システムが稼働
GeneXpert®

感染対策をさらに高める

臨床検査室に PCR 検査装置導入

―

感染対策とし

も迅速に報告できる。
ＣＯＶＩＤ
て、本学では歯学部全学生の抗
体検査を昨年６月からの対面授
業開始前に実施し、加えて８月
にも実施し万全を期してきた
（全員陰性）
。年が明けて１月

―

のＰＣＲ検査

学生の感染防御対策を一層高め

も採用された。今回の検査は、

精度は高いとして、行政検査で

り、最近、厚生労働省は検査の

松本市の感染警戒レベルが５に

られてきた。１月８日
（金）
には、

ＩＤ

県のような地方都市にもＣＯＶ

和により人の往来が増え、長野

Ｇｏ Ｔｏ トラベル等の制限緩

感染の拡大傾向が認め

るために役立っていると考えて

生学院学生におけるクラブ活

本学では歯学部・大学院・衛

するために、新たに導入された

況に鑑みて、学生の健康を保持

引き上げられた。このような状

―

いる。

動、県外への帰省およびアルバ

様式」を実践し、松本歯科大学

今後は我々自ら「新しい生活

ＰＣＲ検査装置も有効活用しな

られた場合は帰着後１週間の健

における教育・研究・診療活動

イトを継続して禁止としてい

康管理期間を設け、その後感染

の発展を目指していかなければ

御対策を講じていきたい。

能性が低い集団の検査を効率良

の有無について問診および抗

がら、今後もさまざまな感染制

くでき、費用の節約にもつなが

る。やむを得ない県外への移動

ール方式」とは、ＰＣＲ検査で

る。
「陽性」反応が出た場合は、 体・抗原検査を実施する体制を

に関しては、届出を行い、認め

臨床検査における有用性が高く評価さ

複数（４～５人）の検体を一度

個々の検体を再検査する。米国

19

テム」は、検体をこの装置に投入しス

Ｐ Ｃ Ｒ 検 査 装 置「 GeneXpert®
シス

の

に分析する方法で、全員が陰性

―

れている。

であれば１回の検査でまとめて

新たに導入されたＣＯＶＩＤ
本学病院におけるＰＣＲ検査は地元

などで採用されている方法であ

習を行い、学生間の相互派遣を

年生が来学して本学病院にて実

学からは２０１７年より第５学

せず、両校の友好交流が永続す

新型コロナウイルス感染症に屈

医療教育に言及し、
「 この度の

近年急速に発展する中国経済や

北医学院で講義を行ったこと、

緊急事態宣言の再発出以前、

ならない。

企業などからの検査依頼が増えてい

判断可能であるため、感染の可

行ってきた。今年度は、新型コ

ることを望みます」と期待を寄

構築している。

タートさせるだけの極めて簡便な操作

る。これまでは検体を採取して解析は

ロナウイルス感染症拡大の影響

べられ、次世代の友好交流を担

への協力に対し感謝の言葉が述

れ、李 向 軍教授から、口腔外

院で撮影された臨床映像が流さ

最後に河北医科大学口腔医学

寄せられた。

（歯学部長 宇田川信之）

で使用できる。複数の検体の検査が可

で双方の派遣を中止していた

せた。

ヤン ドン ルゥ

１年間、専修生として本学に留

医学院長であり２０００年から

続いて、現河北医科大学口腔

が、臨床実習を通じた症例や相

手国の医療環境を学ぶ重要性が

あることから、オンラインを利
用して実現した。

きにわたる友好交流・人材育成

学された楊 冬茹教授より、長

長が、友好交流開始後、河北医

う人材育成について強化してい

ジュン

最初のミーティングでは、河

科大学教職員の多くが過去に松

科の抜歯手術や口腔内科（日本

フォン

北医科大学を代表し馮 軍副校

本歯科大学で研修を行い、医療

くことが確認された。

が流され、新木太朗君、徐 煬

