器官は消化器系に属して
います。生理学で扱う、咀嚼、嚥下、発音や顔
貌の形成、感覚の伝達などはヒトが生きていく
ために大きな役割を果たしています。一般生理
では全身の機能について学習し、口腔生理では
専門分野の顎顔面についてさらに深く学習を進
めます。学習を進めるにつれ、ヒトの体がいか
にうまく連携して機能しているかという驚きに
満ちた世界を探索することになるでしょう。
　多くの皆さんがお務めになる歯科医院は他の
医療機関とは異なり、患者さんにとって通いや
すい身近な医療です。私たちのクリニックで
も、治療中に口腔メンテナンスの話以外にも、
患者さんから他の病気に対するアドバイスや意
見を求められることが多くなっています。それ
は私たちを医療従事者の一人として患者さんが
頼りにしてくれている証です。そんな時に口の
こと以外は全くわからない、理解ができないこ
とは残念なことです。
　そこで生理学の出番です。生理学や口腔生理
学で習う事は、歯科医療を通して口腔の疾患を
予防あるいは治療してその正常な機能を回復す
る事や、口腔疾患に起因する全身の機能異常あ
るいは全身疾患による口腔の機能異常を正常な
ものとすることにつながります。生理学的な知
識を身に付けた、頼りになる歯科衛生士さんは
患者さんからも大人気となること間違いないで
しょう。
　生理学、口腔生理学の講義が、口腔に始まる
全身の健康に対する広い視野、知識を深める有
意義なものとなれば幸いです。
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＜講師の抱負・紹介＞

歯科医療倫理を講義するにあたって

歯科医療倫理担当　森本　誠一

　前任の樫 則章先生より引き継ぎまして、2021
（令和 3 ）年度から歯科医療倫理を担当させて
いただくことになりました森本誠一です。
　関西にある大学や専門学校で倫理学の講義を
担当しておりますが、思えば、はじめて教壇に
立ったのは大阪にある歯科衛生士養成の専門学
校でした。その学校ではいまでも授業を担当し
ておりますが、非常勤講師というのは学生のみ
なさんが卒業したあとに活躍している姿を知る
機会がなかなかなく、定期健診で歯科衛生士の
みなさんのお世話になるたびに「みんな元気で
やっているかな」という思いがよぎります。
　医療倫理の問題は、教室で授業を受けている
ときよりも、現場に出たあとさまざまな困難に
直面するなかで、じわじわとその必要性が感じ
られるようになってくるものです。それだけ
に、教室で倫理学のたいせつさを学生のみなさ
んにお伝えするのはなかなか難しいなと、教師
は教師の現場である教室の中で日々もがきなが
ら苦しんでいるところです。
　さて、私たちを取り巻く環境は目まぐるし
い変化を遂げています。とりわけ情報通信技
術（ICT）をめぐっては、新しい技術を習得す
るが早いか別の新しい技術が登場し、せっかく
習得した技術もいつしか時代遅れのものになっ
ている、といった具合です。そのため、SNS
（ソーシャルネットワーキングサービス）など
の新しいサービスが登場したときには、まずは

使ってみて、試行錯誤しながらその技術的特性
を理解するということが当たり前のようになっ
てきました。しかしそのことは、トラブルに巻
き込まれてようやくことの重大さに気づく、と
いう不幸な事態を生み出すことにもなりまし
た。たしかに、技術が進歩したことで便利に
なったことは数多くありますが、それと同じく
らい注意して気をつけなければならないことも
増えました。
　専門職たる歯科衛生士として、患者に寄り
添った口腔ケアを提供していくことはいうま
でもありません。そのために必要な態度や考え
方を歯科医療倫理の授業を通してみなさんにい
くらかでも伝えていけたらと思っています。ま
た、これからは個人情報の管理やプライバシー
の保護、守秘義務の遵守など、これまで以上に
気をつけなければならないことが少なくありま
せん。こうしたことについても、必要な知識と
具体的な対策を情報倫理という観点から伝えて
いけたらと思っています。
　最後になりますが、学生のみなさんが歯科衛
生士として必要な知識や経験を習得し、立派な
歯科衛生士として学院を巣立ち、将来的に社会
で貢献できるようになるためのお手伝いができ
ることをたいへんうれしく思います。微力では
ありますが、少しでもみなさんのお役に立てれ
ば幸いです。
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COVID-19 と共に変わる教育現場

教務副主任　肥塚　美奈子

　“COVID-19”を初めて耳にしてから、 2 年
が経とうとしています。これまで世界各国で日
常生活を取り戻すため、国民を挙げ自粛や感染
対策に勤しみ、それだけではこの脅威からは逃
れられず、今では新たな日常を作ろうと発想の
転換を考えるようになってきました。教育現場
も同様で柔軟性を持ち、歯科衛生士に於いては
さらに専門性の向上が求められています。そこ
で今回は、昨年度 1 年間の本学院の実情から①
講義　②臨床実習　③国家試験について現状を
述べたいと思います。
①　講義：今年度 4 月からは基本的に対面講

義を実施。特に52回生（新入生）は 4 /30～
5 / 9 までの緊急事態宣言発令による休校以
外は、現在まで対面講義。 5 月の 2 ・ 3 年
生は、Web 講義実施可能な科目は極力 Web 
を活用し、学年をまたいでの接触をできるだ
け避けることで、感染リスクを下げるように
しました。講師の先生方には、その都度柔軟
にご対応いただき深謝申し上げます。このよ
うな中、新たな対面講義形式が講師の先生の
工夫で行われるようになりました。Web 会
議システムを使用し、「挙手」機能にて学生
の理解度を確認したり「チャット」で質問を
受付たり、「対面講義だから見てわかる」で
はなく、聴講する学生が積極的に講義に参加
し、意欲の向上へ繋がっています。先生方の
熱意が今までにない形式へと変化をもたらし
てくださっています。

②　臨床実習：今年度も 6 月からの臨床実習
本実習は、昨年度に続き見学実習にてスター
トしました。しかし、実技の習得と with コ
ロナの観点から 9 月からは指導歯科医師・歯

科衛生士の指導のもと、アシスタントワーク
などできることは実習させていただくことと
しました。この直接介助実習に際し、従来の
防護具（マスク・グローブ・ゴーグル・フェ
イスシールﾄﾞ）の他、各実習先で必要なＮ95
マスクやビニールエプロン・ガウンなどを確
認、準備すると共にＮ95マスクなど今まで使
用したことのないものは、正しい着脱・廃棄
方法なども訓練し臨みました。今後の医療現
場では、感染対策の理解と実践は必要不可欠
なものとなることは言うまでもありません。
最新の情報収集を怠らないよう努めなければ
ならないと考えています。

③　国家試験：昨年度は、COVID-19 の影響で
試験会場の変更や当日の流れなど今までにな
い状況下で実施されました。受験する学生た
ちが不安にならないよう、教員も様々なシー
ンを想定し当日臨みました。今年度も感染状
況により急遽変更されるかもしれない事態に
備え、柔軟な対応ができるようにしておくこ
とが必要だと考えています。歯科衛生士国家
試験も第30回を終え、変革の時を迎えるかも
しれないとも感じています。

　終わりにあたり、今は「今までの日常」も
「新たな日常」も回復・確立していません。し
かし、ポストコロナの到来に向け、さらに日々
の生活から医療人としての意識を持ち、行動で
きる学生を育成することが必要であると感じて
います。そして、困難な中でも変わらない教育
と柔軟に変える教育を見極め、学生たちが口腔
のプロフェッショナルとして成長できるよう教
員一丸となって努力して参りたいと思います。

＜専任教員＞
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＜専任教員＞

専任教員になって

専任教員　岩城　万希子

　令和 2 年 8 月より自身の母校である本校の専
任教員となりました。前職の歯科医院ではチー
フ歯科衛生士としてたくさんの患者様と接し、
根管治療のエキスパートであるドクターの指導
の下、先進的な治療方法に接する機会を得て歯
科衛生士としてのやりがいを感じながら勤務を
続けていました。卒後11年の歯科医院勤務から
母校の専任教員への転職のきっかけは、平成30
年に本校で行われた学院学会の場で講演させて
いただいたことでした。初めての講演というこ
とでかなりの時間を掛け準備を進めていったの
ですが、当日まで全く手応えを感じることがで
きないまま講演に臨むことになりました。しか
し、緊張した声で話す自分の拙い講演にも真剣
な眼差しで聞き入ってくれる学生たちの姿に、
自身の学生時代の姿を見たようで、将来に向け
頑張っている彼女たちの力になりたいと感じる
ようになりました。その後は勤務先医院で担当
していた本校学生の実習指導にも力が入るよう
になり、もっと本格的に彼女たちのサポートが
できればという思いが強まっていきました。そ
んな中、専任教員募集の機会をいただき、晴れ
て専任教員としてのスタートを切ることがで
きました。
　どちらかというと口下手で、これまで大勢の
人前で話をする機会もありませんでしたが、将
来に向かって勉学に励む学生たちをしっかりサ
ポートして、歯科衛生士として無事に巣立つ事
ができるよう、なんとか力になってあげたいと
いう思いには自信があります。担当の歯周病予
防処置という科目は、今までの実務経験が一番
活かせる分野だとは思うのですが、自分の知識
と技術を少しでもわかりやすく伝えるため、今
はまだまだ試行錯誤の真最中です。教員になっ

てまだ 1 年と数ヶ月ですが、一番難しいと感
じたのは人に伝え理解してもらうという事でし
た。伝えるだけ、説明をするだけというのでは
教員としての役割を果たしたとは言えず、今ま
での経験も違えば考え方も年齢も理解力もそれ
ぞれ違う、多くの学生全員に理解してもらえる
ように説明をすることが、こんなに難しく奥が
深いのかと痛感させられることばかりでした。
先輩教員から色々とアドバイスをいただくもの
の、実際やってみると準備不足な部分が浮き彫
りになったり、時間配分が合わなかったりと上
手くできないことばかりでした。今後この失敗
を糧に、より理解してもらいやすい講義ができ
るよう、学生たちから信頼してもらえる教員に
なるべく、自分自身も成長していきたいと思っ
ています。
　ただ、教員という仕事は大変なことばかりで
はありませんでした。昨年の 3 年生を国家試験
会場に引率した際には、もっと頑張らなければ
と強いやる気をもらいました。私自身、国家試
験を受験したのはもう15年前の事でしたが、当
時の自分の気持ちと、心配する母親のような気
持ち、そして担当教員の気持ちの三者の気持ち
が入り混じったような不思議な思いで学生たち
の合格を祈りました。またその後の卒業式では
無事に巣立っていく学生たちの姿に、専任教員
になった喜びを何より強く感じることができま
した。これは臨床の現場では味う事のできない
喜びだと思います。
　今はまだ、他の先生方にご負担をお掛けして
しまう事が多いと思いますが、私にできる事を
一生懸命に取り組み、教員として少しでも学生
の力になれるよう、努力して参りますので宜し
く願いいたします。
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＜専任教員＞

障がいについての特別講義
～YouTuber メインハイチャンネルのコウキさんをお迎えして～

専任教員　角田　安佳梨

　令和 3 年10月28日午後に YouTuber メイン
ハイチャンネルのコウキさんが本学院に特別講
義に来てくださった。コウキさんは高校 2 年生
の夏休みに水のないプールに飛び込み頸椎損
傷となり胸の下からの感覚がない状態となっ
た。事故から車椅子生活を約10年間送られてい
る。幼稚園からの幼馴染 2 人と約 2 年前から 
YouTube を始め、「障がいを笑いに」をコンセ
プトに日々活動されている。

でのコウキさんは障がいを感じさせないくら
い毎日明るく楽しく過ごされており、実際に
生配信を拝見した時にお話も上手であったの
で、学生に対して講義をしていただけないか
と考えるようになった。思い切って本学院の
現状と学生について説明し依頼をしてみたと
ころ、本当に来ていただけるとは思っていな
かったが、講義について快く承諾をしていた
だいた。ただ実際には簡単に東京から 1 人
で来校いただくことは難しく、介助者さんと
所属事務所のマネージャーさん同行のもと来
校されることとなった。講義までに日程の調
整、本学院の学生の状況や人数、講義時間な
ど多々打ち合わせを行った。本学院からは、
コウキさんが講義される内容の中に学生がこ
れから実習や臨床現場で必要となるような内
容を少し入れてもらうようお願いをした。コ
ウキさんからも学生から質問や疑問を募集し
たいとの要望があったため、講義を受ける
2 . 3 年生に講義までに概要を説明しメールで
質問を募った。

　本学院では 2 年生の 3 月に郡市区歯科セン
ターへ見学実習、 3 年生の11月に障がい者・
高齢者施設実習を実施している。その際に学
生から毎年実習に行く前に障がいを持たれて
いる方にどのように接したら良いかと相談を
受けることがよくあった。教員としてアドバ
イスや心構えを伝えるが、学生自身も実際
に実習に行ってみないとわからないことが多
い。そのような不安を持つ学生に対して何か
少しでも障がいについて身近に感じることや
実際に実感できるようなことがないかと日々
考えていた時に、 YouTube でメインハイチャ
ンネルのコウキさんを拝見した。YouTube 
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　ご講義当日は 2 年生、 3 年生の順番で講義を
していただいた。コウキさんの講義は実際に障
がいになった経緯から現在のことまでパソコン
を用い体験談や動画を見せながら話をされてい
た。最後に学生からの質問にたくさん答えても
らい終了した。 2 年生は障害者歯科学の講義を
終えたばかりでなかなか実感が湧かない様子で
あったが障がいについては知ろうと聴講して
いたように思う。 3 年生は 6 月から続いた 4 ヶ
月の臨床実習本実習を終えたばかりであったの
と、これから障がい者施設に行くという思いか
らか集中して聴講していた。学生からの質問に
ついては、どの学生も YouTube について興味
があるようで、 1 ヶ月の YouTube の収入や企
画についての質問もあった。学生の中にはメイ
ンハイチャンネルのコウキさんを知っている学
生もおり、休み時間や講義終了後に話をしに来
てくれた。

