上級生有志が第１学年生を激励

クラブ説明会も実施し部活動をアピール

新型コロナ抗体検査全員陰性を受けて

新入生歓迎夕食会で学生間の絆深める

ーに第２学年の学生有志 人が
主催し、新入生約 人が参加し

26

ライドなどを使いながら部活の

参加した第１学年生からは

動は大学生活を過ごす上で大き

イスを聞けて良かった 」
「 部活

特色を説明し、部活動をＰＲし 「先輩方からさまざまなアドバ

た。最も注目を集めたのは、ユ

な支えとなってくれると思う」

筋肉がついて最強になれ

ニフォーム姿で登場したアメリ

開会にあたって伊藤君は「大

ます。作戦が重要なので

との感想が聞かれ、学生間の絆

勢の１年生が参加してくれてあ

君と文連委員長・町野 惇君（共

頭も良くなります。先輩

カンフットボール部主将の小野

第２学年・伊藤公平君を中心に学生有志が７月 日（木）午後６

りがとうございます。このウェ

に第４学年）が進行を務め、オ

光君（第３学年）で、７人制ア

時より「新入生歓迎夕食会」を学生食堂で開催し、上級生と新入生

ルカムパーティで親睦を深めて

リジナルのＱＲコードを配布。

を深める夕べとなった。

が食事を共にしながら親睦を深めた。和やかな雰囲気の中、参加者

ください」と挨拶した。学生た

た。以後、後輩たちが引き継ぎ毎年

ら歓談した。第２学年生が口火

ペシャルメニューを味わいなが

囲んで、学生食堂が提供したス

級生と新入生が同じテーブルを

ブの代表者らは動画を交えたス

るよう工夫を凝らした。各クラ

ジで各クラブの紹介が閲覧でき

スマホで読み取ればＷｅｂペー

沸かせた。

ールし、会場をおおいに

とユーモアを交えてアピ

からの愛情もすごい 」

え、
「アメフトをやれば

新入生歓迎会は、歯科保存学講座
開催、いまや本学の伝統行事となっ

を切って自己紹介をし、積極的

イクゲ

郭

黃

佳蕙（ 〃

長瀬 陽祐（ 〃

）

倢妤（第１学年）

延軒（ 〃

）

）

）

カク

ショウヨ

ヨシエ

惇（第３学年）

回全日本歯科学生体育連盟正評議委員
回体育祭実行委員長

）

◇活動賞

惇（第３学年）

第 回体育祭実行副委員長

前田 風華（第２学年）

第
第

町野

２０１９年度体育連絡協議会委員長

堀尾 拓未（第３学年）

◇スポーツ賞

セン

テイケン

詹

コウ

福島 英子（ 〃

松浦 宏季（第２学年）

メフトにおいて現在自分一人し

たちは互いに自己紹介をし、勉強やキャンパスライフのことなどに

ちは のグループに分かれ、上

の宮國 茜助手が本学在学中の第２

ている。本来は毎年４月に開催され

が、個人レベルでも気を

染対策を行っております

新型コロナウイルスの感

は最大限の注意を払って

を導いてください。大学

てぜひ新入生や後輩たち

松本歯科大学の一員とし

大変すばらしいことです。

挨拶で「皆さんの受賞は

さらに矢ヶ﨑理事長は

るが、新型コロナウイルス感染症禍

カリキュラム、自分の１年間を

学年時に「自分が入学したとき生活

振り返っての感想などを話し、

や勉強面で分からないことや不安が

今回の新入生歓迎夕食会は蒼穹会

の影響で今年は７月の開催となった。 に会話をリード。本学の特色や
の支援を受け、伊藤公平君をリーダ

新入生は勉強への取り組み方や
キャンパスインでの寮生活、進
級について先輩からアドバイス
夕食会後はクラブ説明会が行

をもらった。
われた。体連委員長・堀尾拓未

つけて今後もいっそう学

問に励んでください」と

閉式後、栄えある受賞

鼓舞激励した。

の喜びに満ち、賞状を手

念撮影を行った。

﨑理事長、川原学長を囲んで記

にした学生たちは、矢ヶ
授与式が６月

年記念棟３階「常念岳」の間

において行われた。在学生 人

各賞の受賞者（敬称略）

ソ

◇矢ヶ﨑 康特別賞

郁雅（第５学年）

新木 太朗（第４学年）

蘇

漢洙（第１学年）

ハンス

前田 風華（第２学年）

パク

れ、
「矢ヶ﨑 康特別賞」は矢ヶ

朴

◇矢ヶ﨑 康賞

）

小野 亜美（第５学年）

シヨウ

子楊（ 〃

カク

上田聖士郎（ 〃

郭

晟帆（第４学年）

）

黄

ソンボム

先生が東京歯科医学専門学校

植野 裕司（ 〃

春日

）

２０１９年度文化連絡協議会委員長
第 回松濤祭実行委員長

町野

長尾 将平（第３学年）

）

ので、矢ヶ﨑理事長は「おめで

岩崎 将和（ 〃

梢（ 〃

