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第３号は
歯科衛生科の
体験学習特集！

歯科衛生科学科長

石川隆義

体 験 学習は重要

学 生たちは…。

◎初めて人前で保健指導をするこ と

で、 指導する 難しさが わかった が、指 導
した ことをわ かってく れるとう れしか っ
た。
◎ 子どもへ の対応が 難しかっ たが、 保
護者 の協力を 得られる よう工夫 をし、 子

ども に興味を 持たせる ことなど 、幼児 と
の接 し方を学 べた。
◎ 年齢のば らつきが あると指 導が難 し
く、 各年代の 特徴を知 っておく ことや 、

平 成２０年 １０月１ ９日（ 日）に大 垣城ホー ルで開催 された 第１３
回「 市民の健 康広場」 におい て、歯科 衛生科学 生二年次 生２９ 名、一
年次 ８名が歯 科公衆衛 生活動 に参加し ました。
「 市民の健 康広場」 は医科 ・歯科・ 薬科をは じめ食や 福祉な ど全身
の健 康に関わ る行事で す。
二 年次生は 、「臨床 ・臨地 実習」の 一環とし て大垣市 民の幼 児を対
象に し、歯科 衛生士会 が実施 するフッ 化物塗布 前のブラ ッシン グ指導

らな いことな どがわ
かっ て良かっ た。

を行 っている のを見
て、 来年は自 分たち
が実 施するこ とや、
気を 付けなけ ればな

◎ このよう な場で医 療や健康 につい て
考え ることは 意義があ る。自分 の健康 状
態も わかり、 今後の健 康管理に 役立て た
い。
◎ 先輩たち が指導

◎ 歯磨きの やり方の 圧、動か し方が 不
安定 な人が多 く、指導 すればで きるわ け
では ないとわ かり、失 敗もした が、勉 強
にな った。

保護 者が上手 に仕上げ 磨きをし ている 子
供は 口腔内が 健康で子 供も上手 に磨い て
いた ことがわ かり、勉 強になっ た。今 後
の実 習に役立 てたい。

こ れまで授 業で修得 してきた
口腔 保健に関 する知識 、技術や
態度 を、「市 民の健康 広場」と
いう 実際の場 において 、体験的
に学 習できた 事さらに 大垣市民
の公 衆衛生に 貢献でき 、学生に
とっ て非常に 有意義な ものとな
った 。
将 来、地域 市民の口 腔の健康
を維 持・増進 させてい く歯科公
衆衛 生も担っ ていく歯 科衛生士
にな るにあた り、今後 益々この
よう な体験を 積んでい く事が重
要と 考えてい る。

およ び個別指 導を行い 、午後 からは成 人・高齢 者も対象 とし計 ２９９
名に 対し保健 指導を実 施し、 指導を行 うにあた り事前学 習とし て集団
への 語りかけ 方、顎模 型の提 示方法を 行いまし た。グル ープの 代表者
は大 型口腔模 型を使用 して小 児の磨き 方と保護 者の仕上 げ磨き の方法
をデ モンスト レーショ ンし、 他の学生 は対象者 の間に入 り配布 された
歯ブ ラシを使 用して個 別に指 導をしま した。一 年次生は 、「社 会活動
演習 」として 、石膏模 型の色 塗りとプ ラパン作 成の参加 者（主 として
小児 ・保護者 ）と触れ 合いま した。こ の行事で は「小児 歯科学 」「保
健指 導法」「 歯科健康 教育」 「発達口 腔保健演 習」「コ ミュニ ケーシ
ョン 演習」で 学んだ知 識・技 術を実施 する良い 機会とな りまし た。ま
た、 外部の一 般市民の 子供と 保護者に 保健指
導を 実施する のは初め てであ り、この 体験か
ら様 々な年齢 に応じた コミュ ニケーシ ョン能
力お よび様々 な口腔内 状況に 対応した 保健指
導の 必要性を 実感し、今後の「 歯科健康 教育」
など の授業の 学習意欲 が高ま ったので はない
かと 思います 。さらに 、地域 の歯科保 健活動
に参 加し、体 験するこ とで、 公衆衛生 活動の
意義 を理解で きたよう に思い ます。
歯科 衛生科准 教授 村越由季 子

