新型コロナウイルス（COVID-19）感染症防疫

大学病院入口では通院者の体調を確認

学内の感染防止対策に万全を期す
新型コロナウイルスの感染拡大をＷＨＯ（世界保健機関）はパンデ
ミックと表明し、流行の長期化が懸念される。首都圏では外出自粛要
請がなされ、感染爆発の重要局面を迎えている。このような状況に先
んじて、本学および本学病院においてはさまざまな感染拡大防止策を
打ち出している。新型コロナウイルス感染症についての基本的かつ正
確な知識を職員全員が共有し、病院の感染症対策の基本方針を再認識
することで、感染予防に万全を期して取り組んでいく。

確認し、感染が疑われる人には
トリアージ（重症度に応じた治
療の優先）を行っている。入院
患者への面会は禁止とした。
大学本館エントランスでも、
職員の体温をチェックし、来訪
者に対しては体調確認を行うな
どの感染防止対策を実施。前島
信也病院長は「患者さん、
学生、
職員のために講じた対策です。
皆さまのご理解を賜りたい」と
話している。

新型コロナウイルス感染症の基礎知識

大学病院の感染症対策基本方針

多くは軽症の上気道感染症で治

新型コロナウイルス感染症の

もご協力いただいていること、

を病院職以外の職員の皆さんに

対応に関し、通院者トリアージ

なお、今回の非常時における

前島信也

癒するということですが、肺炎

教授

発症のハイリスク患者を確実に

人員や消毒剤などの配置・配備

病院長
内科学

治療につなげて救命していかね

速な裁断と指示をいただいたこ

において矢ヶ﨑 雅理事長に迅

感染が拡大した場合、患者数

ばなりません。

「 彼を知り己を知れば百戦 殆

となどを感謝申し上げます。

うからず」とは孫子の兵法の一

あや

その家族が罹患し、治療や家族

の増加のみならず、本学職員と

の介護のために勤務困難な状況

下により医療材料が不足し、大

さらに物流などの社会機能の低

員で再認識して、最善の対応を

命やそれに対する機能を職員全

ってきています。本学病院の使

きる情報も日に日に明らかとな

大学病院は、
「発熱（ ・５度以上）

学病院における診療継続ができ

本学は今般の新型コロナウイルス感

ＳＡＲＳコロナウイルスの遺伝

なくなることも考えられます。

が発生することも予想されます。 節ですが、
「敵を知る」信頼で

％）
、

口腔細菌学講座 教授 吉田明弘

子と相同性が高く（ 約

や呼吸器症状があり、新型コロナウイ

同じ受容体（ＡＣＥ２）を使っ

イルス粒子は直径１００～２０

ルスはそれにより失活する。ウ

薬品で壊れ、エンベロープウイ

アルコールなど脂質に作用する

（左表）
。
最長 日程度。
症状として発熱、 項目などを検討しました

る例もある。
潜伏期は約５日で、 げ、基本方針をはじめとした８

で経過してウイルスが排除され

発症するわけではなく、無症状

えられる。感染したヒト全員が

気管支炎、肺炎を発症すると考

イルス感染症対策会議を立ち上

応していくため、新型コロナウ

全職員が共通の自覚のもとに対

つ院内感染対策を徹底させて、

3 院内感染対策

空間的分離策として疑似患者への院内動線分離とサージカル
マスク着用や手指衛生の遵守など標準予防策の徹底

6 出入り業者への対応 動線を一つにして新型コロナウイルスの持ち込み防止

7 マスクなどの物品管理 個人防護具の在庫数確認と継続使用可能期限の評価

いた入学式などのイベントを中止とし、 ルス感染症を疑われる方は、受診希望
コロナウイルスは１本鎖ＲＮ

１．ウイルス学的特徴
Ａをゲノムとしてもつエンベロ

して、この医療圏で必要とされ

０ナノメートルで、Ｓ（スパイ

咳、筋肉痛、倦怠感、呼吸困難

