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魅力ある組織活動に
学生会員の新しい発想と
無限の力を

公益社団法人

新年を迎え、学生会員の皆様にはますますご
健勝のこととお慶び申し上げます。
昨年は、学生会員が参加できる神戸市立王子
動物園において毎年開催している「歯っぴいス
マイルフェスティバル」や、「歯科衛生学術研
究会」及び「歯科衛生学術フォーラム」などの
本会事業の機会に、 ２ 年続きで参加してもらう
ことができず特に残念なことでした。
特に、
「歯科衛生学術研究会」では、毎年県
内歯科衛生士養成機関のほぼ全校から、学生ら
しい発想による演題の研究成果を複数の学生に
より発表され、担当役員や会員も非常に楽しみ
にしていましたので、コロナ禍とは言え残念で
した。コロナ禍であっても開催できるよう状況
に応じた対応で集合型から配信型に切り替えて
の開催でした。
今年も「歯科衛生学術研究会」は11月下旬に
開催する予定をしていますので、今から準備を
して、学生会員の皆様にも研究成果を発表して
もらいたいと思っています。
本会では、令和 ２ 年度に兵庫県から委託され、
全国に先駆けて「兵庫県歯科衛生士センター」
を創設しました。ホームページも完成し、登録
者は会員・会員外・学生を含め、昨年12月末で
318名になり、すでに研修会の紹介、求人・求
職情報の提供、相談の実施、情報等の配信を行
っています。「当センター」は、歯科衛生士免
許を持つ人が、一生、兵庫県下でやりがいを持
って勤務することができるように支援し、歯科
衛生士学生にも情報を提供しています。
「兵庫県歯科衛生士センター」は次の ８ つの

兵庫県歯科衛生士会
会長 高橋 千鶴

ことを行っています。
１ ．兵庫県歯科衛生士センターへの登録
２ ．専門性の高いさまざまな研修会の開催
３ ．復職支援講習会や復職に向けた具体的な支
援の提供
４ ．歯科衛生士の専門的な相談の実施
５ ．市町の事業や仕事を紹介
６ ．歯科診療所や病院などからの求人紹介や求
職に向けたサポートの提供
７ ．災害支援歯科衛生士育成プログラムの受講
や情報の提供
８ ．歯科衛生士学生への情報提供
オリジナルクリアファイルや周知リーフレッ
トを作成しましたので学生会員の皆様の登録を
お待ちしています。
また、本会は全国一の会員数をほこり、令和
２ 年度の研修会開催回数及び受講者数も全国一
となりました。（日本歯科衛生士会全国データ）
しかし、組織率が看護協会等に比べて低いこと
から、会員増に向けて魅力ある会を目指しホー
ムページをリニューアルし、本会活動を見える
化しました。
学生会員から、本会会員へスムーズに移行し、
県下どの地域においても会員が活躍できるよう
に組織体制を整えています。新年度も卒後研修
ベーシックコースを ５ 月下旬に計画していま
す。例年新卒業生の参加が多く同窓会のように
なっています。新入会員の皆様はぜひご参加く
ださい。
私達は学生会員の新しい発想や無限の力に期
待しています。
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◆ 第 ８ 回歯科衛生学術フォーラム
に参加して

ト

日
場

時：令和 3 年11月21日（日）
所：リモート開催

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
歯科衛生学科 51回生 小川 沙耶香

どがあります。入院している患者さんは高齢で
抗血栓療法を行なっている循環器疾患の方が多

11月21日（日）、昨年に引き続き新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、リモートでの開催と

く、多種類の基礎疾患を持ち合わせている方が
多いことから、処置の割合が多い抜歯の際も抗
血栓薬の服用を継続しながら行うことが多いと

なった第 ８ 回歯科衛生学術フォーラムに参加さ
せていただきました。今回は「口腔外科治療に
おける循環器疾患患者への対応」というテーマ
で、加古川中央市民病院 歯科口腔外科 橘
進彰先生より病院内の取り組みや対応について
講演を聞くことができました。
循環器疾患は、血液を全身に循環させる臓器
である心臓や血管などが正常に働かなくなる疾
患で、高血圧・心疾患・脳血管疾患・動脈瘤な

いうことです。また循環器疾患の患者さんは感
染性心内膜炎を合併して引き起こしてしまうリス
クが高い場合も多いので、抗菌薬の予防投与も
同時にしっかり確認していくことが大切だという
ことを学びました。
今回のフォーラムから、私も患者さんの一人ひ
とりの既往歴や服薬状況を確認しながら、治療
や口腔ケアに携わっていくことができる歯科衛生
士になれるように努力していきたいと思います。