臨床実習風景を撮影したビデオ

実習を行った。最初に、本学の

次に学生間のオンライン臨床

た。本学の学生は治療方法や日

マ義歯製作などの解説が行われ

治療、歯科補綴科の３Ｄパノラ

の歯内療法学に相当）の歯髄炎

日（水）
、本学は姉妹

続いて本学の川原一祐学長が

歯科医療にとって大変参考にな

今後超高齢社会を迎える中国の

り、歯科領域における人材育成

関係の強化と相互理解が深ま

経て、両校の長期にわたる友好

今回のオンライン臨床実習を

本ではあまり見られない口腔粘

る医療体制であることから、河

や修士・博士課程の連携教育、

膜疾患の症例が多いことに驚い

北医科大学の学生および教員は

教員・学生間の交流や共同研究

君、春日 梢さんが施設・設備・

熱心に説明に聞き入っていた。

が更に促進されるよう今後の展

ていた。

また、春日さんは本学のカリキ

開が期待される。

（学事室 室長 酒井康成）

ュラムや共用試験について詳細

を履修できるのかなどの質問が

に説明し、研究につながる科目

医療体制など紹介した。本学病

挨拶し、１９８５年に当時の河
制や臨床実習の内容について発
表し、互いに触発される情報交
換が行われた。
中国河北省の省都石家荘市に
ある河北医科大学との交流は、
１９８６年に前身である河北医
学院との人員交流から始まり、
１９９６年には姉妹校関係を締
結。２０１５年からは本学歯学
部第５学年の学生を派遣し、河
北医科大学口腔医学院にて臨床
実習を行っている。河北医科大

院の特色でもある特殊診療科は

９人と河北医科大学の５年生６

シャンジュン

教育現場の最前線で活躍してい

30

人が参加し、自学病院の医療体

リ

ることが報告され、長年の協力

河北医科大学における歯科治療の映像

校である中国・河北医科大学と

オンライン臨床実習を実施
オンラインを利用した臨床実習

河北医科大学との

に感謝が述べられた。

12

を実施した。本学の第５学年生

月

外注で行ってきたが、今後は緊急性を

PCR 検査装置 GeneXpert® システム

有する検体の解析を自前ででき、結果

45

全員の陰性結果が得られた。「プ

19

校友会寄贈の
―

25

能で、測定時間約 分と超短時間で正

実施した。その結果、３３８人

（外注）をプール方式によって

たＣＯＶＩＤ

４ 学 年 を 対 象 に、 唾 液 を 用 い

日（水）からは、歯学部第１～

13

19

19

19

ＣＯＶＩＤ

19

１月 日（金）
、病院臨床検査室に新型コロナウイルス感染症（Ｃ
ＯＶＩＤ ― ）のＰＣＲ検査装置（ベックマン ・コールター社）が、
本学校友会の寄贈により導入され、 日（月）より稼働を開始した。
「核酸抽出・ＰＣＲ増幅・検出」までを完全統合した革新的な自動遺
伝子解析装置であり、緊急診断の必要性を有する検体の解析に威力
を発揮することが期待される。
22

確性の高い陽性／陰性結果が得られ、

安全キャビネット内での検体の調整

学長室でオンライン臨床実習に臨む第 5 学年生
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あえて言う、進次郎に望むこと
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今月号は『週刊文春』 月 日号「飯島 勲の激辛インテリ

政策と産業の構造改革を進め

だいてさ。梶山氏はエネルギー

相にうまく二人を操縦していた

ジェンス」より、小泉氏と梶山氏の役割分担に関する記事を
転載します。
小泉進次郎環境相が政治家と
して正念場に立たされたな。菅
義偉首相が国際公約に掲げた
の大仕事を閣僚として背負うか