病院入口で通院者トリアージや院内掲示、今後の電話対
応や遠隔診療の実施

の前に松本保健所相談窓口に電話して
っている。また、病院入口前に仮設テ

る診療を継続しなくてはなりま

松本歯科大学病院の使命を維持

新型コロナウイルス感染症は

ク）
、Ｍ（マトリクス）
、Ｅ（エ

が比較的多くみられ、頭痛、喀

2 患者対応

第１～５学年は、授業開始を５月１日
第６学年生には講義内容をビデオに収

（金）以降に延期することを決定した。 ください」と呼びかけ、周知徹底を図

てヒト細胞に吸着・侵入する。

呼吸器系の感染が主体で、ウイ

ンベロープ）の３つのタンパク

感染予防の基本は、呼吸器衛

発生段階別に対応した診療継続計画と優先診療業務の
確認

実行していきましょう。
ープウイルスである。エンベロ
糖タンパク質からなる膜で、ウ

質から構成される。このうちＳ

痰、血痰、下痢などを伴う例も

ときに細胞の成分を被ったもの。 ルスの感染部位により上気道炎、 せん。最悪の状況まで考慮しつ

イルスが増殖して細胞から出る

タンパク質が宿主細胞の受容体

生を中心とした標準予防策であ

３．治療および予防
スは、風邪の原因ウイルスであ

る。新型コロナウイルスは、擦

ヒトに感染するコロナウイル

と結合して、
細胞内に侵入する。 みられる。

吸器症候群（ＳＡＲＳ）コロナ

る２２９Ｅをはじめ重症急性呼

力を失う。さらに、新型コロナ

式アルコール手指消毒薬で感染

ウイルス感染症の確定例および

ウイルス、
中東呼吸器症候群（Ｍ
知られている。今回発生してい

ＥＲＳ）コロナウイルスなどが

て飛沫予防策と接触予防策を行

う。新型コロナウイルスは気道

１ 基本方針

通院者に体調確認の協力を呼びかけテント内で検温

通院患者や職員への信頼情報の提示

8 情報収集と周知

毎日の健康管理（出勤前の体温測定など）と安全対策

5 職員対応

分泌物および糞便から分離され

るため、①ウイルスを含む飛沫

が目・鼻・口の粘膜に付着する

た手が目・鼻・口の粘膜に接触

のを防ぐ、②ウイルスが付着し

受付窓口、臨床検査、
疑似患者への空間的・時間的分離策や消毒
放射線検査、薬剤での対応

4

どのような状況となっても、

録してインターネット配信をしている。 ントを設け、検温などで患者の体調を

大学エントランスでは職員の体温を確認

２．臨床的特徴

染拡大状況に鑑みて、４月に予定して

37

ープとは、脂肪・タンパク質・

病院入口前の仮設テントでは通院者の体調確認を実施

80

するのを防ぐ、
の２点に注意する。

新型コロナウイルス感染症対策の重点項目

14

る新型コロナウイルス感染症は、 疑い例には、標準予防策に加え
コロナウイルスの粒子模式図
（日本ウイルス学会 HP より転載）
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において国家試験受験者はさら

率 ・４％）
、国公私立全国 歯
かった。新卒受験者は昨年とほ

％を示し、昨年より１・９％高

２１０７人で、合格率は ・６

の新卒合格率 ・１％を超えた。 ６人であり、５００人以上の減

52

47

90.4％
東北大学歯学部

国

50

45

90.0％
九州歯科大学

公

99

89

89.9％

松本歯科大学

私

47

42

89.4％

国家試験に向けて気勢を上げる 6 学年生と筆者（中央）

実習館１０１実習室において行

試験開始前にマネキンを確認する教員

ら全国の歯学部・歯科大学で正
式運用となる。本学においても
第６学年への進級判定に関わる。
この一斉技能試験は、歯科医
師に求められる標準的かつ必要
十分な臨床能力と客観的に適切