　実際に車椅子生活を送っているコウキさんか
ら話を聞くことが学生にとって少しでも今後の現
場で活かすことができればと思う。この機会を与
えてくださった先生方と東京から快くご講義に来
てくださったコウキさんには感謝を伝えるととも
に、今後の学生教育に活かしていきたいと思う。

　講義終了後に学生に講義の感想とコウキさん
に個人的に聞きたいことを記入してもらった。回
収後、コウキさんにも感想文を送付させていただ
いた。学生の感想文には今回来ていただき、障が
いになった後も明るく楽しく過ごしているコウキ
さんに前向きな気持ちを受けた学生や、身近に障
がいを持たれている方がいる学生もおり、色々と
勉強になったようであった。特に 3 年生はこれか
ら施設実習に行く前に車椅子のことや障がいをお
持ちの方への声掛けを具体的に聞くことができ11
月からの実習に活かしていきたいと記入している
学生がほとんどであった。

掲載写真
「メインハイチャンネル‟【初挑戦】学生80
人に障がいを負ってからの自分のことを伝え
に行きました。”YouTube.<https://youtu.be/
Gj2oaZLhPz4>2021年11月17日投稿」より
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　この度は、成績優秀賞をいただくことがで
き、大変嬉しく思います。
　一年次は目まぐるしい毎日の中で挫けそうに
なる時もありましたが、同じ職業を目指す心強
い仲間の存在があることや、私たちを手厚く支
えてくださる先生方がいらっしゃったおかげで
乗り越えることができました。毎日このような
恵まれた環境で学習することができることに深
く感謝しています。
　私は本学院に入学するまでに、社会人とし
て働いた経験はありましたが、歯科に関する
仕事に携わったことがない状態でのスタート
でした。そのため入学当時はクラスに馴染め
るか、勉強についていけるかなど不安でいっ
ぱいでした。しかし、ふとした時に専門用語
が分からないことがあっても歯科医院でアル
バイトをしている友人がすぐに教えてくれた
り、実技に関しては実習において先生方が学
生一人一人に丁寧にスケーラーの把持の仕方
や動かし方、セメントなどの練和のコツを教
えてくださるので、少しずつ不安は消えてい
きました。そして、日番や掃除当番、長期休
暇などがあったりと久しぶりの学生生活で懐
かしさを感じることもできました。
　長時間机に向かって勉強する事が得意では
ない私は、毎日の隙間の時間などに少しずつ
学習するようにしてきました。通学時には片道
1 時間電車に乗っているので、その間にその日
の授業の予習、復習を行なっています。また、
帰宅してからは翌日にある科目の前回の内容を
確認し、こまめに思い出すことを心がけていま
す。iPad を用いて行う授業では、先生方が要
点や図表をわかりやすくまとめてくださってお

学業奨励賞を受けて

第51回生　陰山　友貴

り、復習がしやすく記憶にも残りやすいため、
日頃から資料を十分に活用させていただいてい
ます。そして試験前には友人と共に、ポイント
になりそうな部分を確認し合うなどをすること
で、効率的に試験勉強に励んでいます。
　これからも歯科に関する専門分野を学んでい
く中で、課題や試験が重なり、余裕を失ってし
まったり、勉強についていくことが大変になる
こともあるかと思います。しかし、私が今まで
してきたペースと方法を信じて、焦らず着実に
学習を進めていきたいと思います。
　私は高校卒業後の進路先に歯科衛生士を志望
していましたが、当時は実力が足りず、その道
に進むことは叶いませんでした。新卒で入学で
きないのならば諦めるしかないと思っていた当
時の私は、歯科衛生士への道を外れ、社会経験
をしたいという思いを胸に、数年の間行政事務
の仕事をしていました。その中で毎年の春に
様々な年齢の新入職員を迎えるたびに、夢を叶
えて活き活きと仕事に励む人たちの姿を見てき
ました。私はそこで初めて、新卒にこだわって
夢へと進む事を諦めるのは勿体ないと思うよう
になりました。本学院の入学試験の合格通知が
届いた時は、もう一度夢に向かって頑張ってい
いのだと優しく背中を押された気持ちになり、
とても嬉しかったことを鮮明に覚えています。
　毎日支えてくださっている全ての方々に感謝
を忘れず、再び掴む事のできたチャンスを無駄
にすることのないようにこれからも日々の勉強
や実習に精一杯努め、一人でも多くの方々の 
QOL を向上させる一助となれるように励んで
いきたいと思います。
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　この度、学業奨励賞をいただくことができ、
大変嬉しく思っております。このような賞をい
ただけたのは、日々の学生生活をサポートして
くださる専任教員の先生方や講師の先生方、そ
してクラスメートや家族の支えのおかげであ
り、感謝の気持ちでいっぱいです。
　私は入学前まで、歯科医院で歯科助手として
勤務しておりました。その際、歯科衛生士の役
割の重要性を知り、歯と口の健康維持の大切さ
を実感しました。また、患者さんから何か質問
された際に、歯科に対する知識が乏しいことで
上手く説明できず、もどかしさを感じていまし
た。そのような経験から、自分も専門的な知識
や技術を身につけ、患者さんに直接関わってい
きたいと強く思うようになりました。入学する
にあたり、年齢や学業の面など様々な不安で数
年悩みましたが、勤務先の院長からの薦めもあ
り、入学することを決意しました。
　入学後は、十数年ぶりの慣れない学校生活
や多くの課題、単位習得試験や実技試験など
想像以上に大変でしたが、同じ目標に向かう仲
間がいることで乗り越えていくことができまし
た。私の学習法は、日頃の講義をしっかりと聴
き、自宅ではなるべく毎日その日学んだことを
復習するようにしました。そして、試験前に焦
ることのないように、少しずつ覚えていくこと
を心がけてきました。また、本学院の特徴であ
る iPad を用いた講義では、手元で視覚的に理
解できるように工夫されており、教本だけでは
分かりづらかったことを理解するのに有効であ

学業奨励賞を受けて

第50回生　満江　留理

り、自宅学習にも効果的に活用することができ
たと思います。

2 年次以降は、新型コロナウイルスの影響に
より、プレ臨床実習の延期や予定していた小集
団指導や学内での相互実習、 1 年生指導などが
従来通りに行えませんでした。しかし、そのよ
うな状況下でも、専任教員の先生方がいろいろ
と最善の工夫をしてくださり、感染対策を万全
に行った上で、できる範囲内の実習を行うこと
ができました。また、講師の先生方にはリモー
ト授業にも対応していただき、安心して学業に
専念できたことに深く感謝しております。
　学院での生活も残り僅かとなりましたが、残
りの臨床・臨地実習では、今まで学んできたこ
とを臨床の場と結びつけ、より深い知識と技術
を身につけていきたいと思います。そして、今
後臨床の場に出た際に実践していける能力や応
用力も養いたいと思っています。それと同時
に、国家試験対策にも力を入れて取り組んでい
き、50回生全員が無事に合格できるよう、互い
に励まし合いながら頑張りたいと思います。
　超高齢社会のいま、歯科衛生士の活躍する場
もますます増えていくと思われます。また、多
職種連携にも対応できる知識も求められていま
す。卒業後は 3 年間で習得したことを活かしな
がら、さらに幅広い知識、技術力の向上のた
め、日々学ぶ姿勢を忘れず精進してまいりま
す。そして、一人一人の患者さんに寄り添い、
歯と口の健康を守っていくことを目標とし、
QOL の向上に貢献していきたいと思います。
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　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
無事入学し、新たなスタートを迎え、学校生活
にもかなり慣れてきました。その学校生活も
四ヶ月近く送る中で『誰からも信頼され、頼ら
れる歯科衛生士になりたい』という明確な目標
ができました。
　私が歯科衛生士になりたいと思ったきっかけ
は歯科衛生士として働く母と、その歯科医院で
働く歯科衛生士の方々でした。幼い頃から、歯
科衛生士が歯科医院で実際に働く様子をよく見
ている中で、患者さんに対して優しく笑顔で接
している様子や私自身が治療される時、怖くな
らないように歯科衛生士の方が声をかけてくれ
たのがとても嬉しかったのを覚えています。私
が本学院を選んだ理由は、信頼のできる先生方
と、歯科医師会のバックアップがあることで幼
い頃から憧れ続けてきた歯科衛生士を目指せる
と確信したからです。
　私自身が学びたかった分野について学ぶこと
ができることに対して喜びを抱いている反面、勉
強や実習についていけるのだろうかという不安も
感じるようになりました。スケーラーの実習や、
高校まででは全く学ばなかったことがほとんど
で、想像していたよりも難しく憧れの職業につく
ことは大変なんだと落ち込むこともありました。
入学する前、総代をして欲しいと頼まれましたが
私は今までの学生生活でまとめる役をした経験が
なく自分に務まるのだろうかととても不安でし
た。しかし、先生方は相談に乗ってくださった
り、授業外でもご指導してくださいます。また、
困った時には手助けをしてくれる友人もたくさん
できました。今では本学院に入学を決めて本当に
良かったと思っています。

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に入学して

第52回生　谷川　真裕

　今年も新型コロナウイルスの影響により、
合同レクリエーション、京都への研修旅行、
三年生指導の一部も中止されました。本来学
べるはずだったことが、制限され不安に感じ
ることもありました。ですが、他の学校では
学べないようなペン習字や医療人に相応しい
メイクの方法、宝塚の方の講演など実際働く
際に必ず役に立つようなことを学べました。
また、本学院の先生方、講師の先生方は、わ
からないところがわかるようになるまで熱心
に丁寧にご指導してくださいます。感染対策
によって距離は離れていますが、私たち生徒
が良き医療人になれるように寄り添ってくだ
さっていることが感じられるところも本学院
の魅力であると感じています。
　私は本学院に入学して、幼い頃から憧れ続け
てきた歯科衛生士という夢に確実に近づけてい
ることに喜びを感じています。初めて看護衣を
着て顎模型や歯ブラシを使用して実習したと
き、本当に歯科衛生士になれるんだとウキウキ
しました。この喜びを忘れずに信頼され頼られ
る歯科衛生士を目標に、向上心を持ち続けて、
日々努力しようと思っています。
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　新型コロナウイルス感染拡大が落ち着いてい
ない中、入学し 4 ヶ月が経ちました。新しい環
境で過ごし、専門的な勉強も始まり、聞き慣れ
ない言葉や難しい内容が多く不安がありますが
少しずつ慣れてきたと思います。
　私が歯科衛生士を目指そうと思ったきっかけ
は、自分の進路に悩みどんなことがしたいのか
分からず困っているとき、母の知り合いで歯科
医院をされている先生から歯科衛生士の職業に
ついて話を聞き、興味が湧きました。歯科医院
でアルバイトを始め、歯科衛生士さんが職業に
やり甲斐や楽しさを感じながらお仕事されてい
る姿を見て、自分も誰かの役に立ちたいと思い
入学を決心しました。
　学校生活が始まってすぐクラス役員選出があ
りました。何かできることはないかと思い、衛
生自治委員に立候補しました。合同レクリエー
ションで何をするのか話し合いが始まりました
が、緊急事態宣言が発令され、合同レクリエー
ションは中止になりました。ですが、勇気を出
して立候補できて良かったと思っています。
　専門科目の授業は難しい用語が多いですが、
丁寧な授業と友達や先生方からのサポートで理
解することができました。授業の後質問すると
しっかり教えていただけるので、予習や復習な
ど自主勉強をしっかりすることが大切だと思い
励んでいます。

1 年生にとって初めての実習となる、 3 年生
指導が 4 月にありました。 3 年生に口腔内を見
てもらい指導していただく実習でした。初めは
緊張していましたが、血圧測定や RD テスト、
実際に口腔内を診ていただく実習まで、様々な
項目を患者として体験することができました。
中でも RD テストは、唾液中のむし歯の原生
歯が多いか少ないかを判定することができ、15
分程度でできる簡単なテストでした。先輩から
説明を受けながら一緒に目で見て、色で判断で

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に入学して

第52回生　佐川　　愛

きるので自分の口腔内環境の現状を知るにはと
ても良い方法だと実感しました。実際に口腔内
を診ていただく施術実習では、歯周ポケット値
の測定や歯垢染色剤を使った染め出し・機械を
使った清掃をして下さいました。毎日しっかり
磨いているつもりでも、磨き残しがある事に驚
き、更にその部位をどう磨いたらよいかわかり
やすく説明して下さいました。 3 年生の丁寧な
指導で安心して実習することができました。こ
の実習を通して患者さんの立場で体験し、感じ
ることができ良い経験になったとともに、 3 年
生の先輩のように、手際よく施術し丁寧な指導
で患者さんを安心させられるようになりたいと
思いました。

