―

感染対策を講じて厳粛に挙行

歯学部・大学院 卒業書並びに学位記授与式
ＣＯＶＩＤ

卒業生 人および大学院歯学独立研究科の修了生（博士学位取得者）７

（木）
、本館７階講堂で挙行された。黒い角帽にガウンをまとった歯学部

２０２０年度松本歯科大学の卒業証書並びに学位記授与式が２月４日
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人、合わせて 人が式に臨んだ。厳粛な雰囲気の中、卒業生らはこれま

ＩＤ
―

）の感染拡大の影響を考慮し

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶ

式の冒頭には、全員が起立して校歌

席の間隔を空けて行われた。

歯科医療 で 社会貢献 を 誓 う

『 あ ゝ 渺 々 の 蒼 穹 に 』を
静聴した。壇上正面のス
クリーンには卒業生の学
生生活を記録した画像が
矢ヶ﨑 雅理事長は挨

映し出された。
拶で「昨年３月以降、新
型コロナウイルス感染症
が蔓延する中、皆さんは
外出を自制し、よく耐え
て学んでくれました。一
人の感染者も出さずこう
して卒業式が挙行できた
ことに感謝します。科学

や学位記が映し出された。

歯学部全員の呼名が終わる

と、卒業生は自らの手で角帽の

れ、後日ＤＶＤに収録して卒業

式終了後は、校友会・蒼穹会

生に贈られる。

主催による卒業生食事会が図書

ース料理が振る舞われ、途中、

会館１階の特設会場において催

歯学部卒業生一人ひとりが挨

タッセルを右側から左側に移し

卒業生を代表して答辞を述べ

拶。卒業の喜び、恩師や両親、

された。着席形式で、レストラ

た小野亜美さんは「先生方の熱

学友への感謝、学生生活の思い

た。左側のタッセルは卒業と歯

心なご指導を受け臨床歯科医学

出、歯科医療人としての決意な

科医学分野における学位取得を

の基礎を築いていくことがで

ン雷鳥とスターダストによるコ

き、かけがえのない友人を得る

ど語り、別れを惜しんだ。

意味する。

ことができました。共に勉学に

励んだ時間は有意義で幸せ

世界人類のために貢献してくれ

らず、立派な歯科医師となって

で、卒業しても日々の研鑽を怠

念し、
祝いの言葉といたします」 まざまな道を歩みますが、

めてください。将来の活躍を祈

援し相談に応じることを心に留

進むにしても、母校はそれを応

皆さんの母校です。どんな道を

せん。私たちはこれからさ

しさを感じずにはいられま

方や友人たちとの別れに寂

て喜びを覚える一方、先生

なものでした。卒業に際し

ることを望みます」とはなむけ

ご遠慮いただき、
式典の規模を縮小し、 は日々進化していますの

だ。卒業式は御父母、来賓には出席を

で歩んできた道程に思いを馳せ、希望を胸に新たな一歩を踏み出した。

72

て、卒業生は事前に抗原検査を受け、

の言葉を贈られた。

管理する指導者層に位置づけら

腔衛生に関わって人々の健康を

てそれぞれの席で起立、一礼す

しを変更し、卒業生は呼名され

例年行っていた登壇しての手渡

卒業証書・学位記の授与は、

科医療に従事してまいりま

く、良心と尊厳をもって歯

育方針を胸に抱き、心優し

ご厚恩を忘れず、本学の教

支えてくださった皆様方の

れ、社会に貢献する人材です。

ると、スクリーンに本人の顔写

と告辞した。

それには自身も健康に留意し、

真と国立印刷局謹製の卒業証書

川原一祐学長は「皆さんは口

信頼される人格者にならなけれ

生、東京歯科大学より野本俊太

り日本歯科大学より北 大樹先

に協力校間の相互乗り入れによ

扱うことが評価される。

導し処置中に器材を正しく取り

な器材を準備し、患者さんを誘

して行った。当日の治療に必要

式典の様子は全て撮影さ

す」と決意を述べた。
ばなりません。松本歯科大学は

ＣＰＸによって臨床現場にお

郎先生に御来校いただき試験の

床実習時に実施される。

ける学生の態度を、一斉技能試

監督を行っていただいた。

さらに、必要時に指導教官に

験（ＣＳＸ）によって診療参加

される。医療安全や感染対策は

にて縫合、
補綴科にて印象採得、 説明、自己評価に対しても評価

報告することや治療についての

歯周病科にてルートプレーニン

試験は第５学年生が口腔外科

に評価する。この２つの試験は

試験を受け合格している。

期間中にＣＰＸトライアル

（歯科保存学講座 教授 増田宜子）

げます。

いた学事室の方々に御礼申し上

てさまざまな準備をしていただ

いただいた教員の先生方、そし

はじめ、病院スタッフ、ご指導

同意していただいた患者さんを

今回のＣＰＸにご協力いただき

う努力し励んでいただきたい。

なるため、新５年生にはいっそ

２０２１年度には正式実施に

行っていた。

者さんに対応し、処置も的確に

緊張しながらもとても丁寧に患

パッケージとして実施される。

した基本的な治療技術を包括的

型臨床実習を通じて学生が習得

お礼の言葉を述べる卒業生代表の小野さん

必須事項である。第５学年生は

ＣＰＸは、歯学生が歯科医師

１月 日はトライアルのた

患者の印象採得を行う第 5 学年生

グの処置を実際に患者さんに対