本学の建学の理念に基づく信

い。今後、職員と学生が協調し

追い出しコンパには、総合口腔

診療部門の安西正明教授と歯科

薬理学講座の十川紀夫教授もご

卒業生の宇田川 琢先輩、椎名

参加くださいました。

哲郎先輩、山口久穂先輩と衛生

加藤倉三先生の優勝杯を争奪す

館で開催し、初代剣道部部長の

２月

日（日・祝）
、本学体育

第 回加藤杯争奪剣道大会を

部旗を大切に引き継いでいきた

いました。これからも新・旧の

使い勝手のよい旗を寄贈くださ

が少しコンパクトになり、より

品でした。新しい部旗はサイズ

授、山本和成先生）からの寄贈

行先生、梶谷和男先生、金銅教

してきた部旗は 期生（渭東淳

贈呈されました。これまで使用

卒業記念品として新しい部旗が

東京五輪代表選考のポイント獲

外遠征は５月末に予定していた

報を摑むためだ。この時期の海

開催状況など少しでも正確な情

していたので、移動面や大会の

ちがそれぞれ異なる国々に遠征

を何度も閲覧した。強化選手た

い。先週は海外のウェブサイト

染症のニュースから目が離せな

連日、新型コロナウイルス感

学院卒業生の松沢 舞さんから、

べく白熱した試合が展開されま

期生・七段教士）
、中澤 央先生

期生 ）
、伊沢正行先生

期生）
、松木綱大先生（ 期

先生（
（歯学部長・学生部長 宇田川信之）（

が、一斉技能試験はそれぞれ実

しその過程について評価される

中に実際の患者さんでそれぞれ

は、診療参加型臨床実習の期間

共に汗を流し、試合と稽古会を

全国から駆けつけてくださり、

評価項目と基準にしたがって保

終製作物について、決められた

臨床実習と同様に真剣な眼差し

いえども、受験した学生たちは

この試験はマネキンが相手と

位は清水先生でした。表彰式で

に輝き、準優勝は伊沢先生、３

第１学年の大谷清春君が優勝

（剣道部主将 第３学年 大藏太郎）

競技連合が新型コロナウイルス

感染症の世界的な影響を見て、

五輪選考を３月初旬まで遡るこ

とを決定したため、結局ほとん

どの選手が緊急帰国となった。

その東京五輪も延期が決まっ

た。さまざまな問題が出てくる

ことは容易に考えられるが、先

が全く見えない状態から一年後

の開催というぼんやりしたゴー

ルが見えたことは、選手たちに

僕が主催するサイクリングイ

とって一歩前進といった感じか。

地域における経済効果やイベン

ベントも対応に追われている。

千人の参加者の気持ちを考える

トを楽しみにしてくれている３

社団法人医療系大学間共用試験

いハードルをクリアーすること

頑張りが求められるが、この高

定されている。学生には相当の

度は昨年より高い合格基準が設

昇していることに対応し、本年

を行う。全国の平均点が年々上

反映した数値）を併用して評価

に基づいた問題ごとの難易度を

いた。

についてお褒めの言葉もいただ

これをきっかけに世界中で協力

い。ウイルスの脅威もあるが、

能性もある中で行うものではな

で、健康を害す、または死の可

生活している上に成り立つもの

ツの祭典もすべては人が楽しく

やイベント、五輪というスポー

止や延期もやむを得ない。経済

特徴を考えれば、イベントの中

ない人から人へ伝染するという

悩んでいる。

と、
何とか開催できないかと日々

実施評価機構から派遣された２

が、より高いレベルでの卒前臨

後、歯学部と衛生学院の卒業生

加藤杯と稽古会で汗を流した

記念の楯が手渡されました。

山本昭夫
） （口腔解剖学講座）から優勝杯と

は、剣道部部長の金銅英二教授

存系、補綴系それぞれの専門知

共用試験運用委員長
総合口腔診療部門 教授

で取り組んでいた。
（

総合的理解力が評価される。

床実習の実施につながると期待

１教室において実施され、第４

試験は６ブロック（各ブロッ

歯の齲蝕除去、③下顎右側第二

歯石除去、②下顎右側第一小臼

確認するために、事前に適切な

て、十分な能力を有することを

おいて医療行為を行うにあたっ

の な い 歯 学 生 が、 臨 床 実 習 に

共 用 試 験 は、歯 科 医 師 免 許

長時間にわたる試験を緊張のな

計３２０問出題される。学生は

問という形式の異なる問題が合

順次解答２連問、順次解答４連

５肢択一問題、多選択肢２連問、

ク１時間）から構成され、単純

小臼歯の根管形成、④下顎左側

か、真剣に取り組んでいた。

学年生 人が受験した。

第二小臼歯の全部金属冠支台歯

評価を受けることを目的に導入

される。

（

ＣＢＴ小委員会委員長
口腔解剖学講座 教授

平賀 徹
）

ることをやるのが大切だと思う。

し、ウイルスに勝つためにでき

ウイルスという目に見えず、
試験結果については昨年同様、
共用試験ＣＢＴ（ Computer がある。このうちＣＢＴでは、 人の外部監督者の先生からは、
）本試験が１月 コンピューターを用いて知識の 学生の身だしなみや試験の運営 正解率とＩＲＴ（項目反応理論 治療薬も治療方法も確立してい
Based Testing
日（金）
、キャンパスイン１０

第４学年 共用試験ＣＢＴ実施

臨床実習前知識の総合的理解力を評価

学生はこれらの課題について

識を有する教員が評価する。

盛上げてくださいました。

複数症例を体験している。

生）
、清水栄生先生（ 期生）が

42

試験室入室前のチェックを受ける 4 学年生

と判断される技能的資質を有し
ていることを確認するものであ
る。

形成の４題と決められており事

本年度も学生・スタッフの協
された試験であり、ＣＢＴとＯ

83
前に学生に開示されている。第

課題は、①下顎４切歯舌側の

42

と健闘した。

２０１９年 度 歯 学 系 臨 床 実

価するため、臨床実地試験とパ

31

４学年で実施する共用試験ＯＳ Ｓ Ｃ Ｅ（
Objective
Structured 力のおかげで、試験は滞りなく
） の ２ つ 終了することができた。また、
Clinical Examination
ＣＥでは、５分間で課題を実施