6 月からは歯周病予防処置の実習が始まり、
シックルスケーラーの慣れない持ち方に苦戦し
大変でしたが、分からないことは質問し先生方
がしっかりできるまで教えて下さるので、理解
し実習を受けることができました。染色剤や歯
磨剤の実習では、様々な種類があり一つ一つの
役割を知りました。自分でも試しどんな味なの
か、使用した感覚を体験することで、患者さん
に伝えることができるので、歯科衛生士を目指
す上で非常に大切な実習だと思いました。顎模
型を使用したブラッシング方法と補助的清掃用
具は使い方が分かると上手く当てられるように
なり、細かい部分の汚れまで落とす事ができる
ため、学ぶことが楽しかったです。
　私が理想とする歯科衛生士は、患者さんとコ
ミュニケーションを取りながら、その方の不安
を少しでも取り除けるよう考えて対策や予防や
施術をし、患者さんの笑顔を増やせるように寄
り添えるプロフェッショナルになることです。
その理想に近づく為に 3 年間しっかり学び、こ
れからの学内実習や臨床実習に向けて、基礎知
識を身につけ、手技を修得できるように日々努
力していきたいと思います。
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　私は、三年生指導でさまざまなことを学ぶこ
とができました。
　一回目の三年生指導では、医療面接、う蝕活
動試験、バイタル測定をした後、実際に三年生
に口腔内をみてもらいました。医療面接では、
患者さんの今の状況だけでなく、既往歴や家族
歴などの情報収集も大切だということが分かり
ました。う蝕活動試験をする時、なかなか唾液
が出なかったのですが三年生の方が唾液腺マッ
サージを教えてくださったため、実際に唾液を
溜めることができました。唾液が出にくい高齢
者への指導でもこの唾液腺マッサージをすると
口腔内を潤すことができると思いました。口腔
内の写真撮影では、口を広げる透明のものを口
に入れるときに、乾いたまま口腔内に入れると
口腔内を傷つけてしまうので、水で濡らしてか
ら入れると良いと教えていただきました。口腔
内清掃指導では顎模型を使ったり、鏡で自分の
歯を見ながら、PCR でどの箇所がよく染まっ
ているか、どうしたら良くなるかなどを教えて
くださいました。顎模型を使ったり実際に鏡を
使って口腔内を見ることで磨けていないところ
がわかりやすかったです。他にも口腔内清掃や
プロービングなどをしていただきました。施術
中は三年生が、痛くないかなどを聞いてくだ
さったり、声かけをしっかりしていただき、安
心して施術を受けられました。患者さんへの声
かけなど患者さんとコミュニケーションをしっ
かりと取り、不安に思わせないように施術をす
ることは大切だと感じました。私もしっかりと
声かけができ、患者さんに安心して施術を受け
てもらえる歯科衛生士になりたいと思いました。
　二回目の三年生指導では、一回目の三年生指
導よりも詳しく、術式の内容について知ること
ができました。歯面研磨をし、ステインの除去
をする事で歯面がツルツルになるので、患者さ
んのモチベーションアップに繋がるなど、その
施術をして得られる効果や、その施術をする時

3 年生指導を終えて

第52回生　林　　あい

に気をつけることを教えていただきました。二
回目の三年生指導の時に口腔内を見て私にあっ
た口腔清掃用具を考えてくださり、タフトブラ
シや、デンタルフロスの使い方、磨き残しがな
いように気をつけるところなどを、まとめた冊
子をくださいました。その冊子は、とても分か
りやすく、歯磨きをするときに意識するように
なりました。このように個々の患者さんにあっ
た指導をすることで、患者さんのう蝕発生リス
クが下がると思うので、個々に応じた施術や指
導が大切だと感じました。さまざまなブラッシ
ング方法を学び、しっかりと指導できるように
なりたいです。
　自分が患者役をすると、施術側では分から
ないことがたくさん分かると思ったので、自
分がされて良かったことも、不快だったことも
しっかり覚えておき、施術側になったとき役立
てたいと思いました。今回三年生にどのような
指導をしていただいたかをしっかりと覚えてお
き、自分が三年生になって一年生指導があった
時しっかりと三年生のような指導ができるよう
にしたいです。一年生の今のうちからしっかり
と知識をつけておかないと、三年生のような指
導はできないと思うので毎日の学校をより頑張
り、たくさんの知識をつけたいです。
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2 年生の 4 月に10日間、明石市のたかしデン
タルクリニックにプレ臨床実習に行かせていた
だきました。初めての臨床実習ということで、
分からないことが沢山あり、緊張と不安でいっ
ぱいでした。しかし、先生や歯科衛生士の方が
優しく教えてくださったので、徐々に不安もな
くなり、多くのことを学ぶことができたと思い
ます。コロナ禍での実習ということもあり、感
染対策のためバキューム操作などエアロゾルを
伴うアシスタントをすることはできませんでし
たが、チェアーの拭掃や基本セットの準備、印
象練和、セメント練和を実習させていただきま
した。
　初日はインプラントオペの見学だったので術
式や器具の名前がほとんど分からず、知識不足
を感じましたが、一つひとつ丁寧に質問に答え
てくださったので少しずつ理解することができ
ました。また、 1 週目は、必要な器具や薬をメ
モしたり、術式を理解することで精一杯になっ
てしまい、患者さんとのコミュニケーションの
取り方や声かけに注意して見ることができず戸
惑う部分もありました。そこで、分からないと
ころは昼休みに歯科衛生士の方に質問したり、
カルテチェックを行い、理解するように心がけ
ました。そして、理解ができるようになると、
歯周検査の入力をさせていただけるようになり
ました。タブレットで入力する方法だったので
部位を間違えてしまうこともありましたが、
スタッフの方にフォローしていただき徐々にス
ムーズにできるようになりました。

2 週目の昼休みにはアルジネート印象材を練

プレ臨床実習で学んだこと

第51回生　鼻岡　千尋

和してトレーに盛る練習や、セメント練和を歯
科衛生士の方にご指導していただきました。指
導を受けた午後の診療で印象練和の指示があ
り、行いましたが、患者さんに対して行うのは
とても緊張し、トレーにうまく盛れずとても難
しかったです。
　今回の実習で特に印象に残ったことは、歯科
衛生士の方が患者さんへの声かけや、患者配慮
をとても丁寧にされていたことです。小さい子
どもには、治療を怖がらないように器具を見せ
ながら子どもにも伝わるように器具を動物に例
えて説明されており、治療中も怖がる様子はほ
とんどありませんでした。また、SRP や TBI 
の見学では、来院される患者さんに近況や生活
環境の変化を質問して、一人一人に適した歯ブ
ラシや歯磨剤の提案、ブラッシング指導をされ
ており、口腔内だけではなく生活背景や性格な
ど多くの情報収集を行い、患者さんに寄り添っ
た保健指導を行うことがとても大切だというこ
とを学びました。私は、コミュニケーションを
とるのがあまり得意ではありませんが、患者さ
んのことをしっかり考えて施術を行い、分かり
やすく指導をされている歯科衛生士の方の姿を
見て、私もこのような指導ができる歯科衛生士
になりたいと思いました。
　今回のプレ臨床実習では、自分の知識不足や
技術不足を認識することができ、反省すること
も多かったです。そのため、来年の本実習で
は、正しい知識や技術を身につけ、今回学んだ
ことを活かしていけるようにこれからの勉強を
頑張っていきたいと思います。
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　私はプレ臨床実習の為、 4 月12日から10日
間、加古川市の山田歯科医院へ行かせていただ
きました。
　山田歯科医院では、幅広い年齢層の方との
コミュニケーションを大切にしており、様々
な患者さんに寄り添った治療をしている歯科
医院です。歯科衛生士の方々は常に患者さん
に寄り添い、話を親身に聞いており、患者さ
んは最後まで安心して治療を受けられ、満足
されていました。
　実習に入る前は、歯科医院でのアルバイト経
験も無く、これまで学内で習得した知識、技術
で付いていけるのか、ご迷惑にならないか、と
ても不安でした。実習初日、緊張と焦りのた
め、診療の流れや、使用している器具、薬剤の
名前をメモすることに必死になり、患者さんの
様子や表情、治療部位を見る余裕がなく、歯科
衛生士の方々の対応を見逃してしまうことが何
度かありました。患者さんに笑顔で「こんにち
は」、「お大事に」と挨拶をすることも上手くで
きませんでした。しかし、施術が終わった後、
お忙しい中でも歯科衛生士の方々が分からない
部分を丁寧に教えてくださり、座学で習ってい
ない症例の施術内容や使用する器具、薬剤につ
いて理解を深める事ができました。そして、院
長先生からも、お声を掛けていただき、楽しく
仕事をすることの大切さ、笑顔で患者さんと接
する大切さを学び、少し緊張がほぐれ、次の日
からは落ち着いて、しっかりやっていこうと決
心できました。 1 日の実習が終わり、自宅に帰
宅してからは、その日に見た症例の中から 1 つ
選び、治療の流れ、患者さんの様子や表情、歯
科衛生士の方々の動き、どのような声かけが

プレ臨床実習で学んだこと

第51回生　宮下　真菜

行われていたか細かく実習帳に書き、自主勉
強ではあまり理解できていない部分や、まだ
座学で習っていない部分についてまとめまし
た。 1 日の振り返りを整理する事で理解が深
まりました。
　日が経つにつれ、様々な症例を見て学ぶこと
で、同じ症例の患者さんが来院された時、次に
何が必要なのか徐々に分かるようになり、ス
ムーズに使用器具や材料を準備することができ
ました。また、患者さんと直接話す機会も何度
かあり、治療が終わった後、「ありがとう」や
「実習頑張ってね」といってくださり、とても
嬉しく、やりがいを感じました。他にもチェ
アーの拭掃、基本セットの準備、片付け、ライ
ティング、患者誘導など様々なことを経験させ
ていただき、自分自身の成長を感じました。
　この10日間の実習の中で最も印象に残って
いることは、耳の不自由な患者さんが来院さ
れた時、歯科衛生士の方が手話でコミュニケー
ションをとっていたことです。私は手話ができ
なかったため、どのように挨拶をすれば良いの
か分かりませんでした。この実体験から、私は
様々な患者さんとコミュニケーションをとり、
その方に合った対応ができるように、手話や英
語を学びたいと思いました。
　この10日間の臨床実習で学内の実習だけでは
学べないことを学べ、たいへん充実した実習と
なりました。実習での反省点や課題は 3 年生の
本実習で生かせるように、これからの学内での
実習や座学を頑張ります。本当にありがとうご
ざいました。
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6 月 1 日から 6 月22日まで行われた「歯と口
の健康週間」で、幼稚園や保育園に訪問させて
いただきました。私たちの班は、ドラえもんの
人形劇を通して歯磨きの大切さを子供たちに学
んでもらい、その後ブラッシング指導を行い、
日常の歯磨き習慣と正しい磨き方を伝えまし
た。どの幼稚園、保育園でも子供たちが一生懸
命に聞いてくれる姿に心を打たれ、私たちの思
いをしっかりと伝えられるように努力しなけれ
ばいけないと感じました。

1 年生の 2 月から小集団指導の準備が始まり
ましたが、私たちの班は人数が変更になったこ
とで、無事にできるか不安でした。しかし、い
ざ媒体の準備に取りかかると、空き時間や放課
後などを活用し、皆で協力しあうことができ、
そのような不安はなくなりました。背景のサイ
ズがあまりに大きく驚いたりしながらも、楽し
く媒体作成ができたことは大切な思い出です。
小物も、発泡スチロールを使用し厚みをもたす
ことで、視覚的にわかりやすく伝わるように工
夫しました。劇中のクイズでは、参加型のク
イズになるように考え、台詞は、それぞれの役
に責任を持って暗記をしました。私は、配役以
外に歯磨きお姉さんの役割もあったので、班員
にチェックしてもらい何度も繰り返し練習をし
ました。劇も歯磨きお姉さんも何度も繰り返し
練習することの大切さを感じることができまし
た。
　実習先では、様々な対応が求められました
が、班員の協力や先生方のアドバイスにより

歯と口の健康週間を終えて（幼稚園班）

第51回生　岡本　瑞希

臨機応変に対応することができました。ブラッ
シング指導は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため実際に口腔内で歯ブラシを使用すること
ができず、紙媒体の歯ブラシを用い口腔外で指
導しましたが、指導するのはとても難しく最後
までどう伝えれば子供たちが理解できるのかと
考えました。そこで、歯磨きお姉さんである私
が、紙媒体の歯ブラシの色で毛先や裏の部分、
持ち方や操作方法を話し、班員が子供たちの中
に入って、一人一人に丁寧に指導を行うように
工夫をしました。さらに、歯科医院に対して恐
怖心を抱いている子供たちに、歯科衛生士を目
指す私たち学生が伝えることによって、不安を
なくし、歯磨きなどに対する意識が向上する
きっかけになれば良いなと思いながら劇や指導
を行いました。毎回終了後には、先生方と引率
の先生と反省会を行い、改善点を班員たちで共
有し合うことにより、日々完成度が増していき
ました。この反省会を行うことで劇やブラッシ
ング指導への意識向上へと繋がり大きな学びと
なりました。
　新型コロナウイルス感染拡大予防のため、急
遽、中止となった実習先もあり戸惑いもありま
したが、今回のメンバーだからこそ乗り越えら
れました。今回の小集団指導を通して、ライフ
ステージに応じた指導方法、伝え方の工夫、そ
して、何よりもチームワークの重要性を学びま
した。この経験を活かして、残りの学院生活及
び臨床実習に繋げていきたいです。
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6 月に小学校に歯磨き指導をしに行きまし
た。私たちのグループは小学 3 年生を担当し
ました。小学 3 年生は、う蝕になりやすい時期
なので、「砂糖とう蝕の関係」・「う蝕の進行具
合」・「歯磨きの重要性」を学んでもらうという
目標をたてました。小学 3 年生は、乳歯の生え
変わりの時期であり、おやつ・ジュースをよく
食べ、飲む時期でもあるため、視覚で砂糖がど
の程度入っているか分かってもらえるよう、媒
体を作成しました。実際に作成期間に入ると、
新型コロナウイルスの影響で、リモートによる
話し合いやセリフの練習だったため、中々話が
まとまらなかったり、練習が上手くいかなかっ
たりと、日が経つにつれ不安が大きくなりまし
た。また、小学校に伺い無事に行うことができ
るかさえも分からない状態であったため、グ
ループ全体の意識が高まらず班長としてどのよ
うにグループをまとめ、進めていくか分からな
くなることがありました。ですが、直接学校に
伺って指導できる学校数は減ったものの、直接
指導できることがわかりグループやクラスのみ
んなもだんだんと意識ややる気が高まり、それ
ぞれ集中し団結しながら作業を進めることがで
きました。私たちのグループはドラえもんを題
材にしました。物語は、ジャイアンがう蝕に
なってしまい、なぜう蝕になってしまったのか
をドラえもんとのび太くんと一緒に学んでいく
というお話です。お菓子やジュースはどのよう
なものを摂取すればよいのか、う蝕はどのよう
に進行していくのか、正しい歯磨きの方法など
をクイズを出題しながら、ペープサートを用い
て説明しました。媒体作成が始まると、役割分
担を行い協力し合いながら進めることで、グ
ループの仲も深まり、互いに励まし合いながら
楽しく準備をすることができ、自分たちの中で
の自信作ができました。