とう。よくがんばりましたね」

石川 幸佑（ 〃

）

と受賞者に労いの言葉をかけら

ファン

受賞した賞状の書式を模したも

伊藤君を中心に参加者全員で記念撮影

（現・東京歯科大学）在学時に

賞状は創立者 故・矢ヶ﨑 康

賞状が手渡された。

以下各賞は、川原一祐学長より

﨑 雅理事長より「矢ヶ﨑 康賞」

受賞者は一人ひとり呼名さ

動賞」の各賞が贈られた。

﨑 康賞 」
、
「 スポーツ賞 」
、
「活

に「矢ヶ﨑 康特別賞」
、
「 矢ヶ

22

識を新入生に伝えたい」という思い

上級生と一緒に食事をしながら歓談する新入生たち

から２０１１年に初めて開催され

あったので、上級生となって得た知

11

か部員がいない窮状を訴

表者が部活動の内容や特色をプレゼンテーションした。

した。

え、会場の指定された席に案内

に開設した受付で新入生を迎

た。上級生たちは学生ラウンジ

80

ついて情報交換をした。またクラブ説明会も開かれ、各クラブの代

アメフト部のプレゼンテーション

日（火）
、創立

歯学部学生表彰授与式

２０１９年度歯学部学生表彰

在学生 26人の
栄誉を称える

23

三浦 佑樹（第３学年）

第 回松濤祭実行副委員長

矢ヶ﨑 康特別賞、矢ヶ﨑 康賞、スポーツ賞、活動賞の受賞者たち

16

!
30

れた。
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名画で楽しむギリシア神話〈 〉

「 あ あ、 私 の
大事な旦那様
先ほどはこのよ
うに喜んであな

ネロペイアは、彼の食事が終わ

ようやく落ち着きを見せたペ

餉を摂っていた。
（図１）

ペネロペイアと向かい合って夕

えをすませたオデッセウスは、

を建てたものだ。それとも、わ

に、その周りに石を積んで寝室

手で作り出して、樹をそのまま

リーブの大木からわしが自分の

ではないか。あれはその昔にオ

の寝台が持ち運べるはずがない

その日の夕刻、湯浴みと着替 「なんということを言うんだ。あ

だまされるのではないかと、恐

であなたの名をかたった悪者に

はなかったのですが、その一方

心を失ったこと

たをお慕いする

時たりともあな

ださい。私は片

どうか許してく

かったことを、

さ な い と ば か り に、

流 し、 も う 二 度 と 離

オデッセウスも涙を

歯科衛生士室合同接遇研修会が

松本歯科大学病院看護師室・

が必至となっている今はなかな

に繋がります。またマスク着用

し掛かるころには、一般的には

れ、その先は無言に。後半に差

ていたが、中盤には会話が途切

たをお迎えしな

エウリュクレイアを呼び寄せて、 しが留守の間に何者かがオリー

りに近づいたのを見ると、老女
ブの根元を伐ってしまったとい

使っていたお馴染みの寝台を隣

変にお疲れのようです。昔から
気の張りもすっかり緩んでしま

震え出した。それまでの緊張も

それを聞いたペネロペイアは
私のかたくなな心もほぐれまし

密を話してくださったことで、

も、あなたが私たちの寝室の秘

身内を殺戮された豪族たちが企

「オデッセイア」の物語は、

たのである。

ようやくハッピーエンドを迎え

二十年にわたる辛苦の日々が

完結）

筆をおくことにしよう。
（ 次回

ろまで続くが、本稿ではここで

ッセウスの権威が復活するとこ

し、イタケの領主としてのオデ

合同で研修を行うのは今回が初

加した。看護師と歯科衛生士が

科衛生士 人あわせて 人が参

いて開催され、看護師 人と歯

棟大会議室および小会議室にお

旨を説明した。

学んでください」と研修会の趣

認し、あらためて適切な対応を

生士室、看護師室で接遇を再確

っています。これを機に歯科衛

ぶ状態になった。
「 なんでこん

乗りが“ライダーズハイ”と呼

たるのだろうが、僕たち自転車

ランナーズハイというモノにあ

とワイワイと話しながら登っ

いた時のこと。麓ではまだ仲間

峠（１番目は渋峠）を目指して

本で２番目に標高が高い麦草

先 日、 ペ ダ ル を 踏 み し め 日

こう命じた。

か顔の表情も読み取りづらくな

の部屋に運び込んで、ヒツジの
た。本当によくぞお帰りくださ

う？」との問いかけが入口とな

な苦しい事をやっているのだろ

いました」

参加者は３人ずつのグループ

った。そして泣きながらまっす

（笠原 浩） めてとなる。
来高度な歯科医療を担う者とし

評価者を決めて全ての役が一巡