戴帽式を迎えて
2年
今年はコロナウイルスの影響で私たち戴帽生

行動することを目標にし、何事も前向きに取り

と先生方のみで行われ、ろうそくを灯すことは
できなかったですが、無事に戴帽式を迎えるこ

組もうと思います。そして、今までとは違う自
分になれるよう笑顔と挨拶を忘れず、努力する

とができ嬉しく思いました。
戴帽式を行う前までは、「11月から臨床実習
が始まる」という漠然とした認識しかありませ
んでした。ですが、校長先生からナースキャッ

ことを心掛け、実習に挑みたいです。

プを戴き、厳かな空気感、みんなから伝わって
くる緊張からようやく臨床実習に行くという実
感が湧きました。慣れない専門用語に戸惑って
ばかりだった １ 年生の時からあっという間に時
間が過ぎました。これからは臨床の現場へ行っ
てそこでしか学ぶことができないことをしっか
り身につけていきたいと思いました。
不安に思うことも多いですが、積極的に自ら
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姫路歯科衛生専門学校
鴈金 奈々 北川 智咲

臨床歯科実習室での学び
大手前短期大学
2 年 井上 茉理
大手前短期大学ではコロナウイルスの影響に
より、 1 年生から行う相互実習が延期になり 2

内実習で学んだことをしっかり復習し、新しく
いろんなことを学んで自分がどのような歯科衛

年生の秋学期からようやく相互実習が始まりま
した。相互実習では個人防護着、フェイスシー
ルドを着用し粉塵や唾液が飛ぶ際には口腔外バ

生士になりたいかを具体的に考えたいと思いま
す。

キュームをして感染対策を行いながら実習して
います。実際に自分が防護着を着てみて医療現
場の方たちの大変さや、防護着の着脱方法など
全てにおいて身をもって臨床実習に出る前に勉
強することができました。今までマネキンだけ
で実習していたため実際に人の口で実習するの
はとても緊張しますが、患者役、補助者役、術
者役どの役の時でも勉強になり先生方も個別に
教えてくださるので今までの実習に比べてもよ
り充実した時間を過ごすことができていると感
じています。もうすぐ臨地実習が始まるので学

幼稚園での集団歯科保健指導を振り返って
神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科
3 年 名定 凜
本学での最終学年として迎えた令和 3 年度、
振り返ってみると、たくさんの学びを得ること
ができた 1 年でした。

普段の学生生活ではできない経験を経て、幼
児期の口腔のみではなく、心身の特徴を理解す
ることにもつながりました。

なかでも印象に残っているのは、臨地実習の
一環として行った、幼稚園での集団指導です。

今回の実習を糧に、将来は一人ひとりに合わ
せた幅広い指導を行える歯科衛生士になりたい

2 年の後期から原稿や媒体作りに取り組み、こ
れまでの講義や演習、臨地実習で学んだことを
活かしながら試行錯誤を重ねました。
また、例年とは異なり、新型コロナウイルス

です。

感染症対策に努めながらの指導となったため、
歯磨き指導はマスクを外さずに実施、ぶくぶく
うがいの方法も口頭での説明のみなど、指導を
行うにあたっての工夫がより一層求められまし
た。実際に幼稚園で集団指導を実施すると、更
なる課題や問題点が浮き彫りとなりましたが、
そのたびに打ち合わせをして改良を重ね、より
完成度の高い指導を目指しました。
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3 年間を振り返って
兵庫県立総合衛生学院 歯科衛生学科
48回生 工藤 優
歯科衛生士になりたい、その一心で学院に入
学してから早 3 年が経とうとしています。

長かったようで短い 3 年間でしたが、友達や
先生方にたくさん支えられ、大きく成長するこ

歯や口のことなど全く知らなかった私たち
も、講義、演習、臨地実習で多くの知識や技術
を習得し、歯科衛生士として働く日も目前とな

とができました。周りの方々への感謝を忘れず、
歯科衛生士としての一歩を踏み出していきます。

りました。
特に、 2 年次での 3 ヶ月間の病院実習は私た
ちにとって最大の試練でした。フェイスシール
ドや防護エプロンの着用、口腔外バキュームの
使用といった最前線の感染対策を学ぶことで、
確かな知識と技術の習得とともに、清潔・不潔
への意識を高めることができました。新型コロ
ナウイルスの流行により、思うように実習を行
えない時もありましたが、今しかできない経験
をさせていただきました。

新卒の皆さんへ
コロナ禍が続く中で専門職としてスタートを切る皆さんは不安を持っていませんか？
兵庫県歯科衛生士会では新人歯科衛生士の皆さんを応援するために卒後研修必修プログラムⅠベーシッ
クコースを開催し、皆さんのご参加をお待ちしています。
日程

5 月22日(日)

場所

神戸市教育会館

方法

集合型

10月23日(日)

11月 6 日(日)

リモート

リモート

集合型

未定
医療安全管理

薬剤と有病者と
全身管理

兵庫県の歯科保健の
現状

11：25～12：25 う蝕予防管理

標準予防策の実施と
環境整備

障害児(者)への対応

訪問歯科における
口腔健康管理

13：10～14：10 生涯歯科保健

歯周疾患予防

周術期の口腔機能管理

メンタルヘルスケア

歯周病重症化予防技術

検査結果の見方

認定歯科衛生士と
生涯研修制度

10：15～11：15

14：20～15：20

社会人としての
意識改革

８ 月21日(日)

小児の口腔機能と
発達支援

令和 ４ 年度の各種研修会の日程、内容等については兵庫県歯科衛生士会ホームページでご確認ください。
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