の変革と世界への発信を頑張

「２０５０年までに脱炭素社会」 ろ、進次郎氏は国民の生活様式
れ、とうまい役割分担よ。

は国民学校）
はお休みではなく、

かつての大日本帝国では、日

筆者らは寒い中を講堂で校長の

文部科学相もいるよ。

訓話を聞き。
「 ♪雲に聳ゆる高

が見え見えじゃん。パフォーマ

１月は「元日」
「 成人の日 」

のコイズミ」としてリベンジし

に加えて、
「 ファウンダーズデ

会議（ＣＯＰ ）でね。二酸化

に強くても、議員票は減ってい

を食らって赤恥かいたよな。
ここは脱炭素社会への国民運

ってもんよ。

ポスト菅を展望するとさ。永

進次郎氏が一番得票できるだ

選の一般党員投票なら、今でも

池氏みたいに口だけの政治家に

田町では茂木敏充外相、加藤勝
相、おっと忘れちゃいけない岸

はなってほしくないし、党員票

ろ。ただ、本物かどうかね。小

京都知事は相変わらずだな。い

田文雄元外相も名前が挙がる

信官房長官、河野太郎行政改革

動の先頭に立ってさ。来年 月
きなり２０３０年に都でガソリ

そこへ来ると、小池百合子東

の英グラスゴーでのＣＯＰ で

ら初代の神武天皇が即位したと

される日を太陽暦換算で２月

大祭日でも小学校（当時の名

日とし、
「紀元節」と定めた。

は、やっぱりビジョンと具体的

そうならずに実力を蓄えるに

けど、仮に「原発はなくす」と

だって原発はなくなる方がいい

給をどう考えるのかだな。オレ

んだな。静六氏が自治相の時に

城ヶ島で誰かにかくまわれてた

泉家が選挙区とする三浦半島の

になっても困るのよ。

や存在意義を見つめ直す機会と

は創立当初を回顧し、その理念

念日がある。中でも「誕生日」

多くの組織にはさまざまな記

月には「建国記念の日」だけだ。

は４日も公休日があったが、２

イ」
「創立記念日」と、本学に

あろう。

元節」が廃止されたのも当然で

う「国体」が崩壊した以上は「紀

人神』が統治する神の国」とい

争に敗北し、
「万世一系の『現

世界中を敵とした無謀な大戦

の忠誠を誓わされたものだった。

千穂の…」と合唱して、天皇へ

そび

な政策さ。脱炭素社会で石油や

言っても、今すぐじゃないだろ

陳情に出向くと、
歓待されて
「三

して大切な祝日とされることが

な。オレの勝手な気持ちとして

石炭など化石燃料はもう使えな

浦市は満額回答 」だったよ。
向こう 年、 年、 年のエ

の道を切り開けばさ。総裁選に

をとことん支えて脱炭素社会へ

梶山氏とタッグを組み、菅首相

してみよう。アメリカ合衆国で

国家レベルでの具体例を列挙

降、自民党の議員らによる復活

ちは残っていた。１９５１年以

進次郎氏はそんな奇縁もある
ネルギー確保の絵図面を見せな

示さなきゃさ。

うし、それまでの道筋をゃんと

くなる時代に、エネルギーはど

いと、産業界が困っちゃうじゃ

けれども、国粋主義的な人た

だけど、原子力発電はホントに

法案が９回も提出されたが、反

大学歯学部放射線・診断学講座

表しておられる。さらに元奥羽

点について着目されておられ

矯正臨床経験から共通点と相違

テムについてもご自身の豊富な