ことなど色々な思考が頭の中に

たくなって、コロナ禍や仕事の

妃の言葉に万感が胸に迫って、 てた復讐の戦いが、女神アテナ
のうち上位８人が最終選考で優

大による緊急事態宣言以後、本

浮かんでくる。

に分かれ、患者役・スタッフ役・ り、肉体的苦しみから解放され

ことを目的として企画されたも

するようにロールプレイを行っ

コロナ禍で行く先の事は誰も

た。評価者はコミュニケーショ

予想がつかない。オンライン会

学病院では検診の中止や診療の

ン評価シートを用いて実施者の

議用のＴＶモニターやＷｅｂカ

制限などを余儀なくされてお

説明内容や言葉づかいなどを評

て志の向上にもつながったと思

り、通常業務が縮小された看護

価し、模範解答と照らし合わせ

われる。引き続き、勉学・技能
本コンペティションを通じ

の向上に励んでもらいたい。
（歯科補綴学講座 助手 平井博一郎）

師、歯科衛生士の空いた時間を

秀賞として表彰された。
て、学生同士で技能を錬成する

った。
今回の課題は「下顎左側第二

良い機会であるのと同時に、将

••••••••••••••••••••••••••

小臼歯のＣＡＤ／ＣＡＭを用い
たハイブリッドジャケット冠を

タブレット端末が７割を超え

サイトへのアクセスもスマホや

フの印象が医療機関全体の印象

が見えない電話応対ではスタッ

なっている現況を踏まえ、
「顔

約の変更を連絡する場面が多く

患者さんからの問い合わせや予

子看護師は、新型コロナ関連で

研修に先立って眼科の小野洋

プの気づきや学びを共有した。

全員の前でも発表し、各グルー

らに任意の数グループが参加者

後にグループ内で発表した。さ

対し、まず各自で対応を考えた

では提示された具体的な事例に

電話応対のシミュレーション

すればいいだけではないか と

のであれば、好調な土俵へ移動

もし状況悪化から抜け出せない

方では下がり、
一方では上がる。

などの業績は右肩上がりだ。一

ード店やインターネット通販業

は好調、テイクアウト専門のフ

てグループ内で意見を交わした。 メラが売り切れたり、スーパー

松本歯科大学公式ウェブサイ

る。特設ページでは、若年層を

企画された。

トでは、このほど歯学部のＷｅ

想定した支台歯形成」であり、

実習において毎年行われる模型

ｂオープンキャンパス特設ペー

入試相談をオンラインで受付

を用いた支台歯形成において、

本学からは、第５学年の臨床

技術を競った。

学生代表１人が選出され、その

歯科補綴学講座教員一同から高

ジを開設した。
として選出され、優秀賞を受賞

Ｗｅｂオープンキャンパス

しているコンテンツは５分以内

て気軽な視聴を促すため、公開

相談会もあわせて開設された。

ツールを使ったオンライン個別

でさまざまな意見が聞けてとて

けとなった 」
「 グループワーク

自身の対応を見直す良いきっか

参加者からは「日々の業務で

って、苦痛から脳が刺激され快

て淡々と物事を進めることによ

ランニングや自転車はこうし

２１２０メートルの峠を迎えた。

考えがまとまったころにやっと

も基礎実習・臨床実習で学んだ

方に感謝いたします。これから

の機会を与えてくださった先生

す。またコンペティション参加

のような賞を受賞できて光栄で

船岡君は受賞にあたり、
「こ

学の魅力や特色を伝えることが

雰囲気を感じることができ、本

学することなく一日体験入学の

て移動制限や自粛中でも直接来

きる。そのためコロナ禍におい

場所からいつでも気軽に閲覧で

った環境であれば自宅や好きな

コンなどインターネットに繋が

せるパノラマ画像もあり、本学

下左右に３６０度の空間を見渡

などがある。またＷｅｂ上で上

のや学生寮キャンパスイン紹介

が本学の魅力を解説しているも

メインとしている。

主としたスマホユーザーに向け
は、スマホやタブレット、パソ

本学の教育方針やカリキュラ

ことを生かして勉学に励みたい

した。

におさまる動画や複数の写真を

楽物質のエンドルフィンが分泌

と思います」と喜びを語った。

結香歯科衛生士長は「同じ病院

終了後、歯科衛生士室の西窪

ティブに戻れたような気がす

考になりがちな頭は、またポジ

ある。その作用でネガティブ思

今後も協力して病院の質の向上

ットにもつながっていると確信

なく、ネガティブ思考のダイエ

は脂肪燃焼のダイエットだけで

している。

日からの業務に生かしていただ