28

施時間は決まっているものの最

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

技能試験トライアルが２月 日

ッケージ化して２０２１年度か

習後臨床能力試験（ Post Clini- われた。
cal Clerkship OSCE; Post-CC 昨年に引き続き２回目の実施
）のひとつである、一斉 となるが、学生の臨床能力を評
OSCE
（金）
、第５学年生 人を対象に

真剣な眼差しで課題に取り組む 5 学年生

得のためだったが、国際自転車

いと思います。

全国から剣道部OBが参集
卒業生が新しい部旗を寄贈

した。当日は、
内田圭治先生
（４

加藤杯争奪剣道大会

学関連問題（総論）の難易度が

国

第１１３回歯科医師国家試験

北海道大学歯学部

頼される歯科医療人および研究

95.9％

緩和された印象であった。今後

70

は、昨年の「史上最高の難問試

73

て歩む６年間の教育・研究・診

私

療体制の整備が必須であり、ま （７期生・七段錬士）
、高橋雅仁

朝日大学歯学部

者の育成のためには、歯科医師

96.3％
国家試験の合格は単なる通過点

130

本学においては、口腔外科学お

私 135

よび歯科補綴学分野における重

東京歯科大学

験」と比較して基本的問題が多

97.1％

く、日頃の学習成果が反映され

34

今回総出願者数は昨年より

35

人多い３７９８人であったが、

私

すますの発展を期待したい。

岩手医科大学歯学部

でしかないことは言うまでもな

97.7％

点的対策が重要であると考えら

42

やすい良問が多かった。特に、

43

実際の総受験者数は昨年より

東京医科歯科大学歯学部 国

れる。

第113回歯科医師国家試験新卒合格率（上位 8 校）

必修問題および基礎・歯科衛生

少となっている。

合格率
立 受験者数 合格者数

新卒合格率 ・４％で全国第８位
歯科医師国家試験合格発表

第１１３回歯科医師国家試験の
総合格者数は昨年より 人多い

にいっそう厳しく絞られている。

厚生労働省は３月 日（月）
、 未受験者は５８７人で、各大学
合格者を発表した。本学の新卒

科大学・歯学部の中で、第８位

年前（第１０２回）は２５１

65

人少ない３２１１人であった。

格者数は 人（合格率 ・５％）

なお、新卒と既卒を合わせた合

89

歯科医師としての臨床能力と技能的資質を確認

10

受験者 人中 人が合格（合格

の結果となった。昨年の ・８
ぼ同じ１９９５人であったが、

48

％より ・６％上昇し、３年前

42

の第１１０回歯科医師国家試験

89

PCC-OSCE 一斉技能試験トライアル実施

33

75

21

21

新しい部旗を持つ部員と卒業生

12

29

75

61

23 40

47

13

64

大学名

89

16

87
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出身の盧 良 全 臨床研修歯科医

モニー後の病院見学では、台湾

実現できなかったが、歓迎セレ

級中学出身の留学生との面談は

り、本学に在籍する彰化女子高

試験が実施されていたこともあ

試験期間中で、かつ入学者選抜

を持って実感した様子であった。 献していきたい。

くの細菌が存在するのか、驚き

ち、自身の口腔内にどれだけ多

には多くの学生が大変興味を持

に口腔内細菌を確認する顕微鏡

医療について説明を受けた。特

い設備を見学し、日本の最先端

ザーなど普段見ることのできな

コープ、口臭検査、歯科用レー

となれるよう国際交流活動に貢

って留学への関心を高める一助

の学生が、歯科医療に興味を持

後も台湾をはじめとする諸外国

たことに感謝申し上げます。今

め多くの職員の協力で実現でき

腔診療部門の音琴淳一教授はじ

院見学を行うにあたり、総合口

台湾の彰化女子高級中学の一行 人が２月４日（火）
、本学を訪問し
た。記念撮影や歓迎セレモニーを行い、台湾出身の本学病院臨床研修
歯科医や歯学部学生の案内で病院の施設・設備などを見学。日本の最
先端の歯科医療に触れて留学への関心を高めた。
彰化女子高級中学は日本統治
と第５学年の郭 子揚君が同行