歯と口の健康週間を終えて（小学生班）

第51回生　炭谷　杏奈

6 月に入り、始めは学院内で発表することが
多く顔見知りの人たちの前での実施だったた
め、緊張もなくスムーズに劇を進行することが
でき、自信も付いてきました。ですが、初めて
小学生の前で行う時、上手くできるのか、小学
生は楽しんでくれるかなど今までになかった不
安・緊張が生まれてきました。しかし、実際に
行うと反応もよくクイズにも積極的に参加して
くれたので、進行しやすく私たち自身も楽しむ
ことができました。回数を重ねていくうち、ア
ドリブを取り入れたり時間が余れば新しくクイ
ズや復習をしたりと、時間を有効に使い指導す
ることができました。
　小学生の子供たちは、思っていたよりもう蝕
について知識があり歯磨きもうまくできていま
した。う蝕の進行度を説明している時は、興味
を示してくれ、どの学校の子供たちも歯につい
ての意識がより高まったように感じました。
　小集団指導を終えて、学校で得た知識を年齢
に合わせて、いかに分かりやすく伝え、指導する
ことが重要であるかを感じることができました。
また、小児歯科・臨床実習の場で活かすことがで
きるよう、頑張っていきたいと思います。
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　私たち高齢者班は班員 8 名で、人間劇「桃太
郎」を演じました。人間劇ということで、練習し
始めた頃の私たちは、人前で演じることの恥ずか
しさと緊張で、上手に表現できずにいました。し
かし、コロナ禍でも私たちの実習を受け入れて下
さった施設の方々や私たちの発表を楽しみにして
下さっている高齢者の方々の期待を裏切らないよ
う、様々な工夫をし実習に励みました。
　実習の中で私たちの課題となったのが、高齢
者の方を対象にした、説明の仕方です。これま
で高齢者の方と親密に関わり、コミュニケー
ションを取る機会の少なかった私たちは、高齢
者の方の特徴を理解する必要がありました。例
えば、話の速さはどの程度であるべきなのか、
声のトーンや大きさなどについても事細かく話
し合い、修正を重ねました。また、グループ全
体で「入れ歯のお手入れ方法」や「唾液腺マッ
サージ」、高齢者の疾病の中で伝えておきたい
「誤嚥性肺炎」などについて理解を深め、試行
錯誤しながら、伝わりやすい言葉選びをしまし
た。そして、伝えたいことは繰り返し説明をし
て強調させたり、衣装を分かりやすく派手にし
たり、小道具を使い大きく動かしながら演じる
など、耳で聞くだけではなく目で観ても楽しめ
るような劇にしました。
　また、劇中では観てくださる方と一緒に作品
を作り上げるように工夫しました。ただ観てい
るだけでは退屈してしまうため、歌を歌った
り、動作を真似ていただいたり、手拍子を一緒
にしていただいたりと、参加型にすることで話
の内容に興昧を示してもらうきっかけや印象の
残りやすさに繋がったと思います。どれだけ伝
えられたかは実際には分かりませんが、劇中に

歯と口の健康週間を終えて（高齢者班）

第51回生　濱田　香奈

ステージから見える、みなさんの反応や笑顔を
見てすごく達成感を感じることができました。
　今回の実習を経て学んだことは、自分の伝え
たいことを相手に説明する時やコミュニケー
ションを取る時は、言葉遣いはもちろんのこ
と、相手の特徴を知り、理解してもらうための
工夫が大切であるということです。
　私はこの高齢者班で班長を務めました。
　みんなより歳上である私が班長をすること
で、威圧感を与えてしまわないか、我慢や遠慮
をしたりするメンバーがいないかとても心配で
した。そこで、言いたいことは言い合える関係
性を築けるような言葉がけをしようと常に意識
していました。例えば、原稿を考える時や媒体
を作成する時、居残りをしてもらわなければな
らない時、どのように伝えるとみんなが心地よ
く取り組めるのか、発言する前に考えてから声
かけをしました。これは相手が誰であるかに関
わらず、コミュニケーションを取るうえでとて
も大切なことであると思います。みんなと関わ
る時間が増えるに連れ、何か指示をしなくても
みんなが協調性を持って自発的に行動してくれ
るようになりました。毎日の反省会も、それぞ
れが意見を言い合い共有できる素敵なグループ
だったと思います。
　最後に、この高齢者班での活動は、これから
歯科衛生士を目指すうえでとても大きな糧に
なったと思います。今、高齢化社会が進んでい
る中で、日常生活でも高齢者と携わる機会は増
えていくと思います。そんな時、瞬時に相手の
特徴を理解した発言や行動ができるよう、これ
からの学生生活においても意識をしながら過ご
していきたいと思います。
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　私たち51回生は、 2 年次の10月にデュール
デンタルジャパンへ見学研修に行きました。
COVID-19 の影響により、学外研修は行われて
いなかったので、私たちにとって入学して初め
ての研修でとても楽しみにしていました。
　初めに、社長の Mr.Haul からデュールデン
タルの歴史についての説明とショールーム見学
を行いました。デュールデンタルは、今年で
80周年を迎え、ドイツに本社を置き、40ヶ国以
上に支社がある医療機器メーカーです。ドイツ
でタービン、バキューム、薬液、デジタルレン
トゲンなどの様々な歯科に関わる医療機器を開
発・販売してきた歴史があり、日本の歯科医療
とも深く関わっていることを学びました。社内
ツアーでは、修理室やウォッシャーディスイン
フェクター、コンプレッサー、デジタルレント
ゲンなど、見たことのない歯科機器も見学させ
ていただきました。各部屋には、科学者の名前
がつけられており、Ｘ線を発見したヴィルヘル
ム・レントゲンや、細菌学者のロベルト・コッ
ホなどの名前があり、面白いなと感じました。
　次にデュールデンタルの感染予防システム
のデモンストレーションを受けました。ドイ
ツでは、使用後の器具をチェアサイドから洗い
場まで移動させる間に感染拡大させないという
考えのもと、ハイゴボックスを使用し洗い場ま
で運びます。また、日本のほとんどの歯科医院
では、器具などの洗浄はシンクで洗いますが、
その行為も感染拡大の危険があります。そこ
で、洗浄・除菌が一度に行える薬液に浸漬さ
せ、滅菌を行うシステムを学びました。また、
印象採得後の印象体は、そのまま薬液に浸漬さ
せる事もできるインプボウルに入れ運び、ハイ
ゴジェットという機器で印象体の洗浄・除菌を
行っていました。この機械を使用することで周
囲の汚染を防ぐことができます。このような機

デュールデンタルジャパン研修を受けて

第51回生　廣瀬　瑛梨

器を初めて知り、将来、安全に歯科医院で働く
為に、自らの意識を変えなければいけないと考
えるきっかけとなりました。その後、日本では
未発売の手指消毒剤を使わせていただき実習を
行いました。使用した手指消毒剤には保湿成分
が含まれており、消毒後の手がサラサラにな
り、グローブの着脱が行いやすいとても良い商
品だと感じました。
　最後にセミナーを受講し、感染管理の基本や
デュールデンタルが考案したカラーシステムに
ついて学びました。感染管理の重要なポイント
として、①洗浄②感染経路の理解③薬液の濃度
や作用時間は守るという点を再認識しました。
また、カラーシステムでは、目的により薬液
キャップの色が統一されることで確実に感染管
理が行え、とても分かりやすいと思いました。
　今回、徹底した感染管理を学ぶとともに、企
業で働く歯科衛生士さんの姿を見ることがで
き、とても充実した研修でした。セミナーの中
では、ドイツ本社からのビデオレターやお土産
までいただき、大変感謝しています。これから
臨床に出るにあたり、学んだことを活かすこと
ができるよう今後の学院生活に励みたいと思い
ます。
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　このイベントが始まるまでは正直、昨年大人気
でとても忙しかったことを聞いていて少し憂鬱だ
な、面倒だなと思っていました。しかし、実際に
やり始めるととても楽しくやりがいを感じまし
た。準備を終えて学生同士でシミュレーションを
したり、周りの学校を見て回ったり、みんなで打
ち合わせをすることで、段々とわくわくしていま
した。開始直後、コロナの影響もあり人が少なく
なかなか人が集まらず、このまま何もしないで終
わってしまうのかなと思っていました。それでも
少しずつ人が集まるようになり、 1 グループずつ
しか案内できないため順番を待っている子供へク
イズを出して待ち時間を退屈しないように工夫し
ました。立ったまま高い目線で話すのではなく、
小さい子どもの目線に合わせてしゃがんで話すよ
うに意識しました。すると、子どもたちもクイズ
に食いついていて楽しそうでした。実際に体験し
てもらうときも、専門用語を使わずにどういう風
に説明すると分かりやすいか考え、楽しんでもら
うために自分自身も楽しんで笑顔で説明するよう
に意識しました。子どもへ説明するとともに保護
者の方にも理解してもらうことも大切で臨床の現
場でも必ずあり得る場面です。それを踏まえた上
で実際に説明することで臨床の現場をイメージす
ることができました。幅広い年齢層に対応できる
ようにお年寄りには大きい声でゆっくりと、小さ
い子どもには怖がらないように優しく声をかける
など、患者のペースに合わせる工夫が大切だと思
いました。ブラッシング指導では、歯磨きお姉さ
んのように歯ブラシの向きをこんにちは、さよう
ならの向きを教え、シュッシュと効果音を言うこ
とで楽しい、もっとしたいと思ってもらえるよう
に工夫しました。小さい子どもは歯磨きを嫌がる
ことが多いと思うので、歯磨きをする時に前にお
姉さんに教えてもらったよねと、楽しくしてもら
えたら良いなと思い指導を行いました。実際に歯
磨きが嫌いな 4 歳の弟に歯磨きお姉さんの指導を
してみた時、一緒にしようかと声をかけると嫌が
らずに歯磨きをするようになりました。凸凹サー
チでは、実際に探針を使用するのでケガをしない
ように注意し、しっかりと粗さを感じてもらうよ
うに優しくゆっくり動かしてみてねと声をかける

しごと体験わくわくランドの臨地実習を終えて

第51回生　長竹　紅海

ようにしました。それでも分かりにくいという方
には一緒に持って体験してもらいました。粗い順
に並び替えてもらい、答えを発表する時に間違え
ているところを改めて、もう一度触って比べても
らい指でも触ってもらうことでしっかりと体感で
きたと思います。一番人気だった研磨体験では、
器具やプラーク、操作の仕方を説明してから体験
してもらいました。研磨体験は保護者の方も興味
があったように感じました。少し難しいかなと
思っていましたが、歯と歯の間や歯ぐきと歯の間
の汚れが落ちにくいから押し当ててみてねと、説
明するとほとんどの人が綺麗に汚れをとることが
できていました。歯磨きでは取れなくなった汚れ
は歯科医院でしか綺麗にできないのでちゃんと歯
科医院に行こうね怖くないよなど声もかけまし
た。実際に歯科用器具を使うことでどんな風に治
療しているか理解してもらえたと思いました。特
に歯医者を怖いと思っている子どもはイメージが
変わったと思います。年齢に合わせて話す内容や
クイズの難易度を変え、最後にこんな仕事をして
いるよ、楽しかったかな？と声をかけ子どもたち
の反応を見て次に活かす事ができました。
　今回の体験を通して、小さな子どもたちとの関
わり方や保護者への説明が少し上達したのではな
いかと感じました。授業では気づけなかった工夫
やポイントも実際に実習を行うことで気づくこと
ができました。来年の本実習に向けてとても良い
経験になりました。本実習で小さな子どもを担当
した際は、今回の実習で得た知識を活かして頑張
りたいです。
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　今回の研修旅行で私はとてもたくさんのこと
を学んだ。普段は朝から夕方までしか一緒に居
ることのないクラスのメンバーと、 1 泊 2 日と
いう時間を共に過ごすのはとても新鮮で楽し
く、素敵な思い出ができたと感じた。 1 年次は
コロナの影響で研修旅行に行くことができず、
クラスの親交を深める行事などもなかった。入
学した当初はクラス全体がいつか仲良くなるの
だろうか？と考えることもあったが、知らぬ間
に研修旅行をみんなで楽しめるほど距離が近く
なっていたのだと思う。

