
　今年度４月から、近藤前教務部長の後任となりました。微力ではありますが、皆様に続く社会に
貢献できる歯科衛生士の育成に精一杯努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　早いもので、この３月に２０回生が卒業し、本校卒業生は８６５名となりました。現在、愛知県に
は歯科衛生士養成機関が１１校ありますが、その中でも伝統のある学校となりつつあります。令
和元年度の在籍者数は１年生が４２名、２年生が４０名、３年生が４１名の合計１２３名です。定
員も充足し、新任の先生も迎え、賑やかな毎日を送っています。
　ご存じの通り、歯科衛生士教育は平成２２年にすべての養成機関が３年制へと移行し、本校も
３年制教育を受けた卒業生を８回送り出しています。超高齢社会となった現在、歯科衛生士は社
会の変化やニーズに応じた高度な専門知識や技術、また対応能力が必要となってきています。本
校の臨地実習では、実践能力を身につけるべく、介護老人保健施設での３日間の実習に加え、昨
年から２日間の訪問歯科の実習を取り入れました。病院の歯科口腔外科での周術期の口腔管理
の見学実習も併せると、「摂食嚥下」・「口腔ケア」・「高齢者歯科」・「介護実習」など時代に即した
学問についても、実経験を通して学べるようになっています。
　今年も４月から２年生の食育実習が始まりました。毎週火・水曜日は、美味しそうな香りが廊下
に漂い、幸せな気持ちになります。歯科衛生固有の特性を生かし、生きることの楽しみである食の
面からも、人の健康づくりの支援ができるよう力をつけてほしいと、未来の歯科衛生士にたくさん
のことを期待しています。卒業生の皆様も、後輩の育成にぜひお力添えください。
　最後になりましたが、校友会の発展と皆様のますますのご活躍を楽しみにしています。
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旧部長挨拶 近藤 保子
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　校友会の皆さまには日々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
　私はこの学校が開設された平成９年より２２年間、教務として過ごしてまいりました。大変長い
ようでもあり、今思えば瞬く間に過ぎた月日のようでもあります。
　開校当時から振り返りますと、平成９年に学校が開設され、当時は２年制教育１学年６０名定
員で始まり、平成２２年度からは３年制教育で１学年４０名定員となりました。この間、歯科衛生
士の求人は常に多く、卒業生の就職状況も嬉しい結果となっています。一方、入学生の募集状況
はその時々の景気に左右されることや、県内に歯科衛生士養成校が何校も新設されていく中で、
毎年、入試の時期を迎えるたびに落ち着かない日々を過ごしてまいりました。
　もう１０年以上も前のことですが、３年制への移行にあたっては３年制検討委員会を立ち上げ、
教職員皆で新しいカリキュラムを考えたことが昨日のことのように思い出されます。教育内容は
大綱化され、それぞれの養成機関で特色を持たせた自由度の高い教育内容へ変わりました。そう
した中で、「高齢者歯科」・「障がい者歯科」・「摂食嚥下」など超高齢社会のニーズに沿った科目や、
「食育実習」・「体育実習」・「教養科目」など本校の特色となる科目が追加されました。
　学生の制服も１０年を目途にニュースタイルなものへチェンジしています。今は信じられないよ
うな冬を過ごすのに寒かったピンクのワンピースから、ピンクのパンツスタイルへ、最近では可愛
さも加わったホワイトとネイビーのパンツスタイルへとデザインや機能性を考えたものへ変わっ
ています。
　こうした２２年間が走馬灯のように思い出されます。「教員は学生によって育てられる」と、今は
亡き恩師に教えられましたが、自分自身はまだまだ未熟なままです。しかし、歯科衛生士教育の現
場に身を置いたことで、大変多くのことを学ばせていただきました。
　在職中にお世話になりました学園及び教職員、校友会の皆さまに心よりお礼申し上げます。三
河歯科衛生専門学校と校友会の益々のご発展を祈念しまして、退職の挨拶とさせていただきます。