ければと思います」と述べた。

に努め、研修で学んだことを明

識を持つことはとても重要です。 る。単純な運動がもたらす作用

で働くスタッフとして共通の認

され気持ちよくなってくる説も

も役に立った 」
「 接遇の重要さ

この日本補綴歯科学会学

が聞かれた。

を改めて実感した」などの感想

生技能コンペティション

キャンパスを自由にバーチャル
またＧｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔ

体験することができる。
やＺｏｏｍといったＷｅｂ会議

対応していく。

ム、入試についてなど、受験生

Ｗｅｂオープンキャンパス特設ページを公開

い評価を得た船岡君が学生代表

全国の各歯科大学・歯学部から

有効利用すべく今回の研修会が

ので、今回で２回目の開催とな

新型コロナウイルスの感染拡

41 19

や父母からの相談により柔軟に

このたび、日本補綴歯科学会

ったが、
コロナ禍の状況に鑑み、 らの動画サービスの利用状況が

動画は、宇田川信之歯学部長

が実施する全国の歯学部学生を

判断能力と高いレベルの臨床技

急増しており、本学公式ウェブ

対象とした臨床技能試験におい 「 JPS student clinical skills なお、本来ならばさらに二次 できる。
」 は、 的 確 な 臨 床 審査・最終審査を行う予定であ
近年スマホの利用やスマホか
competition
国選考（一次選考）優秀賞を受

て、第６学年の船岡俊介君が全

22

!

Web オープンキャンパス特設ページ
スマホでアクセス

オデッセウスは驚いて叫んだ。 の腕の中に身を投げた。

ぐに駆け寄ると、オデッセウス

30

皮と毛布、きれいな敷布などの

22

図1

今回は一次審査のみとなり、そ

左から筆者、優秀賞を受賞した船岡君、指導した霜野良介助手

寝具を整えて差し上げなさい」

日（金）
、創立

年記念

グループ発表で気づきを共有
５月

看護師室・歯科衛生士室
合同接遇研修会を開催

彼女を固く抱きしめた。
（図２） のとりなしによって和解が成立

J.H.Tischbein : Odysseus und Penelope

れおののいてもいたのです。で

図 2 Francisco Primaticcio: Odysseus and Penelope

うのか」

ロールプレイを行う看護師グループ

!

「殿様は今日一日のご活躍で大

オ デッ セ イ ア ⑬

37

能を有する歯科医師を育成する

第6学年・船岡俊介君が全国選考で優秀賞を受賞

賞した。

第 2 回 JPS student clinical skills competition
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「ＴＬＩシリーズ」は、赤ち

商品パッケージには、蓜島教授

サージから始めて自然な力加減

種類を商品化。さらに、指マッ

スに応じたベビー用歯ブラシ５

い乳歯歯ブラシなど、各プロセ

歯磨き動作の練習用のやわらか

握る力や噛む力がつくタイプ、

各商品を組み合わせた セッ

うママ用歯ブラシ３種も展開し、 話している。

で前歯・奥歯の仕上げケアに使

トや、成長やシーンに応じて飲

ができるようにしています」と

嫌がらずに自分で磨く習慣づけ

から正しい持ち方の習得まで、

そのためトレーニングスタート

って歯磨きを拒絶しがちです。

ラシを口に入れても抵抗感があ

中は敏感なので、いきなり歯ブ

年に論文で証明された。本受賞

力学的な根拠を示し、２０１８

が離脱を防ぐ形態であることを

に推奨される屈曲形状が、それ

側面からクラウンループの設計

咬合誘導」等において、臨床的

の著書「乳歯列期から始めよう

る。この研究内容は、町田先生

児歯科学雑誌

―有限要素法による解析―（小

クラウンループの力学的影響

を受賞した論文は「歯に対する

「ＴＲＩシリーズ」の各製品

ゃん自身が正しい歯磨きを身に

みやすいように開発されたマグ

巻４号 ）
」であ

つけてほしいというコンセプト

と佐野院長の連名で商品説明文

カップも商品化され、イオンや

地域連携歯科学講座の蓜島弘之教授は、あすなろ小児歯科医院・佐
野正之院長（富山市）および株式会社リッチェル・ベビー用品部門と共
同で、乳幼児向けの歯ブラシを開発した。赤ちゃんの発達・成長に合
わせた豊富なラインナップで「ＴＬＩシリーズ」として商品化され全国
展開される。