カク

リョウゼン

時代に創立された公立高校で、
し、４つのグループに分かれて

ロ

毎年２回ほど日本への留学旅行

シヨウ

を実施しており、本学訪問も今

（学事室 室長 酒井康成）

プラークチェックやマイクロス

病院小児歯科 歯科衛生士・加藤那奈さん

が合格維持に結びついている

による徹底的なサポートなど

相互実習の様子

３月１日（日）に実施され

歯は最終的には本学病院におい

度卒業生 人全員が合格を果

により、修業課程が２年制か

衛生士養成所指導要領の改正

本学院は２００４年の歯科

と言える。

た歯科衛生士国家試験の合格

より発表され、本学衛生学院

第である。

鑽のために論文投稿を行った次

な経緯から、自らのさらなる研

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

今回これだけ多くの学生が病

回で２回目となる。
一行は本部館前にて記念撮影
の後、講義館において歓迎セレ
モニーに参加した。宇田川信之

小児歯科臨床では、小児歯科

歯科衛生士学科の２０１９年

本学病院小児歯科の歯科衛生

であることから、加藤さんのさ

日（木）
、厚生労働省

領域に関する高いスキルをもっ

ういうものであるかを体感して

て抜去となり、加えて加藤さん

たした。

医療は台湾より進んでいますの

は多いと思います。日本の歯科

科医院にかかったことがある人

の皆さんの中には歯の問題で歯

り、初診時より加藤さんが担当

ら左側臼歯部の刷掃が困難であ

症例では、過剰歯の萌出状態か

女子についての症例である。本

第四大臼歯の存在を認めた 歳

２歯を有し、さらに上顎左側に

報告は上顎大臼歯部に過剰歯

巻１号に掲載された。

局員の協力も仰ぎ、論文掲載に

人教授から論文指導を受け、医

ある小児歯科学講座の大須賀直

加藤さんは患者様の担当医で

できた。

た齲蝕の誘発を抑制することが

より、本症例において危惧され

的に少なくなった。このことに

もあり、プラークの沈着は飛躍

試験対策をふまえたカリキュ

教育、実習環境に加え、国家

学・大学病院という恵まれた

プし続けている。これも、大

０％の優れた合格実績をキー

７年の開校以来、合格率１０

業生を輩出しており、１９７

１２人の歯科衛生士学科の卒

本学院ではこれまでに１３

ャリストとして、臨床現場で

として口腔衛生管理のスペシ

合格者は今後、歯科衛生士

ることも可能となっている。

技能審査試験の受験資格を得

ことによって、２級医療事務

務（歯科）
」の科目を履修する

受験資格のみならず「医療事

現在は歯科衛生士国家試験の

ら３年制へと変更になった。

士である加藤那奈さんの症例報

らなる飛躍が期待される。

シャンユ ン

による継続的な刷掃指導の効果

チェン

ください」と歓迎の挨拶があっ

告が、このほど小児歯科学雑誌

で、皆さんの先輩が学ぶこの大

歯科衛生士となりプラークコン

本歯科大学を見学する機会を与

学をしっかりと見学してくださ

アを使用しています。現在は歯

ため、特別専門外来の個室チェ

た状態でケアを受けていただく

患者さんによりリラックスし

きている点からも、歯科医療の

疾患の関わりが明らかになって

可欠です。また全身疾患と歯科

アを継続して行うことが必要不

栄養をとるためには、口腔のケ

まで自分の口で美味しく食べて

当日はあいにく歯学部の定期

を、さらに発信していく必要性

の方々の口腔健康管理の重要性

や、リスク管理を通して、地域

によるプロフェッショナルケア

口腔健康管理科での歯科衛生士

いう意識が低いのが現状です。

トロールを実施した。過剰歯２

士の審査にも合格しており、第

本小児歯科学会の認定歯科衛生

成させた。加藤さんはすでに日

誌の投稿規定を満たす論文を完

ご指摘、称賛をいただいた。

価に関わる内容について詳細な

構視察者の先生方より運営、評

ご尽力を賜りました多くの職員

備、
設営段階より多大なご協力、

ＯＳＣＥを実施するにあたり準

写真等を準備し、小児歯科学雑

で行われる診療参加型臨床実習

して成績が開示され、第５学年

験者が臨床実習を行う年度（第

なお共用試験の年度表記は受

の皆様に厚く御礼申し上げます。
回日本小児歯科学会大会では

日（火）
、受験者に対
ケースプレゼンテーションを行

試験ＯＳＣＥは学生の知識、技

森 啓
）

５学年時）となるため２０２０

能、態度の適正評価ができると

ＯＳＣＥ小委員会委員長
総合診断科（初診室） 准教授

においてさらなる技能、態度向

うこととなっている。そのよう

ては診療参加型臨床実習に転換

しつつあるが、歯学部学生が実

共用試験ＯＳＣＥの成績は、

ともに臨床実習参画の妥当性を

説明会で挨拶する宇田川信之歯学部長（右）と筆者

（

年度と表記しております。

臨床参加型実習に向け技能・態度を評価

際の診療に参加するためには、

基本的知識、臨床技能を修得し

本学では進級基準と臨床実習参

担保するものとなり、学生や大

ていることを大学が社会に説明
生 人を対象に実施された。公

加資格となるため、受験した学

学にとって大変重要である。

のもと６課題の試験が厳正に行

第４学年 共用試験ＯＳＣＥ実施
２０２０年度共用試験ＯＳＣ

益社団法人医療系大学間共用試

生は真剣かつ真摯な態度で取り

する必要がある。そのため共用

験実施評価機構より、機構派遣

組んでいた。試験終了後には外

われた。

監督者２人、機構視察者１人、

日（土）
、第４学年

外部評価者６人の派遣をいただ

部評価者、機構派遣監督者、機

最後になりましたが、今年度
き、計１８３人の運営スタッフ

Ｅが２月

われた。近年、医学教育におい

上のためのフィードバックが行

２月

の活躍が期待される。

科衛生士２人が専門スタッフと

を感じています。

ラム、専任教員や歯学部教員

して業務にあたっており、口腔

価値が高まりつつあります。し

必要な口腔内写真やエックス線