させて、インビザライン・シス

会となったことに改めて感謝申

き、貴重なご講演を拝聴する機

床実習生の聴講もご許可いただ

当日は歯学部と衛生学院の臨

しいです」という言葉が印象に

さんの「口から食べられてうれ

できるようになりました。患者

一日三回ミキサー食を経口摂取

のカンで、そう確信するぜ。

へ生まれ変わるよ。オレの長年

の「ドイツ統一の日」
。

独）が連邦に加入した 月３日

て い た ド イ ツ 民 主 共 和 国（ 東

ドイツ連邦共和国は、分割され

フランス共和国は大革命が勃発

日が

れていた。

旗や国歌の強制などにも反対さ

には批判的で、教育現場での国

やすく解説していただいた。

（歯科矯正学講座 教授 岡藤範正）

ただき、本学での講演をお願い

治験例と膨大な資料をみせてい

山へ伺い西村先生の素晴らしい

のご講演を拝聴し、その後に郡

症予防のため初のリモート開催

今年は新型コロナウイルス感染

強会の開催をしていましたが、

信・南信の各地域持ち回りで勉

行われました。例年は北信・中

下リハビリテーション研究会が

連筋の訓練と経口摂取を少量の

症例は一月ごとに介入し嚥下関

症例について発表しました。本

補綴により経口摂取を再開した

状態の患者が嚥下機能訓練と顎

に鼻腔 ―口腔交通し、胃瘻栄養

応答はテレビ電話のようにでき

りましたが、リモートでの質疑

慣れでややぎこちない場面もあ

全体的に機械の操作接続に不

大韓民国は第二次大戦が終結し

言した

が天安門上で新国家の建国を宣

節」
。中華人民共和国は毛沢東

義を記念する 月 日の「双十

民国が「国父」孫文らの武昌起

わが国の近隣諸国では、中華

だろう」と言われたのを記憶し

回復された４月 日
（公明党案）

５月３日（社会党案）
、主権が

らば、日本国憲法が施行された

ではない。どうしてもというな

「 建国記念日は作るべきもの

ており、活発な意見交換が行わ

月１日の「国慶節」
。

閣は「建国された事象そのもの

た。１９６６年、ときの佐藤内

自民党政権はあきらめなかっ

ている。

れました。これからの時代に即

て解放されたとする８月 日の

を記念する日」と定義し、名称

初は日付も特定しないこととで

・

いずれの国でも公休日とし

も「建国記念の日」に変え、当

各政党と妥協を図った。祝日法

民地という位置づけ、あるいは

たち 」
、つまり他国の属国や植

した。

中７名の賛成で２月 日と決定

国記念日審議会」は、委員９名

日付の選定を委ねられた「建

ゆだ

改正案は成立した。

王政や封建制度などを打破・脱

てもそれまでの「国体＝国のか

たいことがある。どの国におい

ここで注意して見ていただき

かに執り行われている。

て、さまざまな祝賀行事が華や

「光復節」などなど。

（地域連携歯科学講座 助手 田村瞬至）

ます。

した貴重な経験を積めたと思い

残っています。

した７月 日が Fete nationale 創立者 矢
･ ヶ﨑 康先生は、
て、最終的には胃瘻を使用せず
（ 通 称「 パ リ 祭 」
）
。 そうした「逆コース」的な動き
francaise