のもとに開発され、蓜島教授は

が記されている。
蓜島教授は「刷掃能力や安全

商品化に向けて学術的なアドバ
イスを行ってきた。ＴＬＩとは、

高める歯がためタイプをはじめ、 配慮しました。赤ちゃんの口の

歯科理工学講座・横井由紀子講師

咬合誘導論文の成果を称え
小児歯科学会町田賞を昨年に続き受賞

し、学会へのご寄付を原資とし

ぶりなどの開発も進めていく。

まった。今後は哺乳瓶、おしゃ

西松屋などの店舗での販売が始

を行ったものである。

心電図、パルスオキシメータな

町田賞は、日本小児

解剖学実習のために献体いた

周組織に及ぼす力学的影響につ

織に置き、クラウンループが歯

論文は、さらに着眼点を歯周組

科学生総合体育大会総合優勝の

審議で行われ、第 回全日本歯

盟第４回定例評議委員会は書面

第 回全日本歯科学生体育連

歯科学の特に咬合誘導に関する

励賞、優秀発表賞があり、小児

た。内容は優秀論文賞、研究奨

て、２０１４年度から新設され

の町田賞を受賞される研究者は

秀論文賞を受賞した。この両方

に町田賞研究奨励賞、今年は優

歯科学会専門医を取得し、 年

横井講師は、 年３月に小児

て「なし」とすることが発議さ

から、同大会の総合優勝につい

鑑み、新潟大学の山村健介理事

技部門が中止となったことに

大の影響により、全ての夏期競

新型コロナウイルス感染拡

取り扱いについて協議した。

分野において優れた研究成果を

れた。実施できた競技は冬期競

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• いて有限要素シミュレーション

性に加え、成長過程に合わせて
（練習する）
、 Learn- した。
Training
遊びながら手指や口の感覚を 口腔の感覚の発達を促すことに
（覚える）
、 Interesting
（好
ing