のプロフェッショナルケアをは

ことで、継続的な通院を促し、

（口腔健康管理科 歯科衛生士長 西窪結香）

かしまだ多くの人は、歯科医院

口腔健康管理科は、健康な口

健康をより長く維持していただ

現在、日本は超高齢社会を迎

腔の状態の維持、治療終了後の

え、
「健康寿命」をいかに伸ばす

くことを目標に、日々業務にあ

プロフェッショナルケアを提供

かが重要な課題になっています。

たっています。

する専門科として、２００８年

病気の再発防止や早期発見を目

口腔健康管理科

新病院開設と同時に新設されま

18

台湾彰化女子高級中学一行 78 人が本学を訪問
的に、歯科衛生士による口腔の

テナンスメニューの提供を行う

活背景に合わせた適切なメイン

者さんの全身や口腔の状態、生

じめ、唾液検査によるリスク管

えていただき感謝します。学生

い」と話した。

23

は痛くなってから行く場所であ

左から大須賀教授、加藤歯科衛生士、筆者

（小児歯科学講座 准教授 正村正仁）

た。陳 香妘校長は、
「今回、松

者が

台湾出身学生が学んでいます。

た歯科衛生士との協働が不可欠

症例報告が小児歯科学雑誌に掲載

衛生学院開校時より
合格率100％をキープ

この機会に日本の歯科医療がど

歯学部長より「本学には多くの

歯科衛生士国家試験結果

26

理や、ご希望に応じてホワイト

58

り、病気の予防のために通うと

本部館前で記念撮影をする彰化女子高級中学一行

ニングなども行っています。患

78

寝たきりになることなく、最後

15

臨床研修歯科医らと交流し留学への関心高める

シリーズ 専門性⑨

15
特別専門外来の個室チェア

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

vol.13
vol.20

病院だより
した。

歯科衛生士による口腔のプロフェッショナルケア

58

80
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委員長は、
「 臨床研修開始から

開式の辞で黒岩昭弘研修管理

と挨拶し、症例報告が開始され

るよう参考になさってください」

に対して称賛ならびにこれから

福岡県支部会員

続いて北九州市開業、本学病

研修管理委員会委員の先生方

ました。

の診療研鑽への激励のコメント

亀山 敦史 
芳澤 享子 

考えた診査、診断からの治療計

の下で行ってきた１口腔単位を

歯科医は３月

実際の現場では、担当医はパ

ないフレンドリーな

の講演会では味わえ

窓の行う事業には他

最後は研修管理副委員長の山
本昭夫教授、安西正明教授、森

日（月）
、臨床

校友の先生方から、本学病院

臨床研修を修了した歯科医師へ

さらなるご指導ご鞭撻をいただ

きたく、よろしくお願い申し上

）

研修管理委員会 プログラムⅠ責任者
音琴淳一
総合口腔診療部門 教授

げます。
啓准教授から各臨床研修歯科医 （

鶴見大学・三島弘幸先生が講演

影山

３月 日付

徹 （育成期口腔診療部門（矯正歯科）科長）
３月９日付

鷹股 哲也 （総合口腔診療部門（補綴科）科長）

務局支援センター・校友会・
矢ヶ﨑 裕 （ 蒼事穹
）
会事務室事務長

３月９日付

（事務局大学病院事務室事務長補佐（契約職員）
）

（
（事務局大学病院事務室副事務長（契約職員）
）

野澤 良子 
山田 賢一 （事務局大学病院事務室事務長補佐）
吉江みはる 

〔本務変更〕

（事務局大学病院事務室事務員（派遣職員）
）

３月 日付

※ 参加希望の方は、本学ホームページまたは電話にて
お申し込みください。

倉澤 郁文 （総合口腔診療部門（補綴科）科長兼務）

〔解く〕

（放射線検査室診療放射線技師（契約職員）
）

（臨床検査室臨床検査技師（契約職員）
）

３月１日付

（副歯科病院長）〔兼務〕

（副歯科病院長）

２月 日付

※ 5、6月開催分のみ掲載

歯科ドック担当

歯科衛生士（病院健診・健康づくりセンター）
（契約職員）

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

講師（歯学部歯科理工学講座）

いて開催され、鶴見大学歯学部

習館２階大学院セミナー室にお

２０１９年

日（火）
、実

第３９３回大学院セミナーが

象牙質の成長線と石灰化の研究

た故・平井五郎教授のもとで、

る歯の硬組織研究の泰斗であっ

入職された。当時、国内におけ

学松戸歯学部第二解剖学講座に

必要があったことから、日本大

ご講演いただいた。

動物を用いて解析された結果を

成に与える影響について、実験

同調因子メラトニンが象牙質形

について、後半では概日リズム

は月相と象牙質形成の研究成果

れていない。セミナーの前半で

スカロライナ州立大学に留学さ

化や結晶性に影響を及ぼすとの

構造、成長線の形成機序、石灰

性に影響を与え、象牙質の組織

山田

平岡

荻村

丸山

３月 日付

）

）

（総合歯科医学研究所硬組織疾患制御再建学部門）

教授

（事務局総務課主任）

奥原 徳子 （事務局入試広報室チーフ）

横山 幸代 

山田

行博（
）

一尋（ （教病授院育成期口腔診療部門）
）
博文  （事務局経理室副主幹）
雅久  （事務局管理課長補佐）
賢一 （事務局大学病院事務室事務長補佐）

〔定年退職〕

教授（病院健診・健康づくりセンター）
歯科ドック担当
大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座兼務
歯学部兼務
初診室（総合診断科）科長を解く

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

教授（歯学部歯科理工学講座）

洞澤 功子 （講
 師（歯学部歯科理工学講座） 黒岩 昭弘 （ 
横井由紀子（ 
） 〔配置換・兼務・解く〕
３月９日付
川原 一郎
中島 靖子 （
）
••••••••••••
（