　校友会の皆さんはじめまして。今年の4月から専任教員として着任しました、中村と申します。教
員として母校に貢献できることに大変喜びを感じています。
　5月に新元号『令和』に変わり、新しい時代がスタートしました。この新時代に私の教員生活もス
タートです。
　臨床とは違い、指導する相手が患者さんから学生へと変わりました。
　患者さん相手に指導することとは異なり学生に専門的な基礎的知識・技術を科学的根拠や原則
原理に基づいて指導すること、またそれを文章にすることに難しさを感じています。ですが、相手に
よりわかりやすく伝えるように説明することは対患者、対学生どちらにも共通しているので、学生に
伝わるよう難しい単語には細かく解説を入れたり写真を多く取り入れる等工夫をして授業を行う
ように心がけています。
 　さて、歯科衛生士法が制定されて70周年を迎え、社会的認知度の低かった歯科衛生士という職
業も現代では沢山の人々に知られ、そして幅広い年代の人々、多くの診療所、医療・福祉施設から
求められています。その分レベルの高い知識や技術が求められます。そんな新時代のニーズに応え
ることができる歯科衛生士の人材育成をしていきたいと思います。
  本学の理念に則り、学生が歯科衛生士に必要な知識・技術、そして豊かな人間性を培うためのサ
ポートを全力でしていきたいと思います。
　どうぞよろしくお願いします。

新専任教員挨拶 中村 真穂



新常任役員のご紹介 20回生　茂垣 藍さん

新常任役員のご紹介 20回生　太田 帆南さん

　初めまして！MDHCの校友会の新役員になりました、20回生の太田帆南です。
　現在、市内の北野町にありますすまいる歯科に勤めています。国家試験合格のために勉強した
日々を思い出しながら、机上の勉強とはまた違う臨床ならではのことを学び新人歯科衛生士とし
て充実した日々を過ごしております。また、すまいる歯科はMDHCの臨床実習先なので頑張って
いる実習生を見ると、クラスメイトと頑張って乗り越えたあの１年を思い出します。
　期待と不安が入り混じった不思議な気持ちで迎えた入学式から３年以上経ったと思うと、
MDHCでの日々は本当にあっという間でした。先日校友会に参加させて頂き、卒業式ぶりに母校
を訪れました。たった１ヶ月半ぶりなのにすごく懐かしく、お家に帰ったかのような気持ちになり
ました。在学中は当たり前の環境で気付きませんでしたが、先生方、校友会の皆様に暖かく守ら
れていたんだなぁと実感しました。
　今後は微力ではありますがMDHCに恩返しできるよう努めてまいりますのでよろしくお願い致
します！
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　20回生の茂垣です。今年から校友会に入ることになりました。卒業してまだ間もないですが新
人衛生士として日々頑張って過ごしています。今はまだデンタルを取るにも手間取っていたり、検
査もまだまだ時間がかかり、緊張してます。
　しかし、学校の先生から教えてもらったSCの時の手の動かし方のコツや当て方の角度などのカ
ンコツを教えてもらった事が職場で大変役に立ってとても先生方には感謝しています。
レントゲンを読み取る事だけでも色 と々情報が読み取れることが多い事も分かり、卒業してからこ
そ学ぶことが多く、勉強していかなければいけないと常に思います。まだ分からない事だらけです
か、三年間通ってお世話になった学校の為に出来ることをしていきたいです。
　歯科衛生士としてもまだこれからなので私が目指している就職先の歯科衛生士さんのような
元気で患者さんに信頼され、説明なども分かりやすく頼れる歯科衛生士に私も慣れるようにこれ
から頑張って行きたいです。
　MDHCの卒業生として、恥じないような歯科衛生士になれるよつにしていきたいです。