奇心）の頭文字を組み合わせた
もの。赤ちゃんの「やってみた
い 」という自発的な気持ちを
引き出して、正しい歯磨きケア
歯の生え方には個人差がある

の習慣づけに導いていく。
ため、同シリーズは月齢にこだ

多くない。横井講師は「昨年の

催された。オンライン開催では

挙げた功績を称え、表彰するも
新型コロナウイルス感染症の

のである。

技部門のラグビーフットボール

階に分類。⑴最初の歯が生える

発表あわせて１５０題以上と多

あったが、口頭演題とポスター

のみで、総合優勝について定め

感染拡大に伴い、沖縄県で開催

町田賞研究奨励賞に引き続き、
が予定されていた第 回日本小

２年連続での受賞を大変嬉しく

ころ、⑵前歯が生えるころ、⑶

どのモニタを装着し、異常をで

歯科学会の元理事長で

横井講師が町田賞優秀論文賞

前歯が揃うころ、⑷奥歯が生え

る全日本歯科学生総合体育大会

くの演題が掲示された。

規約第 条の「大会の総合優勝

児歯科学会の現地開催が中止と

思います。今後も臨床に役立つ

るころ、⑸奥歯が揃うころ ―

また、本学歯科理工学

は、冬期・夏期およびその他の

講座・横井由紀子講師

伴い、何らかの全身疾患を有す

おられた東京歯科大学

だいた 柱のご尊霊のうち 柱

柱のご遺骨を納骨

霊祭が中止となるのは開学以降

歯科医学の発展に寄与する横井

今後も小児歯科学会ひいては

なお第 回全日本歯科学生総

理由で、
審議のうえ了承された。

する」状況でないことが発議の

各部門の合計得点によって決定

講師の研究とさらなる活躍が期

待される。

（歯科矯正学講座 准教授 川原良美）

の金銅英二教授は「今年は慰霊

祭をはじめ新年度の予定が全て

中止となる事態に見舞われてい

ます。あらためて日頃行ってい

る業務や日常生活が実は奇跡が

折り重なって与えられているよ

当日は、 柱のご遺骨を丁寧

ようやく通常授業が始まり、教

きっかけになったと思います。

うな時間だということを考える

に納骨した後、解剖学実習を担

育環境が展開できるよう、ご献

麻酔症例数は増加傾向にありま （木）
、大学墓地において執り行

体いただいた皆さま方にお誓い

員一同さらに安全でより良い教

口腔病理学講座の教員や学事

当する口腔解剖学講座ならびに

室、庶務課のスタッフらが参列

するとともに謹んでご冥福をお

われ、ご尊霊に対し謹んでご冥
例年、同時期に行われている

して法要と墓参を行い、読経の

す。現在は、
常勤医局員３人
（う

解剖諸霊位慰霊祭が新型コロナ

福をお祈りした。
いる状況で、医局員を増やして

祈りいたします」と哀悼と誓い

なお、今回納骨されなかった

の言葉を捧げた。

中、順に焼香して静かに手を合

挨拶に立った口腔解剖学講座

わせた。

ち２人は歯科麻酔専門医）でな

初めて。

述べた。

研究を推し進め、さらに研鑽を
なり、オンライン上で６月１日

る患者が歯科治療を受ける機会

きるだけ早期に発見して重大な

昨年度の全身麻酔症例数は２

大学墓地でしめやかに

ご尊霊に対し謹んでご冥福を祈る

切な対応をとることが重要です。 の町田幸雄先生が創設
また、歯科治療に対する恐怖
心が強い患者や、血管迷走神経
反射などの全身偶発症を経験し
たことのある症例に対しては、
静脈内鎮静法や笑気吸入鎮静法

５２例、精神鎮静法ならびにモ

のご遺骨の納骨式が６月４日

を実施しています。

ニタ管理症例数は 例で、全身

19
ウイルスの影響で中止となった

んとかこれらの症例をこなして

第 52 回全日本歯科学生総合体育大会

52

重ねていく所存です」と感想を

以上の５つのステップに合わせ

例で気管挿管を行っています。

も増加しています。特に循環器

を受賞した。

また、経鼻挿管の比率がかなり

系疾患を有する患者では、
血圧、 事態に至ることを防ぐべく、適

が「町田賞優秀論文賞」

て歯ブラシの形状に工夫を凝ら （月）から 日（木）にかけて開

わらずに歯の生える時期を５段

56

18
ため、３密を避けるべく少人数
でしめやかに営まれた。なお慰

夏期部門中止のため
規約により総合優勝校なし

52

18

とに返還される。

残りのご遺骨は順次ご遺族のも

京歯科大学が担当する。

合体育大会の事務主管校は、東

53

蓜島教授（中央）とリッチェルの商品開発担当者

歯科治療に対して協力が得ら

高くなっています。
れない小児や障がい者
では、全身麻酔による
行動管理が必要な場合
があります。中には先

件が満たされた場合に

受賞を喜ぶ横井講師

!

11

いくことが今後の課題の１つで
す。
（歯科麻酔科 教授 澁谷 徹）

納骨後に焼香する口腔解剖学の教員

天性心疾患や生体肝移
植術を受けた既往があ

は、日帰り全身麻酔を

12

るなど、全身麻酔を施

口腔外科手術では術野が気道

行うこともあります。

12

行するにあたり、慎重
な管理を必要とする症
また、比較的短時間

例も少なくありません。
の治療で、患者の全身

歯科麻酔科での主な診療内容
治療のための全身麻酔、精神鎮

状態や通院にかかる時

と重なるため、一般的な医科全

間など、いくつかの条

身麻酔症例とは異なり気道確保

理です。

静法および歯科治療時の全身管

は、口腔外科手術や集中的歯科

歯科麻酔科
近年の高齢化社会に

17

12

18

58

87

正しいケアを習慣づける乳幼児用歯ブラシ

シリーズ 診療部門紹介⑨

に工夫が必要で、本院では全症

中央手術室における口腔外科手術の全身麻酔

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • 地域連携歯科学講座
• • • • • • • • • • • • ・蓜島弘之教授が共同開発
•••••••••••••••••••••
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校友会の皆様へ御礼
ご寄贈いただいたエアーテントを活用し
社会・地域貢献となる医療活動を推進します
病院長 前島信也

