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27 ずっと歯科衛生士を
楽しむために、
必要なことはなんですか?
土屋和子＋貴島佐和子 キャリアインタビュー
土屋和子、貴島佐和子　［インタビュアー］杉山幸菜

歯科衛生士の平均勤続年数は近年ぐっと延び、生涯のライセンスになりつつある一方、さまざまな理由で
離職する人もまだまだ多くいます。
「ずっと歯科衛生士として患者さんを見続けるにはどうしたらいいんだろう? あの先輩たちはどうしてきたん
だろう」――フリーランスとして複数の職場を持つ土屋さん、同じ歯科診療所に長年勤務し続けてきた貴島
さんという、異なるスタイルでキャリアを重ねられてきたお二人に、読者サポーターの杉山さんが質問します。

28 お二人の経歴について
30 歯科衛生士のキャリアビジョン
34 長い時間を重ねて見えること
40 これからの私たちに必要なもの
36 PLEASE ADVICE US!

大好評のとじ込み付録を、PDFファイルとして小社ウェブサイトで公開しています。
ご自由にダウンロードのうえご利用ください。さっそく専用ページにアクセス !

https://www.quint-j.co.jp/web/shikaeiseishi/

もしくは、歯学書 .comの「歯科衛生士」
表紙画像をクリックしてください。
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特集連動付録をPDFでダウンロード! 今月号の付録
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寺田 泉
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録今月のTOPIC（80ページ）を読み、本シー

トを切り離す、またはPDF版をダウンロー

ドして、患者さんへの説明にご活用ください。 使
い
方
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保湿剤特徴おまとめシート
﹇監修﹈寺田泉歯科衛生士﹇イラスト﹈碇優子

使うタイミング
によって使い分ける
のもアリです!

ジェル状保湿剤 スプレー状保湿剤 マウスリンス

特徴 保湿効果が高く、持続性がある。垂れこみにくい。 手軽に使用でき、速効性がある。効果は持続しにくい。垂れこみ
やすい。

うがいができる方向きで、保
湿効果は持続しにくい。

使用感 しっとり さっぱり さっぱり

適した
口腔乾燥状態 中～重度 軽度 軽度

誤嚥リスク 低い 高い＊ 高い＊

製品例 オーラルピース
クリーン&
モイスチュア
（ヨシダ）

抗菌成分ネオナイシ
ン-e®配合。食品成分
100％で飲みこんでも
安全。味はナチュラル
ミント、オレンジ、クー
ルミントがある。80g。

リフレケア®
（雪印ビーンスターク）

歯磨きにも使用でき
る。有効成分ヒノキチ
オール配合。味は、は
ちみつ、ライム、りん
ごがある。甘い味が好
きな方に好評。90g。
30gサイズもある。

オーラルピース
マウススプレー&
ウォッシュ
（ヨシダ）

抗菌成分ネオナイシ
ン-e®配合。食品成分
100％で飲み込んでも
安全。味はナチュラルミ
ント、オレンジ、クール
ミントがある。30mL。

バトラー
ジェルスプレー
（サンスター）

保湿成分Tornare®配
合。とろみのあるスプ
レーで垂れにくい。低刺
激性。ミント味。50mL。

バトラーマウス
コンディショナー
（サンスター）

保湿成分Tornare®

配合。4倍希釈タイ
プで経済的。低刺
激性。さっぱりした
ミント味。250mL。

ビバ・ジェルエット
（東京技研）

サラッとした使用感。無
味無臭で、甘い味が苦手
な方におすすめ。120g。
40gサイズもある。

バトラー
うるおい透明ジェル
（サンスター）

しっとりした使用感。
安価。ほのかな甘み。
65g。25gサイズも
ある。

リフレケア®ミスト
（雪印ビーンスターク）

とろみのあるスプレーで
垂れにくい。味はライム
風味。50mL。

コンクール
マウスリンス
（ウエルテック）

唾液類似成分（ラク
トフェリン等）配合。
嫌みのない甘み。
250mL。

＊使い方により軽減できる。

［監修］ 寺田泉・歯科衛生士

歯科衛生士2021年9月号とじ込み付録 ©QPC

保湿剤は、性状によって使用感や味、効果が異なります。
お口の状態にあった効果的なものを、歯科衛生士といっしょに選びましょう。

いまのお口にピッタリの保湿剤を選ぼう!
※すべて歯科専売品。

保湿剤特徴おまとめシート
P.80“傷つけない ! 保湿が続く!　お口が乾きがちな患者さん
の口腔ケア&保湿剤活用術［保湿剤編］”より

3歯科衛生士  September  2021  vol.45



Facebook https://www.facebook.com/QuintessencePublishingJP/ Twitter @shikaeiseishidhE-mail shikaeiseishi@quint-j.co.jp