1 日目、普段私たちが実習で何気なく使用
しているチェアーを見学した。最初は強い興
味を持っていたわけではなかったが、実際に普
段使用しているものの歴史や作り方などを勉強
したり見学したりすると、やはり興味を持つも
ので、みんな楽しそうに見学している様子だっ
た。特にチェアーは私が思っていたよりも昔か
らずっと多く、様々な形への変化を繰り返しな
がら、今の形に辿り着いたことを知り、いろん
なことを考慮された上での形なのだとわかっ
た。デュールデンタルに研修に行った時のよう
に大きな工場へ行くと思っていたが、普通の民
家が建ち並んでいる場所にあったことにもとて
も驚いた。見学が終わりテーブルマナー講座を
受けた際には、テーブルマナーだけでなく様々
なマナーについてのお話も聞くことができた。
その後は京都らしい匂い袋の作製をして、とて
も忙しいスケジュールで行動した 1 日目はとて
も充実していた。 1 日目の終わりに行ったレク
リエーションでは、私たち研修旅行委員が沢山
考えてゲームや景品を準備した。みんなは楽し
んでくれるだろうか、沢山手を挙げてくれるだ

2 年次研修旅行を終えて

第51回生　壁谷　彩里

ろうか、心配なことは沢山あった。だけど私が
想像していたよりも遥かに大きく楽しそうな声
で回答しているみんなを見ると頑張って準備し
てきてよかったと、とても達成感を感じること
ができた。最後に先生がちょっと早めのクリス
マスを用意してくれてとても嬉しかったし、レ
クリエーションもみんな楽しんでくれた。

1 日目も終わりすぐに 2 日目を迎え、もう終わ
りを迎えていると思うととても早く感じた。みん
なでユニバーサルスタジオジャパンに行き、時間
は限られていたがそれぞれとても楽しめたのでは
ないかと思う。みんなでショーを見て、ご飯を食
べて、とても貴重な時間だと感じた。
　学生生活最後の旅行だと思うと少し寂しかっ
た。私たちは毎日朝から夕方まで授業を行い行
事があるような生活はしていない。その分、他
校の子の行事についての話などを聞くと少し羨
ましいと思うこともあった。だからこそ今回の
研修旅行はとても良い息抜きだったと思う。私
にとってもみんなにとってもプラスである旅行
だったと感じる。 2 年生後半は試験も沢山増
え、やらなければいけないことも多く、勉強に
追われて悩まされてを繰り返すことだろう。私
自身絶対に 1 人では乗り越えられないことばか
りである。毎日周りの子に助けてもらいながら
学校生活を送っている。このメンバーで過ごせ
る時間も段々と減ってきて、 3 年生になると臨
床実習が増え教室で全員と顔を合わせることも
減ってしまう。毎日全員で会うことのできる今
のこの時間を大事にしながら残りの専門学生生
活を過ごし、全員で卒業して立派な歯科衛生士
として社会に出られるようにこれからも頑張っ
ていきたい。
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3 年生の 4 ・ 5 月に 2 年間行った歯周病予防
処置の最終のまとめとして一年生指導を行いま
した。一年生指導とは、入学して間もない一年
生に対して医療面接や歯周基本検査などを通し
て患者指導を実施するものです。 1 年生にとっ
て、入学後初めて歯科について触れる機会にな
ります。私は、初めて本学院の歯科チェアーに
座り 3 年生に施術・指導していただいたこと
で、漠然としていた学院での学生生活を明確に
することができたことを鮮明に覚えています。
この経験が後の実習や学習に繋がったと考えて
います。今回は 3 年生として施術・指導を行う
立場から、 1 年生がこの実習を通して何かを得
られる機会にしてほしいという気持ちで臨みま
した。 3 年生にとって、馴れた間柄の同級生で
はない初対面の患者さんの口腔内を施術するこ
とや 1 日に 2 人の患者さんを担当することは初
めてであり、不安な気持ちがありました。集中
力を保った状態で、円滑・安全に充実した一年
生指導を進められるように患者配慮を行うこと
を心掛けました。そのために知識・手技を身に
付け、患者さんの立場に立つことで患者さんを
思いやる行動ができると考えました。 2 年間、
放課後や自宅での練習も含めて手技の向上に努
めました。しかしながら慣れが生じ、入学当初
抱いていた気持ちが薄れているのではないかと
考え、まず基本的知識の整理のために今までの
実習帳を復習しました。さらに相互実習時に先
生や同級生から受けた指導・助言を振り返りま
した。例を挙げると、デンタルミラーが歯牙に
接触しないように挿入することや、患者さんに
分かりやすい言葉を用いた施術や器具の説明に
加え、適宜声掛けを行い患者さん自身が口腔内
で何が行われているのか理解できているような
安心できる環境を作るなどの注意点について確
認しました。

1 年生指導を行って

第50回生　藤原　明花

　その日を迎え、術者保持での施術でしたが先
生方や同級生のサポートもあり円滑に進めるこ
とができました。プラーク染色後に磨き残しを
しやすい箇所について鏡を用いて一緒に確認し
ました。それをもとにブラッシング指導を行い
ました。新型コロナウイルスの感染対策により
1 ヶ月後の評価を実際の口腔内から実施するこ
とができませんでしたが、正確な情報収集を行
うために、オープンクエスチョンを意識して 1
年生が答えやすい雰囲気をつくることを心掛け
ました。指導後には数回補助的清掃用具をする
ようになっており、小さな変化でしたが非常に
嬉しく思いました。
　一年生指導を振り返り、よりよい歯科診療
を行うためには分かりやすい言葉を用いて、
指導・説明を行うことで患者さんの理解・協力
を得ることが大切ではないかと感じることがで
きました。今回の一年生指導では患者さんの立
場に立って寄り添うことを心掛けたことで、患
者配慮に繋がりました。また施術前に考えてい
た注意点については達成できた点や、至らない
点に加え新たな課題を見つけることができまし
た。今後歯科衛生士として働く上で改善できる
ように日々精進していきたいと思います。
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　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
入学して間もない 2 年前の 5 月に初めてクリニ
カルトレーニングセレモニーに参加しました。
その時に 3 年生の先輩方が壇上で誓いを読み上
げる後ろ姿に感動しました。それと同時に初め
ての行事で 1 年生の私はただただ先輩を見てい
る状態でした。
　当初は 3 年生になるまで、まだまだ先の事だ
と感じていた臨床実習本実習がこの 4 月で私た
ちの番であることを自覚し、気を引き締めるこ
とができた一方、 3 月のプレ臨床実習で自分の
知識不足を改めて感じ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、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により単位試験が後期に回
り内容も難しくなり、毎週科目試験というとて
も忙しい時間を過ごしていました。試験結果が
張り出されるたびにとても緊張しながら結果の
確認をしに行ったことを覚えています。確実に
1 年生の時よりもレベルアップした授業、相互
実習、単位試験をこなす中で国家試験対策も始
まり時間がいくらあっても足りない状態でした
が、少しずつですが成長を感じあっという間に
1 年が過ぎ、無事進級を迎え今年の 4 月に臨床
実習が始まる 3 年生となりました。

5 月11日にクリニカルトレーニングセレモ
ニーの予行が行われる予定でしたが新型コロナ
ウイルス感染拡大防止により中止となり、 5 月
18日にクリニカルトレーニングセレモニー本番
が行われることになりました。感染対策のため
マスク着用のままでロウソクの火ではなく電池
式を使用したロウソクを持ち、代表者のみロウ
ソクの火を使用しました。私は代表としてナイ

クリニカルトレーニングセレモニーを終えて

第50回生　山田　　葵

チンゲール像から火をもらう役割をさせていた
だきました。 2 年生の時は新型コロナウイルス
感染拡大の影響でクリニカルトレーニングセレ
モニーに参加できず、 1 年生の時に初めて見た
記憶のままいきなり本番となりすごく緊張して
しまいました。宣誓、ナイチンゲール像から火
をもらい、分灯していくことで 3 年生という実
感がすごく湧きました。

3 年生最後の学内実習では、まとめ実習、 1 年
生指導をこなして来ましたが緊急事態宣言が発令
され、新型コロナウイルス感染拡大の影響により
口腔内を見ることができず臨床実習前最後の実習
をできなかったのがとても残念でした。そして緊
急事態宣言発令の中ではありましたが、 6 月 1 日
から臨床実習に行かせていただくことができまし
た。主に見学実習となり本来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、それがなかな
かできない状態でした。見学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
くとセメント練和や印象練和などの練習もさせて
いただいたり、治療の見学を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。初めは環境が変わったことで慣れるの
に精一杯でしたが日を重ねるごとにさせていただ
けることが増え、もっとアシスタントにつきたい
と思うようになりました。
　同じ一般歯科でもルールが違ったり、治療の
流れや使用器具などが違ったりするなどで戸惑う
こともありましたが、毎日の実習が勉強でとても
貴重な時間だと改めて思いました。残りの実習で
もたくさん吸収し臨床実習で学んだことを忘れず
国家試験に繋げていきたいと思います。
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　私たち50回生は、 3 年次の 8 月に、実際に現
場で救急救命を行っている消防士の方から「市
民救命士講習」をご教授いただきました。
　講習では心肺蘇生法の講義や実技などの一
次救命措置の重要性について学ぶことができ
ました。
　はじめに応急手当ての重要性について講義を
受けました。現在、救急車が現場に到着するま
で一般的に約 8 ～ 9 分かかり、救急車が到着す
るまでの間に心肺停止などの傷病者を救命する
一連の流れにより早く社会復帰につなげること
が大切で、この一連の流れを「救命の連鎖」と
いうことを学びました。また「救命の連鎖」は
心停止の予防、心停止の早期認識と通報、一次
救命処置（心肺蘇生法と AED）、二次救命処
置と心拍再開後の集中治療のことであり、市民
が一次救命処置までを行うことが期待されてい
ます。救命率を現したグラフから心臓や呼吸が
止まった際に応急手当てを行った場合と行わな
かった場合では救命率に 3 倍の差があることが
あることを知り、市民が一次救命処置を行うこ
とがどれほど重要なことであるかを詳しく学ぶ
ことができました。
　次に、応急手当てをする際の感染防止対策に
ついて講義を受けました。私たちが救命を行う
際は、傷病者の血液などの分泌物に接触し、
様々な感染症に感染しないよう、傷病者に触れ
る際はビニール袋を手袋の代わりにするなどの
感染対策を行うことが大切だと学びました。ま
た、コロナ禍においては、従来であれば人工呼
吸の際は人工呼吸用のマウスピースを用いて行
うのですが、新型コロナウイルス感染防止のた
め人工呼吸は行わないことや、胸骨圧迫を行う

市民救命士講習を受講して

第50回生　中塚　結美

際はできるだけ腕を伸ばし傷病者から距離をと
る、傷病者に対してはマスクの着用または口元
にタオルをかけるなど、救命を行う人の身も守
ることが重要だということを理解しました。
　実習ではマネキンを使い、AED を用いた心
肺蘇生法の手順を行いました。胸骨圧迫を100
～200回/分のテンポで30回圧迫を行いました
が、実際に行ってみると想定しているよりもテ
ンポを維持することが難しく感じました。胸骨
圧迫は「早く」「強く」「絶え間なく」行うこと
が重要ですがとても体力を使うため、周囲の方
と連携し交代しながら行う必要があると感じま
した。また、傷病者の呼吸確認の際、呼吸の有
無を確認することはもちろんですが、心停止直
後の場合死戦期呼吸（しゃくりあげるような呼
吸）が見られることがあるため傷病者がどのよ
うな呼吸をしているのかをしっかりと観察する
ことが重要だとわかりました。
　AED 使用の際は成人と小児でモードの切り
替えが必要になる機種があることなどの使用に
際しての注意事項についてもしっかりと理解す
ることができました。
　私はこれまでに救急救命の講習を受けたこと
がありましたが、実際の現場を想定したことがあ
りませんでした。しかし、今回の講習で一次救命
処置を行うことによる救命率の違いや社会復帰で
きる可能性の高さなどを知り、改めて応急手当て
の重要性を理解することができました。
　また、心肺蘇生法のガイドラインは 5 年に 1
度改訂されているため講習を一度受けたら終わ
りではなく、継続して講習を受けることでいざ
という時に落ち着いて行動ができるよう、これ
からも定期的に受講していきたいと思います。
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　私は 2 年生の 3 月に 1 日、あかしユニバー
サル歯科診療所に実習に行かせていただきま
した。
　あかしユニバーサル歯科診療所は地域の歯科
医院では受診が困難な、様々な障碍をお持ちの
方、有病高齢者の方、介護が必要な方を対象に
された診療所です。実習前は一般歯科での見学
実習の経験しかなかったので、センターではど
のような疾患を持った患者さんが来院されて、
どのように歯科診療が行われているのかわから
ず緊張と不安がありましたが、見学させていた
だくことでとても興味が持てました。
　まず、診療室に入るとチェアーとチェアーの
間に区切りがなく、部屋との境目に段差もな
かったのが印象的でした。足の不自由な方や、
車椅子の方でも安全に診療台に移動できるよう
にするためだと思いました。また、診療室内
の患者さん全員に目が行き届き、いつどこで何
が行われているか把握しておく必要があり、何
か起こった場合でも迅速に対応するためでもあ
るとお聞きしました。いつ何が起こるか分から
ない為、治療についていずに他のことをされて
いる場合であっても対処できるように常に気を
張っているというところは一般歯科以上だと感
じました。私が見学させていただいた患者さん
は、知的障碍の方や、歯科恐怖症の方など様々
な障碍を持たれた方々でしたが、歯科医師や歯
科衛生士は診療前後にカンファレンスを行い、
その患者さんのことを把握して一人一人に合わ
せて対応を行っていらっしゃいました。
　知的障碍の方の SRP では、まず歯ブラシや
器具を見せて今から何をするかや、恐怖心をな
くすための声かけからはじまりました。歯ブラ