現在は新型コロナ抗体検査所
研究・社会貢献の中で、特に社

大学の三大使命である、
教育・

しての対応を予定しています。

として、感染リスクの低い抗体
会貢献においては、附属病院が

せん。

では、いまのところ散発的な感

優先して担わねばなりません。

大学病院のある塩尻・松本地区
染となっていますが、いつ継続
検査に利用しているエアーテン

不評だったが、日本歯科医師会

的な感染や大型クラスターが発

トを活用し、社会貢献、地域貢

新型コロナ感染対策を通じて、

献となる医療活動をしていきま

トは、今後の感染拡大に応じて

す。すなわち、仮設の外来受付

アンの詩を用いて説明されたの

病院施設と完全に空間分離でき

や待合として、また、作業する

で、ここにそれを引用させてい

生してオーバーシュートが起き

ん。特に感染拡大時には、疑似

は８０２０運動として推進し全

るかは予断を許さず、警戒を常

者・感染者の動線と診療スペー

国に広がった。老年医学も老年

寄贈いただきましたエアーテン

基は隔離用陰圧テントで、感染

す。そして、本学学生や職員の

た施設として役立ててまいりま

源の拡散を防ぎながら（陰圧室

感染対策でも、防御の一翼とな

に持続させていかねばなりませ

無症状者・軽症者もいますが、
医療従事者の感染リスクを抑え

用途に活用できます。また、一

高齢者や一部の基礎疾患を有す
スを分け、徹底して空間を隔て

松本歯科大学校友会の先生方
物（感染防護具や薬剤など）と

染状況と、病院の所有する人・

ては、病院の位置する地域の感

岡田やよい歯科健診クリニック院長・

験から患者側の視点により活動

「 賢 い 歯 科 医 療 消 費 者 に 」テ ー マ に 講 演
日（金）
、岡田やよい

科研究会では、
職種を越えての
勉強会や歯科患
者塾に加えて、
してきた内容について、貴重な 「 歯 医 者 さ ん 探

６月

歯科健診クリニック院長・ＯＤ

は、フランスの

大学病院のさまざまな診療科

に学べる環境にやりがいを感じ

親切丁寧に教えていただき、常

歯科衛生士を目指し、いろいろ

者さんや同僚からも信頼される

未熟なので、しっかり学んで患

まだまだ知識も技術も足らず

応対がとても勉強になります。

が難しく、先輩方のスムーズな

切な話し方や分かりやすい説明

話応対が多かったのですが、適

制限していたため患者さんの電

がいらっしゃる大学病院で教え

野で高度な知識を有する先生方

就職も考えましたが、各専門分

を卒業し、地元の歯科医院への

私は長野県公衆衛生専門学校

ポートできる歯科衛生士を目指

し、歯・口腔の健康を笑顔でサ

責任感を持って患者さんに接

でリラックスしています。

しんだり、甥や姪と一緒に遊ん

なことに挑戦してやりがいをた

休日は、趣味のカラオケを楽

ました。

になり、歯の重要性を再認識し

足に食べられない」と言うよう

れていた祖母が「歯が痛くて満

いつも美味しい料理を作ってく

は母の勧めがあったからですが、

歯科衛生士の道を目指したの

で多くのことを学んで吸収し、

歯科衛生士になりたいです。

ています。

した。先輩方から多くのことを

学病院に入職させていただきま

ボリス・ヴィアン
石川 烈（元東京医科歯科大学大学院教授）訳

患者さんの気持ちに寄り添える

気を養っています。

まるで人生のように

します。

１日㈯～ 日㈰

大場 有記 

夏季休業

夏季休業

２日㈰

７月 日付

７月 日付

（大学院）

大学院発表会

定期試験

日㈪～９月 日㈭

（第４学年）

日㈪～９月５日㈯

（歯学部）

（第１～５学年）

（歯学部）

（衛生学院）

一日体験入学

日㈭～ 日㈰

夏季休業

日㈰

一日体験入学

日㈬

（事務局学事室チーフ）

若林 英美 （事務局入試広報室係長補佐）

〔配置換〕 

河野美佳子（カウンセラー（非常勤職員））



内の空気は外部へ漏れない ）
、

より、空気で膨らませて、簡単
いったリソースを熟慮して、随

Ｈ草の根歯科研究会主宰の岡田

き た が、
「賢い

作家・詩人であ

研修中はできることが限られ、

いました。

抜かずにすますには苦労の連続

（口腔生化学講座 教授 宇田川信之）〔採用〕

る者にとっては殺人ウイルスと

に設営可能なエアーテントの寄
時変動する感染伝播状況に応じ

年前には、医学書に加齢現

検隊」を続けて

お話をいただいた。

弥生先生をお迎えし、第３９７

健所歯科医師仲間で８０１０運

るボリス・ヴィ

今は歯科衛生士の活躍する場

元通りにすることの難しさに、ため息を吐く

岡田先生が主宰する草の根歯

る活用に役立てていきます。

贈を賜りました。それぞれのエ
た対策と、さらに将来を見越し

歯科医療消費者

とのことである。

象のひとつとして「歯の喪失」

岡田先生のセ

回大学院セミナーを開催した。

れば歯は自然に抜けるもの」と

ミナーでの主張

に」の活動は、

思うのは仕方なかったのかもし

まだまだ摸索中