2特集

Illustration：ユカワアキコ

赤ちゃんから老後まで患者さんのお口をずっと守ってい
くために『歯科衛生士』は“生涯メインテナンス”をテー
マに、各ライフステージに対応する特集をお届けします。

本誌のコンセプト

TOPIC 付録連動

高齢患者さんの「前よりちょっと……」を放置しない!
口腔機能のキープにつながる
CHECK & DO
上田貴之、飯干由茉

48

口腔機能低下症に代表されるように、口腔機能の
低下を調べるためには機器を使いながら検査するイ
メージが強いかもしれません。しかし、実際には検査
などを行う前に、日頃の診療中に気づけること、ある
いは医療面接などで聞き出せることも多くあります。
そこで今回は、そのチェックポイントと対応について
詳しくご紹介します。

寺田 泉、藤原千尋
口腔乾燥がみられる患者さんへの対応として、先月号で
は痛みや不快感を軽減するための口腔ケアをご解説い
ただきました。今月のテーマは「保湿剤の使い分け」。保
湿剤といっても性状はさまざまで、使用感、効果、使用方
法は異なります。それを把握しないまま選んで使用すると、
効果が得られなかったり、誤嚥のリスクを高めてしまうこ
とがあります。それぞれの特徴を知り、患者さんに合わせ
て適切に使い分けられるようになりましょう!

80 傷つけない!  保湿が続く!
お口が乾きがちな患者さんの
口腔ケア&保湿剤活用術 ［保湿剤編］

89 症例をシェアして、ステップアップ!
DH誌上Case Presentation 43
歯科治療への恐怖心に配慮し、継続通院を支援した長期症例
松尾 円

88 投稿規定

72 ガイドライン&文献データベースでできる!
クリニカルクエスチョンを検索で解く 15

SRPで使用する器具はどのように使い分けるの?
DHが知っておきたい各種スケーラーのエビデンス
成田大輔

23 チェアサイドQ&A 45
［予防歯科の疑問］
唾液量の違いによるう蝕リスクが知りたいです。
小島美樹

［食と栄養の疑問］
自分で動けない患者さんの1日のエネルギー必要量の計算の仕方は?
西岡心大

67 心を開かせるヒントをつかむ!  訪問がうまくいく実践的コミュニケーション講座 3
「歯磨きなんか面倒くさい!」と絶対にセルフケアをしてくれないKさん
丸岡三紗

21 Spark Joy! DH 9
定期オンラインミーティングで学ぶ
平澤一美

96 あいりんのカッカラ ─垣根なき歯科医院と“誰もが幸せに暮らせる”町─ 3

保険診療を受けることができない人々
渡邉充春　　［縁の下の力こぶ］國森康弘

99 ビギナーのための英会話レッスン
歯科医院ですぐ使えるキラーフレーズ 6
fit tightly （［歯肉が］引き締まる） 
大月基弘［監修］　　宮永侑紀

42  ［特集1］掘り下げBOOK GUIDE 
65  ［特集2］掘り下げBOOK GUIDE 

108 バックナンバー
112 次号予告

101 News&Topics
Book 　●患者さんも“納得”！  Dr. ササキタケシの歯周治療モチベーションアップの鍵　大川敏生
News　●第59回日本小児歯科学会大会
  　　　●日本老年歯科医学会第32回学術大会
  　　　●第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会
  　　　●第30回日本有病者歯科医療学会学術大会

104 歯科衛生士向け研修会・学会情報
106 新製品情報
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第11次
 『歯科衛生士』
読者サポーター
募集開始!
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