なった。

。 対意見も強力でそのつど廃案と
The Independent Day

教授の鈴木陽典先生を常勤の顧

る。困難な治療症例から最初に

し上げます。

梶山氏の父、静六氏は昔、小

問医として招き、矯正患者全症

取り組むことができる症例まで

長野摂食嚥下リハビリテーション研究会

リモート開催で活発な討議を展開

けど、進次郎氏は現実の電力供

例の治療前後の歯科用コーンビ

大切なポイントについて分かり

「 Big― i Office
」を新たに開設

は筆者が、上顎悪性腫瘍手術後

していた。西村先生より快諾を

水分から少しずつ難易度を上げ

日（日）
、長野摂食嚥

いただき４月に講演会の準備を

となりました。今回の研究会で

月

大学病院矯正歯科にて研鑽を積

していたがコロナ禍にあり断

て行いました。一年ほどで一日

いろう

み、日本矯正歯科学会認定医を

一回ミキサー食を摂取できるよ
うになり食に対する意欲が高ま

は長野県内の複数個所の病院や

っていくなかで、当院補綴科に

診療所をつなぎ、各地域より気
管切開後の嚥下訓練や在宅での

て上顎塞栓子を作製することで

念。今回は日帰りで三先生にお
原抗体検査陰性を確認した後の

口腔ケアについての症例発表が

越しいただき、講演に先立ち抗

私は仙台、東京にて西村先生

されている。

を中心に治療を行う郡山駅前

介先生と共に、アライナー矯正

科大学歯学部ご卒業の佐藤亮

年には福島県郡山駅前に東京歯

ームＣＴ（ＣＢＣＴ）による三

池流は絶対にダメだからね。

ん。ただ言えばいいっていう小 「出たい人」から「出したい人」 は独立宣言が署名された７月４

多い。

必要ないのかね。

うするの 太陽光などの再生可

かもしれないけど、萩生田光一

本書紀に記載されている神話か

く一方の石破茂元幹事長みたい

この顔ぶれだと、自民党総裁

ン車の新車の販売禁止って何

ンスでしかないんだよね。

よ。
政府の半歩だけ先へ動いて、 はやはり進次郎氏、加えて意外

て欲しいな。そこまでやり抜け

は２０３０年までの温暖化ガス

炭素出しまくりの石炭火力発電

排出削減でとてつもない野心的
菅首相の鼻を明かそうって思惑

を日本がやめないから
「化石賞」 ば一つのストーリーが完結する

な新目標を宣言するとか「世界

11

次元画像解析を実施。２０１８

依然として原発ゼロを叫んでる

オヤジの小泉純一郎元首相は

能エネルギーを増やすのは当然

!

らね。
一年以内に確実に衆院選も内
閣改造もあるだろうけど、この
遠大な目標を掲げたからにはだ
な。梶山氏と進次郎氏は何があ
っても続投させなきゃおかしい

30

地球を温暖化させ、異常な気
候変動をもたらす二酸化炭素の
排出は完全にはなくせないぜ。
森林で吸収する分などを差し引
いて「実質ゼロ」にしようって

20

鼻腔への逆流や発音の改善を経

28

ぜ。

笠原

15

進次郎氏は昨年 月のスペイ

10

ありました。

西村先生は従来からのワイヤ

講演会開催であった。

本学地域連携歯科学講座から

10

ンでの気候変動枠組条約締約国

26 11

ー矯正治療を独自に改良・発展

10

のが脱炭素社会の大目標さ。

年記

25

取得され２００２年に矯正歯科
専門歯科医院を開業された。
西村先生はインビザラインを
主としたアライナー型矯正装置
を早くから臨床に取り入れら

浩

大学誌編集主幹
特任教授

10

14

10

梶山弘志経済産業相はオレが

日（月）
、創立

12

?