臨床実習で学んだこと（ 2 年次センター）

第50回生　山脇　智香

シを口に当てて安全であることを示したり、コ
ミュニケーションを充分に取りながら段階的
に行っていらっしゃいました。また、SRP 中
じっとしていることが難しいため、カウント法
を用いて、あらかじめ約束した時間をカウント
しながら治療し、声を出して数えることで、時
間の経過と到達目標がわかって先の見通しが立
つため、我慢できるようになっていました。
そして、できたことには「できたね」「すごい
ね」などと褒めて、患者さんのモチベーション
をあげることも大切だと学びました。日によっ
て歯を磨かせてくれたり、磨かせてくれなかっ
たりする場合もあり、その場合は無理矢理せず
にコミュニケーションを取りながらできること
を増やしていました。一般歯科ではすぐに終わ
る治療でも、センターではその何倍も時間をか
けて行っていましたが、それ以上に患者さんと
の信頼関係を作り上げることがとても大事なこ
とだと学びました。センターの歯科衛生士は常
に周りに気を配っていて、歯科医師とも連携が
とれていました。患者さんだけでなく付き添い
のご家族などともコミュニケーションをとり、
指導を行っていました。そして一人一人のこと
を考え、治療計画を立てたり、環境作りをされ
ていました。患者さん一人一人に寄り添うとい
うのはこのようなことだと思いました。この見
学実習では病気や障碍についての自分の知識不
足を痛感しました。もっと、色んな病気や障碍
について学び、私も一人一人の患者さんに寄り
添うことができる歯科衛生士になりたいと思い
ました。
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　私は令和 2 年 3 月の 2 日間、西宮市の中西矯
正歯科で臨床実習をさせていただきました。
　学内の講義で学んだことに加え、 2 日間の臨
床実習で矯正歯科について深く学ぶことができ
ました。学内での講義を聴講する度、矯正歯科
に興味を持つようになりました。そのため、矯
正歯科での臨床実習がとても楽しみでした。
　実習前には、臨床実習に向けての事前課題が
出されました。アングルの分類や歯の位置異常
については教本で何度も確認し、分かるように
なりましたが、プライヤーの種類が多く、名称
と用途を覚えることがとても難しかったです。
　しかし臨床実習が始まると、実習先の指導衛
生士さんに一つ一つの器具や材料の名称と用途
を丁寧に教えていただいたり、休憩時間には引
き出しに入っている器具について教えていただ
くことができました。そのため、施術の内容と
結び付けて学ぶことができました。また、事前
課題で書き込んで行った冊子を持参し、分から
ない所は確認しながら見学させていただきまし
た。教本上で得た知識に、臨床実習での体験･
経験が加わったことで、理解を深めることがで
きました。
　実習でお世話になった中西矯正歯科では、初
日に実習生全員の口腔内写真撮影と顔面規格写
真撮影、パノラマＸ線撮影とセファロ分析をし
ていただき、一人一人に対してアングルの分
類、矯正するならどういう風な過程でしていく
かを説明して下さいました。学内の講義でもセ
ファロ分析を練習しましたが、実際に自分の口
腔や顔面を用いて説明していただくと、より関
心を持って学ぶことができました。

臨床実習で学んだこと（ 2 年次矯正）

第50回生　天野　　楓

　また、診療中は、歯面処理やワイヤーの結
紮、口腔内写真撮影や術後説明など歯科衛生士
の方が主体となって携わっておられ、歯科衛生
士と患者さんとの距離が近い所が矯正歯科医院
の魅力だと感じました。
　来院されていた患者さんを見ていると、口腔
への審美的な関心が高く、積極的に歯科矯正に
臨んでいらっしゃる方が多く感じました。しか
し、矯正歯科治療は一般歯科治療と比べて長い
期間を要します。また自費治療となるため、患
者さんへの負担が大きくなります。矯正歯科治
療のメリット･デメリットを患者さんにしっか
り説明し、少しでも不安を取り除くことができ
るように患者さんに接することで、信頼関係を
築くことができるのだと学びました。また、矯
正歯科治療についてより多くの知識を蓄えてお
いた上で、患者さんへ治療について分かりやす
く説明を行うことが大切だと学びました。
　今回中西矯正歯科では、矯正歯科医院での
歯科衛生士の働く姿勢を学ばせていただきま
した。

2 日間の臨床実習を通して、患者さんに寄り
添い信頼関係を築くことの大切さ、知識を持っ
て医療従事者として誇りを持って治療に臨む姿
などを学ぶことができ、実りのある 2 日間にな
りました。
　私は将来、患者さんに寄り添い、信頼される
歯科衛生士になるのが目標です。基礎知識に加
え、この度学ばせていただいた知識を活かし目
標とする歯科衛生士になれるよう日々励んでい
きます。
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　私は 6 月の19日間、三宮でご開業されている
シティタワー神戸三宮歯科へ臨床実習に行かせ
ていただきました。本実習初めての医院でとて
も緊張しましたが、臨床でしか学べない事を学
び吸収し、理想とする歯科衛生士に近づけるよ
う頑張ろうと強く決意し実習に臨みました。今
年度も昨年に引き続き新型コロナウイルス感染
症流行により、実習時間は短縮となり、例年で
あればアシスタントに付かせていただくのです
が、見学実習のみとなりました。そのため、実
習ではセメント練和練習や器具の片付け、術前
準備、基本検査のデータ入力などを行わせてい
ただきました。コロナ感染の不安もありました
が、医院では患者さんが来院されると検温やア
ルコール消毒を行っていただき、チェアーに誘
導する前にもアルコール消毒を行うなど感染対
策を徹底して行われていました。診療室内も国
際基準の滅菌システムを導入され、器具の滅菌
を行い、チェアサイドをオゾン水で清掃するな
ど清潔不潔が徹底されていました。私も学校で
学んだ感染対策の講義や実習を復習しながら実
習させていただきました。
　またシティタワー神戸三宮歯科ではストレ
スフリーにも力を入れられていました。その
ため、歯科恐怖症の患者さんが多く来院さ
れ、その治療は静脈内鎮静法や笑気吸入鎮静
法を用いて行われていました。講義や教本で
学んだだけで、これらを実際に見学できると
知り、私は実習前からとてもワクワクしてい
ました。準備から見学させていただき、院長
や歯科衛生士さんからたくさんのことを教え
ていただき、とても興味深くもっと学びたい
と思いました。そしてこれらの処置を行う前

臨床実習で学んだこと（開業医）

第50回生　向吉　真悠

にはインフォームド・コンセントを徹底して
行い、安心して治療を受けられるような対応
が取られていました。そのため、緊張した様
子で入室された患者さんも、術後は笑顔で退
室される方が多かったです。
　歯科衛生士が行う口腔衛生指導では、前回
とのポケット値の差や BOP の有無、歯石やプ
ラークの沈着具合などを比較し、ブラッシン
グが行き届いていない箇所を的確に指導されて
いました。そのときも、一方的に指導するので
はなく患者さんからの疑問や質問に応えるなど
相互的なやり取りが行われていました。特にブ
ラッシング指導では、患者自身に今どのような
ブラッシングをしているのか、実際に歯ブラシ
で実践してもらい状況を確認し、一人一人に
合った指導をされていたことがとても印象的で
した。また院内ではスタッフ同士でのコミュニ
ケーションも多く、スムーズに診療されていま
した。治療中のアシストワークでは、先生が治
療スピードを落とさないように常に先のことを
考え動かれており、患者さんやスタッフ同士と
のコミュニケーションの大切さも学ぶことがで
きました。
　私はこの実習を通してたくさんのことを学び
ましたが、知識の乏しさも痛感させられまし
た。今後は、より多くの知識を身につけ臨床実
習での経験を活かして国家試験に臨みたいと思
います。私が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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　令和 3 年 7 月に、兵庫医科大学病院の歯科口腔
外科へ実習に行かせていただきました。実習では
歯科と口腔外科に分かれており、そこで病院にお
ける歯科衛生士の役割、感染対策の理解、口腔外
科処置の流れ、患者さんとのコミュニケーション
などたくさん学ぶことができました。
　感染対策については清潔と不潔の区別を徹底さ
れており、準備や器材の取り扱いなど清潔域、不
潔域と常に考えながら行動することが大切だと感
じました。特に外科では主に抜歯が多いため、滅
菌されたものを汚染させないように器具の準備を
する時は、どこが清潔で不潔なのか理解しておく
必要があると学びました。
　病院では、入院患者さんも口腔ケアで来られ、
口腔内だけに問題がある人は少なく多くの人が全
身疾患をもっていらっしゃることが多いです。実
習では、疾患について、服薬について、血液検査
の結果、他科の治療経過など、同じ歯科疾患で
あっても患者さんによって治療法や発現状態が異
なるため事前にカルテから情報を得て患者さんの
全身状態について理解することが必要だと感じま
した。また、実習に行っている中で、歯科技工士
さん、歯科衛生士さんによる講義がありました。
歯科技工士さんからは、印象物・石膏材の取り扱
いであったり、歯科衛生士さんからは、インプラ
ント、呼吸ケアラウンド、オーラルマネジメント
についてなど歯科衛生士として求められる役割に
ついてたくさん教わることができました。特に周
術期口腔機能管理を行うことで、肺炎・重症感染
症などの合併症の予防になるとわかりました。癌
などの手術や治療において、口腔衛生状態の改善
や口腔機能の維持・向上を目指した口腔ケアが、
術後の回復や QOL の向上に繋がっていることを

臨床実習で学んだこと（病院・口腔外科）

第50回生　川戸　美紅

知り、チーム医療における歯科衛生士の役割の大
切さを学びました。また、実習前に学校や Web 
講義で岸本先生からオーラルマネジメントについ
て講義していただき教わったことで、実習を行う
にあたって関連づけさせて学ぶことができまし
た。歯科衛生士さんによる口腔衛生指導では、口
腔内状態をよく観察されており、問題となる部分
を見つけ、改善するため一人一人に合った指導を
されていると感じました。指導を行うにはまず口
腔内をしっかり見ることが大切であり、患者さん
の視点に立って理解することで信頼されていくの
だと思いました。患者さんにはできていない部分
だけ伝えるのではなく、できている部分も伝える
ことで次の頑張りへと繋がっていき患者さんの意
識の向上になっていると感じました。
　病院での実習は、初めてみる口腔疾患の患者さ
んや、外科治療、biopsy や ARONJ など初めて
聞く言葉もあり、わからないところもありました
が、歯科医師の先生が丁寧に疾患や病状、処置内
容など教えてくださり理解し見学することができ
たと感じました。口腔外科処置ではアシストにつ
かせていただき、教科書で学んだ内容以外にも
実際にアシストにつくことでの発見や患者配慮
など学ぶことがありました。すべての行為に意味
があるため、なぜその器具を使うのか考えること
が必要だと教わり、治療の中でなぜそうなのか、
といった疑問を常に持ち、考えて理解できるよう
にしていきたいと思いました。まだまだ技術、知
識共に不足している部分は多いですが、兵庫医科
大学病院において学んだことをしっかりと今後の
実習および就職後の糧にできる様に、これからも
しっかり学んでいきたいと思います。
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　私たち50回生は令和 3 年11月25日にユニバー
サルスタジオジャパンへ行きました。
　本来なら50回生は昨年の 2 年次に東京方面へ
1 泊 2 日の研修旅行に行く予定でした。
　しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影
響に伴い 2 年次の研修旅行が延期となりました。
　そのため、新型コロナウイルスの感染が少し
落ち着いたこの時期に、ユニバーサルスタジオ
ジャパンへ行くこととなりました。
　今回は11月の施設実習の期間中ではありまし
たが、楽しみにしている学生も多かったと思い
ます。
　当日は 9 時30分と11時のどちらかを選択して
現地に集合し、エントランス入場ゲートにて各
自チケットを受け取って入場しました。
　私たちのグループは 9 時30分にユニバーサル
スタジオジャパンに集合しました。
　そこからは、ザ・フライング・ダイナソーや
ジョーズ、ハリー・ポッター・アンド・ザ・
フォービドゥン・ジャーニーなどの色々なアト
ラクションに乗ったり、友人とお揃いのアイテ
ムを身に着けて写真を撮ったりしながら非日常
的な空間を一日中楽しむことができました。
　アトラクションはそれぞれスリルがあって、
とても楽しかったです。
　パーク内ではクッキーモンスターやハローキ
ティ、スヌーピー、ウッドペッカーなど、馴染
みのあるキャラクターたちと沢山出会うことが
できました。
　12時からは51回生と一緒にパーティーに参加
しました。
　まずビュッフェスタイルで昼食をとりまし
た。昼食の内容も豪華で、自分の好きなものを
とることができて良かったです。とても美味し
くいただきました。
　昼食をとったあとからは、本格的にショーが
始まりました。
　ショーでは世界的に有名な洋楽を聴いたり、
ダンスを見たりと迫力のあるパフォーマンスを
目の前で感じることができました。
　洋楽の種類も会場全体で盛り上がることがで
きる明るくて楽しい楽曲や、しっとりとした曲
調の楽曲など様々あり、気持ちを高めることが
できました。
　ショーの途中で、私たち学生が一緒に参加で
きる場面もありました。