ホルモン（内的要因）の双方

歯科理工学講座の三島弘幸先生

に取り組まれた。研究成果が海

えられているが、十分に解明さ

「メラトニンと象牙質形成に関する最新の成果」 に影響を受けて形成されると考

を講師にお迎えして、
「メラトニ

外に広く知れ渡り、 年にサウ

れた。高知学園短期大学で教授

月

ンと象牙質形成に関する最新の

を勤められた後、現在は鶴見大

メラトニンが象牙芽細胞の活
成果」という演題でご講演いた
三島先生は、１９７４年に東

だいた。
海大学海洋学部海洋資源学科を

った。

（口腔解剖学講座 准教授 田所 治）

れ、大変有意義なセミナーとな

考察に対し、活発な質疑がなさ

学で

けなどの外的要因）と自律神経

象牙質は、月相（月の満ち欠

議を究明し続けている。

の不思
Biomineralization

ご卒業後、 Biomineralization
（生
物の鉱物形成）の不思議に魅了

されて化石の研究者を志された
が、そのためには解剖学を学ぶ

■お問い合わせ■

臨床研修歯科医が症例報告し活発な討論
臨床研修歯科医症例報告会
を含めた包括的診療を続けてき
ださい。その成果を聴く先生方

２月 日（金）と 日（土）

におかれましても、明日からの

た成果をしっかりと発表してく

大学病院臨床研修歯科医による

の両日、２０１９年度松本歯科
症例報告会が図書会館２階学生

院診療教授の木村英生先生（８
１口腔単位、あるいは全身管理

がそれぞれ座長を務めて進行を

をいただき、盛会のうちに終了 〔採用〕

ホールにおいて開催されました。 歯科診療にフィードバックでき

期生）から「日常臨床における
を長期症例を提示しながら、エ

担当し、各臨床研修歯科医が、

〔併任〕

て」と題して講演が行われた。

ンド術後の診断基準・根管治療
歯根膜治癒能力の積極的な活用

ニックに陥りほとんど役に立た

側面がありちょっと

ました。

情報交換や談義が活発に行われ、 れ、活発な討議が繰り広げられ
する様子がうかがえた。

今後福岡県支部の活動が活性化
という５項目のエンド治療にお

日本では局所麻酔が年間５５

ず、周りのスタッフが的確にか

恥ずかしい質問にも

ここで発表を行った臨床研修

や、エンド治療における手技紹

研修修了式に臨み、一人ひとり 〔配置換〕

②ミクロの対象物にマクロ的手

に修了証が授与され、無事に臨

④治療の各ステップが１００

らざるを得ない

および学術講演会が行われた。

画立案を行い、診療中の葛藤を

床研修を修了するとともに４月

森本 梨紗 
土田 幸子 
根橋 寛実 

介などわかりやすい解説があっ

交えながら、診療の成果とこれ

２～ 期生まで幅広い年代から

て初めての例会・講演会となり、

法で対応せざるを得ない

からの目標について発表しまし

から新たな歯科医師として旅立

令和元年度から新しく、鳥尾

講演会後の懇親会には、元本

た。それらの発表に対して、臨

ちました。

進まざるを得ない
定が許され続けてきたことで

（福岡県支部

期生 文森健一）

ける高い障壁に対する取り組み

居の低い事業を行っていますの

顔に会え、その後の懇親会では

で積極的に利用していただきた

サージ、ＡＥＤ等の実習も行わ

東京都支部では年１回の学術

昔話に花を咲かせて学生時代に

講演会を行っている。他に関東

いと思います。

戻れる。そんな息抜きの場とし

う医療事故に日々の診療のなか

近県の先生方と学術講演会、ゴ

れた。緊急薬剤の筋注の実習、

で遭遇することはほとんどない

し、これらの事業に

ルフコンペも行っている。しか

「エピペン」の使い方も体験し

東京都支部学術講演会が２月

と思われるが、その時の数分間

００万回行われている。そのな

つ冷静に対処することが大切で

一日体験入学

野本 享嗣 （事務局経理室納品検収センター勤務） 岡藤 範正 （育成期口腔診療部門（矯正歯科）科長兼務）