会計報告 平成30年度

前年度繰越
交通費戻り
利息
交通費
通信費
外注費
手数料
事業費
雑費

1,576,624
12,000
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1,588,636

48,000
5,952

138,523
1,728
22,500
2,818

219,521 1,369,115

内  訳 収  入 支  出 次年度繰越

計



三河歯科衛生専門学校校友会運営に関する
個人情報取り扱いについて 歯科衛生士会からのお知らせ

個人情報の利用目的

委託に関する事項

三河歯科衛生専門学校ならびに三河歯科衛生専門学校校
友会（以下、母校ならびに校友会）は、母校が保有する卒業
生の個人情報のうち、学籍番号、氏名、住所、電話番号、性
別、生年月日、卒業年月、入学年度、指導教員について共同
して保有し、校友会会員各位の個人情報を以下の業務を遂
行するために利用いたします。

なお、母校と共同して保有する個人情報のうち、校友会員各
位から申し出をいただいた個人情報の追加、変更、訂正につ
いては、その内容についても母校と共同して保有し、校友会
員各位の個人情報について、できる限り正確かつ最新の内
容に保つよう管理いたします。母校ならびに校友会が取得し
た個人情報の利用は、前掲の業務の範囲内に限るものとし、
その目的以外の用途には利用いたしません。

母校ならびに校友会は、業務の遂行上、業務の全部又は一
部を委託する場合、個人情報の守秘義務の管理、監督を含
む契約を結ぶことにより、個人情報の安全管理措置を遵守
して利用いたします。

開示に関する事項
母校ならびに校友会は、校友会員各位の個人情報をできう
る限り正確かつ最新の内容に保つよう管理いたします。本人
から開示要求の申し出があったときは、母校ならびに校友
会が共同で保有する個人情報の開示を行います。また、内容
が正確でないなどの申し出があったときは、その内容を確認
し、必要に応じて個人情報の追加、変更、訂正または利用の
停止を行います。

開示受付窓口
個人情報の開示は、校友会事務室で受け付けます。開示に
は、時間がかかる場合があります。個人情報の開示には、手
数料がかかり、その内容によっては、実費を請求する場合が
あります。

入会連絡先

校友会運営に関する個人情報取り扱い窓口
三河歯科衛生専門学校　校友会事務室
〒444-0005　岡崎市岡町原山12-130

●校友会だより『Wisteria』の送付
●校友会員に対するアンケート調査の実施
●校友会事務室もしくは母校からの事務連絡および
　各種文書の送付
●校友会事務室もしくは母校が主催する行事の事務連絡
　および各種文書の送付
●校友会員名簿の作成
●その他、校友会員に関する業務

参加できます
●研修会・研究会・学術大会
●公衆衛生事業など
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届きます
●日衛だより・愛衛だより
●学術雑誌・支部だより

助け合い制度があります
●災害・入院時に見舞金の給付
●就業中の事故に対する保険制度

　日本歯科衛生士会とは、歯科衛生士の職業を代表する職
業団体です。歯科衛生士の社会的発展や技術の向上を目指
すものを目的に、全国の会員連携のもと広い視野をもった
活動で歯科衛生士会全体を支えます。
　たとえば、平成元年に歯科衛生士の免許が厚生労働大臣
の免許となり歯科保健指導が業務に追加された歯科衛生
士法改正では、会の働きかけが身を結んだものです。
　日本歯科衛生士会の下部組織に都道府県歯科衛生士会
があり、ここ愛知では愛知県歯科衛生士会（会員数約１００
０名）となります。
会に入会すると、様々なメリットがあります。

その他にも、愛知県独自の公衆衛生活動事業や地域に密着
した個性的な活動もあり、新しい出会いや豊かな人間関係
が広がる場となっています。

愛知県歯科衛生士会

tel.（052）953-5905

三河歯科衛生専門学校  校友会事務局
〒444-0005　岡崎市岡町原山12-130
Tel.0564-48-6680　Fax.0564-48-6995

校友会からのお願い

ご結婚されて住所・氏名を変更された方はお知らせく
ださい。ご協力をお願いいたします。

●住所・氏名変更届けの依頼

●変更の届け出について
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