考となり、いつの日か歯科衛生

れない。杉並区を中心とした保

が挙げられていたのだから、一

士として活躍してくれる日がく

般的な市民感覚として「齢をと
心に学内を見学し、入試日程等

ることを願っている。

岡田先生の保健所勤務による経

の説明をして約２時間の日程は

に）を推進しようとした当初は
（衛生学院 教務主任 島田陽子）

親族に歯科衛生士がいて、楽

当した模擬授業は歯科衛生業務

が広がっていて、かつ大学病院

を可愛がってリラックスし、英

９月５日
（土）
に予定されている。 動（ 歳で歯の喪失を 本以内

なお、第２回一日体験入学は

終了となった。在校生と触れ合
いながらの体験入学が実施でき
なかったことは残念だが、参加
者が自分自身の進路を考える参

ます。また、自身の至らない点

しくてやりがいのある仕事だと

本年度に新しく職員の仲
間 入 り を さ れ た、 本 学 病 院
の各診療科で働く歯科衛生
士さん３名をご紹介します。

を指摘してもらえるのはありが

を中心に、歯科衛生士の思考と

で多くの知識を学べると思い、

そして、あわてて救おうと試みる

30

１

１

岡田弥生先生

ることが出来る隔離用陰圧テン

アーテントは、コンパクトに収
た対策を実施していかねばなり

いる歯科衛生士という仕事のや

行動の基盤となる「歯科衛生過

分も歯科衛生士になりたいと思

教えてもらったのを契機に、自
インドア派なので、自宅で音

たいと感じています。

例年は在校生と交流しながら

程」を解説。カリキュラムや授

このときになってその大切さに気づく

長びくコロナ禍の現況におい

納でき、容易に運搬できること

幸いなことに、この松本歯科

ません。

から、災害時におけるトリアー
ジポストや各種イベント時の救
護室や休憩室としてさまざまな

りがいや魅力、自身の経験を踏

は、現代の社会で必要とされて

回の衛生学院一日体験入学が開

まえた進路選択のアドバイスな

楽を聴いたりゲームをしたりす

学食や実習を体験し、和やかな

業状況の話の中では、
基礎実習・ 当院を志望しました。

ることが多いです。十分な休息

情報収集の場となっていた一日

先輩たちの明るい挨拶や責任

どが伝えられた。また筆者が担

体験入学だが、今年度はコロナ

を持って働く姿、細やかな気遣

充実した日々を過ごせるのを人は当たり前と思っている

を請いたいと思い、松本歯科大

をとって仕事の活力に繋げます。 特に新型コロナの影響で診療を

ウイルス感染症対策により内

臨床実習でのコロナウイルス感

「人生は歯のようなもの」
休日は買い物や実家の飼い猫

16

16

大学院セミナー

染症対策についても紹介した。

笠原悦男衛生学院長の挨拶で

安曇野市出身

13

12

きました。

トは、仮設の検査所・診療所と

www.mdu.ac.jp

た診療態勢としなければなりま

新型コロナウイルス感染は、

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

主に二次感染リスクの生じる検

■お問い合わせ■

査や処置、軽症者の受け入れが

●模擬実習 ●入試説明 ●進学相談 など

なります。緊急事態宣言後に県

開催時間 9：40 ～ 15：00（受付 9：15 ～）

境をまたぐ移動が全面解禁さ

※8・9月開催分のみ掲載

できる臨時医療施設として使用

① 8月 2日㈰ ② 8月23日㈰
③ 9月 6日㈰ ④ 9月22日㈫

できます。

一日体験入学

れ、おそらく東京を震源地とし

講師にお迎えした岡田先生

て感染が拡大し、再び急増して

※参加希望の方は、本学ホームページ
または下記までご連絡ください。

前期定期試験

（衛生学院第２学年）

10

けれど、あるとき突然、歯も壊れ始める

歯科医学も大きく変化し、今や ただく。
〔退職〕 
６月 日付
今後、岡田先生のますますの
健康長寿における歯の大切さは
狩戸ゆかり  （病棟看護師室看護師）
ご活躍を期待したい。
社会常識となってきた。
中村由起子  （病棟看護師室看護師）

●キャンパスツアー ●ランチ体験

Matsumoto Dental University SNS Information

10

松本 沙希さん
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80

難しいことに出くわす

人生も同じ

校友会から寄贈されたエアーテント

松本市出身

容、時間を縮小し参加者数を制

辻 さやかさん

限しての開催となった。

NEW FACE

くさん見つけていきたいです。

った。

催され、県内中南信地区の高校

日（土）
、本年度第１

参加者に挨拶する笠原学院長

２～３年生 組 人の参加があ

７月

衛生学院一日体験入学

いなど見習いたい点が多くあり

32

その後、衛生学院・病院を中

21

毎日なんでも噛めるのを人は当たり前と思っている

岡谷市出身

宮尾 琴音さん

歯科衛生士の仕事の
やりがいや魅力を伝える
18