29

24

れ、多くの治験症例を内外で発

医局にてリモートで発表する筆者（右端）

11

主導するって鼻息が荒いね。首

月

福島県郡山市にて医療法人にし
むら矯正歯科医院をご開業の西
村則彦先生をお招きしご講演い
西村先生は東北歯科大学歯学

ただいた。
部（現奥羽大学）を卒業後、同

講演した西村先生（左）と鈴木先生、佐藤先生、筆者

昨年 1 月パパになった小泉氏

12

30

念棟「常念岳」の間において、

14

開業矯正歯科医・西村則彦先生が講演
インビザライン・システムを詳細に解説
12

創立者の 「視点」

却して、まったく新しい国のか

が、かつての国家主義の復活を

国の祝日となったわけである

かくして、この日がふたたび

許してはならない。

たち、政治形態を作り出した日

とを見落としてはならない。

を「建国記念日」としているこ

11
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毎週土曜日に開催を予定してい

公開講座は全４回シリーズで

留学生も自分の伝えたい内容を

ティを感じさせるものであり、

テーションも各自のオリジナリ

幅広い内容であった。プレゼン

さらに、聴講者にアンケート

堂々と日本語で発表することが

パワーポイントによる発表

によるＯＳＡＳのスクリーニン

たが、新型コロナウイルス感染

できた。最後にお互いの発表に

来への受診を呼びかけた。

冨士講師はＯＳＡＳの原因と

拡大のため、２回目以降の講座

解説した。

して、肥満、顎形態・異常、咽
グ検査を実施して眠気尺度を確

は延期となった。

２万人に過ぎない。

喉頭異常、鼻疾患、睡眠体位な
認し、いびきが気になる人には

学研究者を目指すためにも、コ

会で通用する歯科医師・歯科医

加が必須である昨今、情報化社

リモートによる授業や会議の参

新型コロナ感染症の状況で、

大きな拍手を送りあった。

どの〔形態的異常〕と、上気道

第１学年「情報リテラシー」発表会

学生が出身地のお祭りをテーマに発表

筋の活動低下、
上気道のうっ血、 本学病院の内科およびいびき外
上気道粘膜の癒着性増加、換気

松本歯科大学市民公開講座が１月９日（土）
、塩尻市の塩尻総合文
化センターで開催され、地域連携歯科学講座の冨士岳志講師が「本当
は怖～い“いびき”の話」と題して講演した。いびきは呼吸が止まる
危険信号であり、閉塞性睡眠時無呼吸症候群に言及して、その原因と
身体的影響、治療法について解説。市民 人が熱心に受講した。
冨士講師は、睡眠と生活習慣

摘。身体の影響としては、生活

調節機構の異常、性ホルモンの

習慣病（高血圧、心疾患、糖尿

不足などの〔機能的異常〕を指

大きないびきをかくのは、睡眠
病、
メタボの合併症）
、
日中傾眠、

病との関連性やいびきのメカニ

中に呼吸が長時間停止する閉塞

すぐにできる対処法として

タを用いて、コンピュータスキ

様の最新のノート型コンピュー

が購入した松本歯科大学特別仕

その話題についてのアンケート

（台湾北部）
、錦江湾
を探して、開催時期、場所、内 の花祭り」
容、
経緯などを調べた。さらに、 サマーナイト大花火（鹿児島県

れの出身地のお祭り・イベント

本年度は、学生たちはそれぞ

賀県近江八幡市）や「客家・桐

の発表は、
「左義長まつり」
（滋

いものである。

そして情報発信する際のリテラ

ーション能力のハイレベル化、

ンピュータスキルとプレゼンテ

は、やせる、お酒を控える、横

ルの習得や、情報の取り扱いの

を第１学年の学生全員に回答し

れた。

活習慣病や関連死に至るケース

を向いて寝る、疲れをためない

注意点、情報の活用方法に関す

Ｓ＝ Obstractive Sleep Apnea 起床時の頭痛・疲労感、集中力
第１学年の授業科目である
）の前兆です。いび の欠如、口渇、頻尿、抑うつな 「情報リテラシー」では、各自
Syndrome