USJ 研修旅行を終えて

第50回生　長野　利紗

　新型コロナウイルス感染防止のため、ソー
シャルディスタンスをとったりしながら参加し
ました。
　音楽に合わせて体を動かしたり、ジャンプを
したり、ペンライトを振ったりするところがあ
りました。
　そこでは、会場全体が一つとなって大いに盛
り上がることができました。
　新型コロナウイルスの感染防止のためにマ
スクをした状態での参加ではありましたが、
ショーを通してみんな笑顔になり、とても楽し
そうな様子でした。
　ペンライトも随時、黄色や青色など様々な色
に変化したりして綺麗でした。
　50回生も51回生も一緒になって、とても楽し
みながら参加することができたと思います。
　パーティー終了後は、自由行動となりました。
　各自で好きなアトラクションに乗ったり、ユ
ニバーサルスタジオジャパンのパーク内で自由
に過ごしたりしました。
　有意義な時間を過ごすことができたと思い
ます。
　今回、ユニバーサルスタジオジャパンへ行っ
て沢山の楽しい思い出を作ることができました。
　新型コロナウイルスの影響によって様々なこ
とが制限されるなかでも、今回50回生として最
後にユニバーサルスタジオジャパンに行けて良
かったです。
　これからは、また気持ちを新たに切り替えて
残りの実習や国家試験に向けての勉強を頑張っ
て取り組んでいきたい思います。
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　私が歯科衛生士になりたいと思ったのは矯正
を始めたことがきっかけでした。歯科衛生士の
方に丁寧に指導していただくうちに歯科衛生士
という職業に興味を持つようになりました。
　兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院に
入学し、カリキュラムを見ると見たことのない
科目が思っていた以上にたくさんあり不安にな
りました。また、単位試験も多く試験前になる
たび焦って勉強していたのを思い出します。

3 年生になると臨床実習が始まりました。
しかし、新型コロナウイルスの影響により実
技はほとんどできず見学実習となりました。
その分これまで学んできた講義内容と結びつ
け、いろいろなことを考えながら見学する事
ができました。
　臨床実習が終わるとほっとした気持ちと同時
に国家試験の勉強を始めなければという気持ち
になりました。就職活動を終えたら、冬休みに
は本気で勉強しようと思っていましたがいざ冬
休みになり勉強を始めようとするとどこから手
をつけて良いか分からず不安になりました。結
局冬休みは思ったように勉強ができず終わって
しまいました。冬休み明け、久々に登校すると
クラスの皆も国家試験の勉強を始めている様子
で、休み時間も教本を見ている人が多く、その
時は焦りました。しかし、今思うとその皆の雰
囲気のおかげで勉強するスイッチが入ったのだ
と思います。
　国家試験対策の講義が始まると、講師の先生
方が国家試験で出やすいところを中心に分かり
やすく講義してくださり、集中して聞くことが
できました。午前の講義が終了すると昼休みに
友達と講義内容を確認し合ったりして復習しま

国家試験合格記

第49回生　岩尾　美月

した。放課後は友達が声をかけてくれて分から
ないところを一緒に勉強しました。家に帰ると
疲れて寝てしまいがちな私でしたが、残って勉
強する事で勉強時間を作ることができたのでよ
かったです。
　国家試験対策の講義が続く中、模試がありま
した。私は最初、点数が合格点に達しておらず
不安な日々が続きました。それからは模試が終
わるたびに間違えたところを見直すようにしま
した。見直しても不安な部分はさらに教本など
を見て理解を深めるようにしました。すると少
しずつ合格点を取れるようになってきて、その
時はとても嬉しかったです。
　国家試験前日になると最後の見直しをしまし
たが見直せば見直すほどこれでいいのか不安に
なりました。当日になり、試験会場に着くとい
つもとは違う環境でとても緊張しました。試験
が始まりわからない問題が出てくるととても焦
りましたが、落ち着いてミスだけはないように
心がけました。後日、自己採点をすると合格点
を取れていたので安心することができました。

3 年間を振り返ると大変なことがたくさんあ
りました。 1 ・ 2 年生では専門的な言葉に慣れ
るのが大変で、 3 年生の臨床実習では知識不足
を実感して自信を無くす事もありました。しか
し、国家試験勉強をする中で臨床実習で学んで
きたことが臨床科目の勉強でとても役に立ち、
臨床実習に行けてよかったと感じています。ま
た、 3 年間熱心に教えてくださった先生方や最
後まで一緒に頑張ってくれた友達にはとても感
謝しています。
　国家試験を控えている後輩の皆さんには合格
を目指して皆と最後まで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
頃から歯科医院に通院していたこともあり、優
しく、丁寧に接してくれる歯科衛生士さんに憧
れたからです。しかし私はとても勉強が苦手で
学院に入学するまでは、専門知識を 3 年間で学
ぶことに不安しかありませんでした。
　入学後、 1 年生、 2 年生は何とか友達と協力
し、乗り切ることができました。しかし昨年
（2021年）は、新型コロナウィルス感染症によ
る影響で 4 月から 2 ヶ月ほど、学校に登校する
ことができず、自分でどのように勉強すればい
いのか分からないまま、 4 ヶ月間の臨床実習が
終了し、本格的に国家試験の勉強が始まりまし
た。臨床実習中から模擬試験はありましたが、
全く勉強していなかったので220点中、100点も
取れず、毎月行われる模擬試験に追われる日々
で、勉強は頑張っていましたが結果が伴わず、
友達の点数を聞くたびに焦りしかありませんで
した。12月の模擬試験の点数も合格点にはまだ
まだ遠く、絶望的でした。
　冬休みは、 1 月の模擬試験で合格点を超えら
れるよう死ぬ気で勉強を頑張ろうと決意しまし
た。私は基礎科目が曖昧だったので、DHS 夏期
基礎対策講座冊子「夏の麗人」を使用し見直し、
覚えやすい語呂を携帯で調べ、自分で語呂を考え
付箋に書き、毎日呪文のように唱えていました。
また、主要 3 教科は休日に友達とテレビ電話をし
ながら学校で配布された過去問の冊子を解き合っ
て、分からないことを教え合い、協力しながら勉
強をしました。その甲斐あって、 1 月の模擬試験
では漸く合格点をクリアすることができたので、
安心感と自信が持てるようになりさらに勉強を頑
張ろうと思うようになりました。また学内で行わ
れた国家試験対策の授業は分かりやすく、その日

国家試験合格記

第49回生　松下　菜美

のうちにまとめることでより理解が深まりとても
勉強になりました。
　国家試験は近づくにつれ不安が募りました
が、過去問や模擬試験の問題を解き直し、自分
の苦手な教科に時間を割き、毎日することをメ
モして勉強をしました。国家試験前日はホテル
で友達と最終確認を行いました。緊張と不安で
全く眠れなかったのを今でも思い出します。当
日、国家試験会場に入るまで震えるほど緊張し
ていました。会場も広いところだと勝手に想像
していましたが、私が受験した部屋はクラスメ
イトのほとんどが、近くにいたのでとても安心
しました。今までの人生にないほどの緊張をし
ましたが、午前の試験が始まると同時に一気に
緊張がなくなり、試験に集中することができ、
試験中は何度も名前や受験番号が書けている
か、マークミスがないかを確認しました。午後
の試験も終わりやっと国家試験から解放される
と、嬉しさと同時に合格しているのか再び不安
でした。例年、国家試験当日に解答速報がイン
ターネット上で確認できたのですが、今年度は
なく、合格しているのか心配でした。翌日確認
できた解答速報で、合格点があったので本当に
嬉しかったです。
　国家試験の勉強はとても大変で孤独でやめ
たいと何度も思いました。「勉強！勉強！」の
日々で楽しいことはひとつもありませんでした
が、応援してくれる家族、一緒に頑張った友達
がいたおかげで、私は諦めずに最後まで頑張る
ことができました。国家試験を控えている後輩
の皆さん、人生でこれ以上勉強することはない
と思います。最後は自分のやる気次第だと思い
ます。諦めず、たまには息抜きしながら合格を
目指して頑張ってください。応援しています。

＜国家試験合格記＞
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＜活躍中の卒業生＞

　私はこの兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生
士学院を卒業して、 5 年経ち日々忙しく働いて
います。
　学院在学中は、正直もともと勉強が苦手で成
績も良いとはいえず、臨床実習までの単位修得
試験などではすごく苦労していました。臨床実
習では、習ったこと以上のことを学んでいかな
ければならず、患者さんに対しての接し方や情
報収集など先輩歯科衛生士の皆さんから見て
習っていたつもりでした。しかし、いざ自分自
身が国家試験を乗り越えて、臨床に出て 1 年目
の頃は、患者さんとの接し方や治療などの説明
の仕方など全てが至らず、正直慣れてないこと
が続きすごく辛い日々で毎日悪戦苦闘でした。
初めて勤めた歯科医院は 1 年 1 ヶ月の間お世話
になりました。基本的な技術だけでなく、併設
されているディサービスの高齢者の口腔ケアに
伺ったり、一般の歯科医院ではできない業務も
経験させていただきました。

2 軒目に勤めることになった歯科医院は、転
職の際、学院の教務の先生に相談し、ご紹介い
ただきました。先生の同級生である先輩歯科衛
生士がいらっしゃり、自分が患者さんのことな
どで悩んだ時、つまずいた時に相談できる優し
い先輩で、周りのスタッフに恵まれて毎日充実
しています。院長も患者さんにすごくフレンド
リーに接しておられ、とにかく説明を丁寧にし
ていらっしゃる地域に密着している歯科医院で
す。患者さんも私たちに対して気さくに話しか
けて下さり私もコミュニケーションをとること
がすごく楽しいです。医院では院長のお考えで
歯周病に対しての治療は歯科衛生士一人一人が
決めて進めていくという方針となっており、そ
の頃私は 2 年目だったので、まだまだ分からな
いことが多い状態でしたので、初めは先輩歯科
衛生士さんの施術内容を知るため、時間のある
時に見学させていただいていました。勤務初日
からいきなり担当した患者さんの状態やご本人

卒業後 5 年目になった今

の希望をお聞きし、リコール間隔を考えたり必
要な清掃用具をお伝えしたりと、柔軟な対応が
求められるので最初は戸惑いました。現在は、
毎日多い時では 1 日に 6 人ほど担当すること
があり、初診でスケーリング希望の方、定期検
診で来られる方、手術前の周術期患者さんの口
腔ケア、グループホームで暮らす障がいのある
方々、在宅訪問による口腔ケアなど、色々な方
のお口の管理をさせていただいています。

2 年目当初は、なかなかリコールの患者さん
も続けて来てもらうことが難しく、きっかけ作
りと継続して来てもらうことを伝えることが上
手くいかなかったのですが、 5 年目となった今
では個々の患者さんの性格や考えを尊重して、
患者さん自身の要望もお聞きし、今の患者さん
の口腔内の状況、私の考えやアドバイスをお伝
えして、リコールを継続して来て下さる患者さ
んもたくさん増えてきました。今では、「次も
あなたが診てくれるの？」や、「名前を教えて
ほしい！」、「またお願いします」などと患者さ
んからも言ってもらえるようになり、少しずつ
ではありますが卒業してから歯科衛生士として
成長したのかなと思います。
　在学中の皆さんにとっては短いようで長い 3
年間だと思いますが、目まぐるしく毎日が過ぎ
去っていき、一瞬一瞬その時がすごく大切な学
びに繋がるのと同時に、全てがこれから必要と
なる糧になるものです。立ちはだかる困難もあ
るかと思いますが、卒業し歯科衛生士の資格を
得ると誰もが患者さんからみたら、スペシャリ
ストとなります。質問されたことに対して、ス
ムーズに受け答えができるようにしておかない
といけません。臨床に出てからも日々勉強で、
セミナーなどで学ぶ機会や知識を増やしていか
なければなりません。これから 5 年後、10年後
も歯科衛生士という国歌資格を大事にして、私
ももっと頑張っていきたいと思います。

いわさき歯科診療所

第45回生　北本　采佳
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＜活躍中の卒業生＞

　はじめまして、「神戸市立医療センター西市
民病院で勤務している鶴﨑」です。
　今回、このように「活躍中の卒業生」とし
て学術誌の原稿を引き受けさせていただきま
した。
　最初は何を書こうかと思いましたが、いつの
まにか「たくさんの名前」を持つようになった
「私」についてお話しようと思いました。
　今、お話ししただけでも「神戸市立医療セン
ター西市民病院の鶴﨑」という名前の私と、
「活躍中の卒業生」という名前の私がいます。
また、家に帰れば、両親の「娘」主人の「妻」
娘の「母」としての名前を持つ私がいることに
なります。
　そんな私が、歯科衛生士という職業に就く
きっかけからお話しします。
　きっかけを作ってくれたのは私の父です。日
本料理店を経営する料理人の父が、女の子でも
将来は手に職をつけてしっかりと生きていける
人間になりなさい。「僕の娘」なら何にでもな
れる、選んだ仕事で成功すると自信を持たせて
くれました。そこで出会ったのが歯科衛生士
という仕事です。何校もオープンキャンパスに
行き、自分が行きたいと思う学校に出会えたの
が、兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
でした。学校生活は楽しいことばかりではあり
ませんでしたが、歯科衛生士免許と同時に、仕
事の事、プライベートな事、何でも話せる友達
を見つけることができました。在学中は「勉強
が苦手な学生」だったため、今現在、病院歯科
に勤務しているのは、まわりの友達からしても
不思議で仕方ないようです。歯科衛生士になっ
てからは今までを取り戻すかのように猛勉強で