３月９日付
〔配置換・兼務〕 ３月９日付

学口腔外科学第１講座・助教授

床研修歯科医や参加した指導医

部のこれまでの経過とこれから
また、本学の実習館・体育館

の活動についての報告があった。 ⑤主観による誤った治療結果判
ある

診療所スタッフ交え医療安全講演会

耐震化工事に対する寄付につい

東京都支部
日本大学歯学部附属歯科病院・見崎 徹先生

１日（土）
、世田谷区砧の成城ホ

の対応で患者さんの人生も先生

て参加していただけるような敷

ールにて、日本大学歯学部附属

参加してくださる先

ていただいた。

歯科病院歯科麻酔科科長の見崎

方の人生も大きく左右されるこ

かでアナフィラキシーショック

ある。安全確保にはスタッフの

親身に答えていただ

アンビュマンを使った実習で説明する見崎先生（左端）

（東京都支部長 ５期生 鈴木正一郎）

徹先生にお願いし、各診療所の

生はごく一部の先生

の報告が５～ 例ほどある。喘

力が重要で普段から、薬剤の管

ける。

方になっている。同

とを肝に銘じておかなければな

息様の症状はアナフィラキシー

理、酸素の使用法、定期的なト

らない。

ショックによる気管閉塞が疑わ

レーニングが必要となる。今回

たまに参加すると

れ、５分で心停止に陥る。都内

演会」として行われた。

スタッフも交えて「医療安全講

「それでも遭遇した場合の緊急時の対処法」

た。

の亀山嘉光先生も参加された。

から多数の質問や意見が寄せら

③不可視領域は盲目的操作に頼

達成されたという確証が得ら

特に若い世代の参加者が多く、

紀詔支部長（７期生）が就任し

人の参加者があった。
れないまま、次のステップに

①物理的 解· 剖学的制約が大きい

い根源的な理由は、

下川エンドへの取り組みについ
講演では、エンド治療が難し

しました。

症例報告を行う臨床研修歯科医

における閉鎖根と吸収根の分類・ 主指導歯科医を中心とした指導

られた。

21

はじめに支部長より福岡県支

医師会館にて福岡県支部の例会

て、福岡県支部からの賛同が得

「日常臨床における下川エンドへの取り組みについて」

２月１日（土）
、福岡県歯科

8 期生・木村英生先生が講演

では救急車到着まで８分かかる

久しぶりに懐かしい

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

www.mdu.ac.jp

（SMBC 信託銀行ＨＰ等より）

¦

23

６

31

福岡県支部

はアンビュマンを使い心臓マッ

10

●模擬実習 ●入試説明・進学相談 など

0.20％
0.10％
0.01％
0.01％
0.10％
0.01％

109.66円
133.38円
120.91円
113.93円
3.43円
———

米ドル
英ポンド
ユーロ
スイスフラン
タイバーツ
日本円

12

●キャンパスツアー ●ランチ体験

東京外国為替相場と各国定期預金金利

（3カ月物）

大学院セミナー

開催時間 9：40 ～ 15：00（受付 9：15 ～）

▲

▲

▲

株価
日本
18,934.26円
22,552.17ドル
米国
金地金店頭価格 （消費税込み）
6,320円
売り（１グラム）
6,189円
買い（１グラム）
白金地金店頭価格（消費税込み）
3,004円
売り（１グラム）
2,873円
買い（１グラム）

松本歯科大学校友会――――

と言われている。救急蘇生を伴

91

内外の経済 3月27日付

Economic News

講演される木村先生

%

13

22

17

42

① 5月17日㈰
② 6月14日㈰

講師にお迎えした三島先生

Alumni News
36

６

――――
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