もあります」と話し警鐘を鳴ら

ことなどを紹介。治療方法につ

日本の潜在患者数は５００万人

も呼吸も止まってしまう病気。

気道が完全に閉塞して、いびき

行います」と症例を示しながら

学的治療（歯列の拡大）などを

着や口腔外科的治療、歯科矯正

歯科的治療では口腔内装置の装

内科）
を受診してもらいますが、

会が約４時間半にわたって行わ

までの学習成果を披露する発表

いて、第１学年の学生全員が今

キャンパスイン１０１教室にお

中国などから集まった学生たち

全国各地のほか、台湾・韓国・

を含めて一人ひとり発表した。

パワーポイントにまとめ、考察

べる検査です。
脳波だけでなく、

健診センターの検体検査を行っ

来・入院患者様の検査に加え、

ってそれぞれ機械にかけていき

離や分注を行い、検査項目によ

が、処理の必要なものは遠心分

採血後は検体検査の担当者

り、検査結果が出るまでに時間

ま す。 採 血 が 難 し い 方 が い た

理検査の検査全般を担当してい

査室では、採血、検体検査、生

諸原朋子と申します。臨床検

事会で、病院小児歯科の歯科衛

開催された日本小児歯科学会理

２０２０年 月 日（日）に

合格しました。

スプレゼンテーションを受けて

士委員会によるＷｅｂでのケー

ロナ禍で中止となり、歯科衛生

担当した小児患者の症例を小児

加藤さんは現在までに自身が

確認します。

定のレベルにあることを学会が

衛生士認定委員会が審査し、一

の技術や知識にあることを歯科

歯科衛生士の小児歯科について

試験が課されています。また、

上管理した５症例の症例提示と

（口腔生化学講座 准教授 中村美どり）

シー能力の向上を一層期待した

した。

いては「まずは医科（耳鼻科・

どを挙げた。

ＯＳＡＳは睡眠中に気道が狭

れ、うち治療を受けているのは

（人口の約４％）以上と推定さ

まいります。

鹿児島市）など、郷土色豊かな

窄していびきが起こり、やがて

てもらい、その結果をエクセル

の状態にも気を付けるようにし

昨年末の 月 日（金）には、 にて表やグラフとして作成して

ています。

呼吸症候群など睡眠の状態を調

理検査、検体検査の検査全般を

ております。また、昨今の新型

ます。その後検査結果に目を通

をとる負荷心電図や、小さい機

生士・加藤那奈さんが小児歯科

びきセンサー、呼吸のフローセ

ンサーなど、体中に電極とセン

サーを取り付けます。

歯科学会の学術大会で認定歯科

衛生士の症例提示を行う予定で

だきます。まず、採血担当者は

査について少し紹介させていた

しいところではありますが、先

を見て判断するのはまだまだ難

検査するだけでなく、データ

査は患者さんに協力してもらい

介させていただきます。生理検

私からは生理検査について紹

肺疾患や喘息などの呼吸器疾患

りしてもらいます。慢性閉塞性

せて大きく息を吸ったり吐いた

の検査です。技師の指示に合わ

肺機能検査はいわゆる肺活量

腎臓、脾臓、膵臓などの臓器を

強をしています。肝臓、
胆のう、 衛 生 士 と の 協 働 が 不 可 欠 で あ

間ドックで行う腹部エコーの勉

いと思いますが、主に外来や人

る検査というとイメージしやす

腹の赤ちゃんの様子を画像で見

領域の高いスキルをもった歯科

小児歯科臨床では、小児歯科

認されました。

学会の認定歯科衛生士として承

方に、その役割を伝えてもらい

に、歯科医療にかかわる多くの

能レベルの向上を目指すととも

したが、本会および地方会がコ

医師の指示を受けて検査に使用

輩方にご指導いただきながら

行う生体検査です。心電図、肺

少しずつですが超音波検査

歯科学雑誌に掲載し、日本小児

コロナウイルス感染症の流行に

がかかってしまうこともありま

もらっています。妊婦さんのお

械を体に取り付け 時間記録す （エコー検査）の勉強もさせて

あごや脚の筋電図、心電図、体

伴い、当院検査室でも抗体検査

し、正常値や前回値と大きく離

るホルター心電図の取り付けも

の動きをみる体位センサー、い

や抗原検査を担当することも増

すが、どの検査でもできるだけ

する採血管に必要量の採血を行

機能、脳波、超音波検査、聴力
検査など様々な検査がありま

この検査は患者さんの頑張り次

やオペ前の検査で行われます。

のうや腎臓の結石などの所見が

多方向から観察し、脂肪肝、胆

す。現在までにおよそ２００人

生士制度がスタートしていま

り、２００７年より認定歯科衛

（小児歯科科長 大須賀直人）

たいと思っています。

本制度を目標に、小児歯科の技

当科の歯科衛生士には今後も

今回は、２０１８年４月に入

日々努力していきたいと思いま