私には「たくさんの名前」があります。

す。無知な歯科衛生士ほど信頼されないものは
ないからです。
　歯科衛生士としては、開業医で 6 年勤務し、
結婚退職しました。ただ結婚後も歯科衛生士を
続けたいという希望もあり「神戸市立医療セン
ター中央市民病院パート歯科衛生士」で再ス
タートしました。家事と仕事の両立は不器用な
私にとっては簡単なものではなく、まわりの家
族にはたくさん助けてもらい、仕事を継続して
います。神戸市立医療センター中央市民病院に
勤務中、ご縁があり、「神戸市立医療センター
西市民病院正規職員」で勤務させていただくこ
とになりました。常勤で勤務するにあたり、私
の名前は増加中です。多種職の中にいる、「お
口の相談をうけてくれる歯科衛生士の鶴﨑さ
ん」実習生を受け入れていることもあり学生か
らは「ちょっと厳しい歯科衛生士さん」また先
輩衛生士さんから見れば、「勉強途中の後輩歯
科衛生士」後輩歯科衛生士から見れば「ちょっ
ぴり頼りになる鶴﨑さん」と呼ばれているかも
しれません。
　歯科衛生士として仕事をしていく中で、女性
として、また一人の人間として活躍していける
よう日々努力をしていきたいと思っています。
　今後もまだまだ「私の名前」は増えていく予
定です。

神戸市立医療センター　西市民病院

第33回生　鶴﨑　宏美
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学 院 の 動 き

令和 2年度
令和 3年
1月

5 ～ 8 日　一般入試（ 2 次）願書受付
12日　第 6 回業者模擬試験（医歯薬）

16～17日　歯科衛生士研修指導者・臨床実
地指導者等講習会（山下専任教
員）

24日　一般入試（ 2 次）
25日～ 2 月 4 日　一般入試( 3 次)願書受付

26日　第10回学院運営協議会
〃 　第 7 回業者模擬試験（医歯薬）

30日　一般入試（ 2 次）合格発表

2 月
1 日　第 8 回業者模擬試験（DHS）
2 日　教員会（卒業審議）
14日　一般入試（ 3 次）
16日　第 2 回校内模擬試験
〃 　第11回学院運営協議会

20日　一般入試（ 3 次）合格発表

3 月
1 ～29日　見学臨床実習

（センター： 2 年生）
〃 　見学臨床実習

（矯正： 2 年生）
〃 　プレ臨床実習（ 2 年生）

6 ～ 7 日　第30回歯科衛生士国家試験引率
(大阪府：小村教務主任、肥塚
教務副主任、岩城専任教員)

7 日　第30回歯科衛生士国家試験
9 日　教員会（進級審議）
13日　49回生卒業証書授与式
23日　第12回学院運営協議会
25日　第 9 回オープンキャンパス
26日　第30回歯科衛生士国家試験合格

発表
31日　科目講師退任

（羽衣　蘭・平野俊一朗・樫　
則章）

令和 3年度
令和 3年
4月

1 日　科目講師就任
（妃乃あんじ・森　明彦・森本
誠一）

10日　52回生入学式
12～26日　プレ臨床実習（ 2 年生）

18日　第 1 回オープンキャンパス
27日　第 1 回学院運営協議会
28日　学生健康診断

5 月
13日　科目・臨床実習連絡会（書面に

て開催）
15日　第 2 回オープンキャンパス
18日　クリニカルトレーニングセレモ

ニー
25日　第 2 回学院運営協議会

6 月
1 ～22日　各地区「歯と口の健康週間行事｣

小集団指導実習（ 2 年生）
1 ～28日　第 1 期臨床実習本実習

　　　（ 3 年生）
13日　第 3 回オープンキャンパス
15日　第 3 回学院運営協議会
17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（小村教
務主任）

7 月
1 ～29日　第 2 期臨床実習本実習

　　　（ 3 年生）
6 日　第 4 回学院運営協議会
11日　第 4 回オープンキャンパス
21日　ひょうご専門学校フェスタ第 1

回打合せ会（小村教務主任、山
下専任教員）

22日　日本歯科衛生教育学会第 1 回常
任理事会・理事会（Zoom：小
村教務主任）

27日　第 5 回学院運営協議会
〃 　第 5 回オープンキャンパス
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30日　第31回近畿北陸地区歯科衛生士
教育協議会（京都府：浦出学院
長、小村教務主任）

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

教員協議会（Web）
5 日　第 6 回オープンキャンパス

16～20日　歯科衛生士専任教員講習会Ⅰ
（肥塚教務副主任）

22日　第 7 回オープンキャンパス
23日　DHS 夏期講座

23～27日　歯科衛生士専任教員講習会Ⅲ
（角田専任教員）

24日　第 6 回学院運営協議会
27日　第 2 回業者模擬試験（医歯研）
28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）

9 月
1 ～15日　AO 入試願書受付
1 ～29日　第 3 期臨床実習本実習

（ 3 年生）
5 日　第54回学院学会
12日　第 8 回オープンキャンパス
28日　第 7 回学院運営協議会

10月
1 ～27日　第 4 期臨床実習本実習
　　　　　（ 3 年生）

3 日　AO 入試
4 ～15日　推薦入試（ 1 次）願書受付
4 ～22日　指定校推薦入試願書受付

5 日　消防訓練
9 日　AO 入試合格発表

19・29日　研修旅行（神戸市： 2 年生）
26日　第 8 回学院運営協議会
29日　第 3 回業者模擬試験（医歯薬）
31日　推薦入試（ 1 次）／指定校推薦

入試

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　日本歯科衛生教育学会第 2 回理

事会（Zoom：小村教務主任）
6 日　推薦入試（ 1 次）／指定校推薦

入試合格発表
7 ～20日　各地区「いい歯の日行事」

公衆衛生活動（ 2 年生）
8 ～19日　推薦入試（ 2 次）願書受付

　　　一般入試（ 1 次）願書受付
16日　第 4 回業者模擬試験（医歯薬）
20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）

24～25日　研修旅行（京都・大阪方面： 2
年生）

25日　研修旅行（大阪方面： 3 年生）
30日　第 9 回学院運営協議会

12月
4 日　日本歯科衛生教育学会評議会・

会員総会（小村教務主任）
5 日　推薦入試（ 2 次）
　　　一般入試（ 1 次）
11日　推薦入試（ 2 次）合格発表
　　　一般入試（ 1 次）合格発表

11～12日　歯科衛生士研修指導者・臨床実地
指導者等講習会（角田専任教員)

17日　第12回日本歯科衛生教育学会学
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）

〃 　全国歯科衛生士教育協議会講習
会Ⅵ（小村教務主任）

〃 　研修旅行（京都方面： 1 年生）
20日　第 5 回業者模擬試験（DHS）
21日　第10回学院運営協議会
〃 　出張講義：兵庫県立三木北高等

学校（岩城専任教員）
〃 　出張講義：兵庫県立明石西高等

学校（菅専任教員）
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学院運営協議会記録

令和 2年度
第10回学院運営協議会　令和 3 年 1 月26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 2 年度卒業証書授与式について
3 ．新型コロナウイルス感染症対策について
4 ．その他

第11回学院運営協議会　令和 3 年 2 月16日（火)
午後 1 時30分

協議事項
1 ．令和 2 年度卒業証書授与式について
2 ．新型コロナウイルス感染症対策について
3 ．KOBE 学生サポート市内大学等応援助

成制度について
4 ．その他

第12回学院運営協議会　令和 3 年 3 月23日（火)
午後 1 時30分

協議事項
1 ．令和 3 年度入学式について
2 ．令和 3 年度科目講師について
3 ．令和 3 年度臨床実習講師について
4 ．科目・臨床実習連絡会について
5 ．その他

令和 3年度
第1回学院運営協議会　令和 3 年 4 月27日（火)

午後 1 時30分
協議事項

1 ．令和 3 年度臨床実習講師の追加について
2 ．科目・臨床実習連絡会について
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 ．令和 3 年度指定校推薦について
6 ．その他

第2回学院運営協議会　令和 3 年 5 月25日（火)
午後 1 時30分

協議事項
1 ．令和 2 年度学院会計収支計算書について
2 ．兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学

院学則細則の一部改正について
3 ．新型コロナウイルス感染症対策について
4 ．その他

第3回学院運営協議会　令和 3 年 6 月15日（火)
午後 1 時30分

協議事項
1 ．2022年度入試審査基準について
2 ．新型コロナウイルス感染症対策について
3 ．その他

第4回学院運営協議会　令和 3 年 7 月 6 日（木)
午後 1 時30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 ．令和 3 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 3 年 7 月27日（火)
午後 2 時30分

協議事項
1 ．令和 3 年度指定校推薦について
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 ．令和 4 年度新規臨床実習機関について
4 ．新型コロナウイルス感染症対策について
5 ．その他

第6回学院運営協議会　令和 3 年 8 月24日（火)
午後 1 時30分

協議事項
1 ．第54回学院学会について
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
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3 ．令和 3 年度科目講師の変更について
4 ．新型コロナウイルス感染症対策について
5 ．その他

第7回学院運営協議会　令和 3 年 9 月28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 ．令和 4 年度事業計画について
3 ．その他

第8回学院運営協議会　令和 3 年10月26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 ．令和 5 年入学者入学試験日程について
3 ．令和 4 年度オープンキャンパス日程につ

いて
4 ．令和 4 年度歯科材料取扱業者について
5 ．その他

第9回学院運営協議会　令和 3 年11月30日（火)
午後 1 時30分

協議事項
1 ．令和 4 年度予算について
2 ．令和 4 年度行事予定について
3 ．新型コロナウイルス感染症対策について
4 ．その他

第10回学院運営協議会　令和 3 年12月21日（火)
午後 1 時30分

協議事項
1 ．令和 4 年度歯科材料取扱業者について
2 ．令和 4 年度予算について
3 ．新型コロナウイルス感染症対策について
4 ．その他
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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 https://www.kobe418.jp/higashinada/ 160 128
2 灘区歯科医師会 http://www.nadashi.net/ 109 89
3 中央区歯科医師会 https://chuoku8020.jp/ 176 139
4 兵庫区歯科医師会 https://hyogoku-dental.jp/ 73 60
5 長田区歯科医師会 https://www.kobe418.jp/nagata/ 75 56
6 須磨区歯科医師会 https://www.kobe418.jp/suma/ 83 70
7 垂水区歯科医師会 http://www.th-jp.com/ 112 94
8 北区歯科医師会 http://www.kitadental.jp/ 103 90
9 西区歯科医師会 http://www.kobe249shikaishikai.com/ 88 79
10 尼崎市歯科医師会 http://www.ada.or.jp/ 245 188
11 西宮市歯科医師会 https://www.ndajp.com/ 279 220
12 伊丹市歯科医師会 https://www.itamident.jp/ 117 92
13 川西市歯科医師会 http://www.kda8020.com/ 80 64
14 三田市歯科医師会 https://sanda-dental-association.org/ 47 41
15 宝塚市歯科医師会 https://tda8020.jp/ 129 106
16 芦屋市歯科医師会 https://ashiyadental.or.jp/ 72 57
17 明石市歯科医師会 https://www.ada135.or.jp/ 157 127
18 三木市歯科医師会 http://www.eonet.ne.jp/~mda118/ 46 37
19 小野加東歯科医師会 42 36
20 西脇市・多可郡歯科医師会 31 24
21 加西市歯科医師会 24 15
22 播磨歯科医師会 http://harimadent.jp/ 188 163
23 姫路市歯科医師会 http://www.himedent.org/wp/ 313 251
24 神崎郡歯科医師会 19 17
25 揖龍歯科医師会 http://8020da.com/ 50 43
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/ 46 42
28 佐用郡歯科医師会 10 5
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 https://tanbadental.com/ 36 29
31 南但歯科医師会 27 21
32 豊岡市歯科医師会 http://www.hda-toyooka.jp/ 33 29
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 28 21
35 淡路市歯科医師会 30 24
36 南あわじ市歯科医師会 30 24
37 無所属 7 0
合計 3117 2524

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

2 年目を迎えたコロナ禍での学院生活も一時
は終息に向かうかと思われたのも束の間、オミ
クロン株による第 6 波の流行が始まってしまい
ました。
　しかしながら学院では教員を中心とした職員
一丸となった感染対策により学院運営に支障を
きたす事態は最小限に抑えられ、講義、実習は
オンラインを利用することなく進められ、昨年
は中止された研修旅行も行く先は変更された
が、実施することができました。
　巷では今年新卒採用の看護師が実習で一度も
患者さんと対話したことがなく、先ずはコミュ
ニケーションから教える必要があると嘆く現場
の声もある一方、面会が制限され施設に入所し
た高齢者の急速な認知症の進行を嘆く家族の声
も聞きます。
　歯科衛生士という職業も人との関わりが重要
な役割を果たす業務ゆえ、形を変えながらも対

面授業、実習、臨床実習ができたことに学生以
上に安堵しています。
　一方、新型コロナウイルス対策で市民への啓
発活動の中で、口腔ケアの重要性を説くポス
ターやテレビ番組も増え、歯科衛生士の活躍の
場も益々広がりをみせていると思われるにもか
かわらず、入学者数の確保には大変苦労してい
るところです。18歳人口の急激な減少や、保護
者の収入減少など色々な要因が重なっていると
は思われますが、歯科衛生士という職業の魅力
を更に広めるべく努力していきますので、兵庫
県歯科医師会会員の皆様には今後とも宜しくご
指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
　最後になりましたが、第45号学院誌発行にご
尽力いただきました皆様に心よりお礼申し上げ
ます。 （西尾眞理子）

編集委員長　　赤松　正広
編 集 委 員　　西尾眞理子　　大矢　卓志

篠原　理恵　　岩城万希子
大風　裕美

「枝垂れ梅と明石城の坤櫓」

　梅と城は日本の季節の風物詩でもあります。

　梅の香りにつつまれて、コロナ禍の終息を念じながらシャッターを切り

ました。

兵庫県歯科医師会　澤田　　隆

表紙写真説明

＊　　　　　＊　　　　　＊
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