す。検査室では主に心電図と肺

が承認され、本学ではすでに４

を採取し、迅速に正確なデータ

人が小児歯科学会の認定歯科衛

を提供できるよう日々心がけて

あれば報告します。腫瘍を見つ

生士を取得しています。

目によって使い分けます。なか

けることもあります。きれいな

には血管が細く、見えづらい患

第で検査値が変ることがあるの

画像を描出するのは難しいです

♢―♢ ♢―♢ ♢―♢

で、呼吸を合わせるのが難しい

青木愛加と申します。大学で

機能検査をしています。

ですが、より良い値を出せるよ

申請には５年以上の小児歯科

者さんもいらっしゃいますが、

心電図は動悸がする、脈がと

での研修や定められた学会歴と

は臨床検査技師と臨床工学技士

ぶなど、心臓のリズムの不調で

うに考えながら検査しています。 が、臓器を隅々まで観察し見落

学会で定められた必須セミナー

無理に血液を引こうとすると圧

としがないよう検査できるよう

がかかって血球が壊れてしまう

に、知識、技術とも勉強に励ん

の資格を取得しましたが、血液

ほかにもＰＳＧ（終夜睡眠ポ

検査などの検体検査にもともと

ある不整脈や心臓が虚血状態に

リグラフィ）の機械の取り付け

の受講が不可欠であり、２年以

溶血という現象が起きてしまう

なる心筋梗塞などを調べます。

でいきたいと思います。

興味があったこともあり臨床検

より詳しく調べるために、階段

もしています。これは睡眠時無

こともあります。溶血は検査結
果に影響を与える場合もあるた

を上り下りする運動後に心電図

査技師として当院に入職いたし
ました。

め、採血を担当する際には検体

認定歯科衛生士を取得した加藤さん

ご紹介します。

す。今後もより良い状態の検体

青木愛加さん・諸原朋子さん
います。院内での検査に使用す

臨床検査室 臨床検査技師

る採血管は主に５種類で検査項

13

松本歯科大学市民公開講座

職した臨床検査技師のお２人を

今回私は採血ならびに検体検

えてきました。

患者さんをお待たせしないよう

認定歯科衛生士を取得
れた値を示す項目があれば適切

歯科衛生士・加藤那奈さん
な方法で再検査を行います。

諸原さん

行っています。

♢―♢ ♢―♢ ♢―♢

担当しています。医科歯科の外

12

る授業を行っている。

きを放っておくと、最終的に生

性睡眠時無呼吸症候群（ＯＳＡ

ズムを説明したうえで、
「 毎晩

17

「いびき」をテーマに講演した冨士講師

に心がけています。

日本小児歯科学会

12

地域連携歯科学講座・冨士岳志講師が講演

シリーズ 期待のホープ⑤

25

24
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病院だより
臨床検査室では主に採血、生

青木さん

No. 445, February 1, 2021／page 3
Campus Today

診療参加型臨床実習後臨床能

了者に限定されることになった。 としてまとめて、全体での発表
また臨床能力試験全般にわた
る質疑応答では、運用あるいは

受講された先生方におかれて
は、ＣＰＸにおける評価基準を
理解され、適正な評価を実施し

冬休みを利用して

（チーフタスクフォース 山本昭夫）

ていただけることと確信してい
る。

と仕事を両立する場を提供させ

い、外出も制限される中、研修

コロナ禍でアルバイトができな

修として行ってもらいました。

中国料理レストランの仕事を研

授業で使用している衛生学院の

上達した学生もいたので、普段

ックスがけを任せられるほどに

業を進める姿が見え、中にはワ

極的に動き、指示が無くても作

仕事の内容が理解できると積

このアルバイトでは、様々な

人と接することによりコミュニ

ケーション力を養い、仕事を通

して多くの知識や経験を積んで

もらえる研修にしました。今後

この経験を学生生活に活かし、

積極的に勉強や仕事に向き合

い、患者さんとコミュニケーシ

ョンのとれる歯科衛生士を目指

していただきたいと思います。

月 日付

（臨床検査室臨床検査技師（契約職員）
）

月 日付

（病棟看護師室看護師（契約職員）
）

（大学院）

〔採用〕 

発表会

１日㈪

横山 恵美子

〔退職〕 
森本 梨紗

（日本スコラ株式会社 神谷健太郎）

ィスタンスが保てるゴルフやキ

一般選抜

留学生選抜

特待生１種選考試

合格者発表

日㈮～ 日㈭

（衛生学院第１学年）

（第４学年）

2月 23 日（火・祝）

（第５学年）

合格者発表

日㈬

進級試験

日㈯

共用試験ＯＳＣＥ

日㈫
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