ＳＣＥと同様にこの２つに

に求められる基本的な態度、治

22
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全員が陰性の結果のもとに式に臨ん

卒業式は出席人数を制限し席の間隔を空けて行われた

呼名されると顔写真と卒業証書が映し出された

公益社団法人医療系大学間共

用試験実施評価機構（ＣＡ

ＴＯ）により２０２１年度

は松本歯科大学においても

ＣＰＸ、ＣＳＸ共に正式実

合格しなければ進級できな

施となり、第４学年次のＯ
第５学年・臨床実施試験 歯

しかしながら、ほとんど

療技術を身につけていることを

め機構派遣監督者の代わり

すべての５年生は臨床実習

確認するために第５学年での臨

行われた。

ライアルが、１月 日（金）に

学系診療参加型臨床実習後客観

第５学年生が的確に対応

いことになる。

歯学系診療参加型臨床実習後

的臨床能力試験（ＣＰＸ）のト

客観的臨床能力試験トライアル

22
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る記事を要約して紹介します。
月 日、東京都および、神

奈川、埼玉、千葉の 県に 回

飯島 勲

お願いするというのなら話はわ

感染を抑制できないから政府に
する総合病院ではないので、会

の開業医で、コロナ対応に従事

ている。医師会の主な会員は町

ずだが、日本看護協会の代表は

じく、いやそれ以上に大変なは

看護師のみなさんは医師と同

ど、コロナ禍での看護師の実情

離職率や差別を受けた実例な

アンケート調査の結果発表で、

われたが、現場で働く看護師の

かる。
長たちが語る現場の意見という

見場に来るヒマはない。

しかし、コロナ問題が拡大し

がよくわかる内容で、最前線で

働く看護師たちの苦労とありが

だ。学問はステップ・バイ・ス

ベッドだけなら空いている大病

だ。この数年の看護師不足で、

保健所が食品衛生法の分野を管

は消防だ。
飲食店の営業許可は、 ショナリズム」があり、先日受

る。私が活用すべきだと思うの

都にはいろいろなリソースがあ

科医師となるためのプロフェッ

べきだ。分からないことは遠慮

物の上に、生理学があり、病理

も困難になるだろう。高校の生

らないし、次の薬理学に進むの

の知識なければ、生化学は分か

テップであって、たとえば化学

学があるといったように、積み

そんなに頻繁にメディアに出て

重なっているのだから、つまず

院はたくさんある。医師会は専

たさが強く感じられた。

門外の政府批判の会見を開くよ

昨年末に一度、記者会見が行

こない。

当に現場に出て、緊迫した状況

いたら何度でも振り返って見る

のは、伝聞情報なのである。本

防止に具体的な対策を打ったこ
で闘っている医師たちは記者会

第１学年のオープン・セミナ

て以降、小池都知事は感染拡大
とがあるだろうか。私の記憶で

ー（選択科目）のひとつに「歯

発表しただけだ。人数発表など
コロナ対応の病床数がよく問

いのは政府。
私は頑張ったのに」

それを持ち前の発信力で、
「悪

も、
数字は変化しないのだから。 ドの数ではなく、患者につく医

クラスターが発生しない飲食店

策の成功事例を広めることだ。

私が提案したいのは、感染対

を使ってほしい。

りも、人手不足解消のほうに力

消防署の防災対策チェックはと

査する権限はあるはずである。

の災害と捉えれば、消防署が調

部分を監督する。コロナを一つ

轄し、消防署が消防法に関わる

とある。

う人。プロ（

②専門家。職業としてそれを行

ョナルとは①専門的。職業的。

辞書を引くと、プロフェッシ

講生たちの発表会が行われた。

プロをめざす人間として自覚が

不誠実なことになってしまう。

療技術では、未来の患者さんに

ると評価している。この 年間
の知見から感染リスクが高いの

担当すべき保健所が感染者対応

う。都知事は、そういう仕事を

聞き取って、共有するべきだろ

ではどんな対策を講じたのかを

自治体レベルだからこそ動かせ

会や商店街の商店連合会など、

とるはずである。このほか町内

いえば、飲食店は本気で対策を

ても厳格なので、消防が来ると

さ れ、 そ れ ら を 養 成 す る

三大プロフェッションと

ともに、欧米では古くから

歯科医師は、弁護士、医師と

で余裕はないのだから無理と言

一般人にとっては内容

い訳するかもしれない。
しかし、 る組織を活用すべきだ。

ナスリフト（上顎洞底挙上術）

や質が容易には理解でき

の対象がモノではなく、ヒ

の諸科学だけではない。医療者

医学の直接の基礎となる理系

求められるところだ。

不十分な医学知識、未熟な医

とやるものだから、アピールを

の前でその日の新規感染者数を
には感染者数がいったんは減少
題になるが、これは単純なベッ

せず黙々と真面目に働いている

せずに質問してほしい。

都知事がやる必要はない。担当

京都では、大みそかに一日の感

菅内閣にとっては痛手である。

は、対面での会話を伴う会食で

コミ相手に記者会見して、政府

師と看護師がセットになった数

染者数が１０００人を超えた。

日本医師会、東京都医師会の

私はおかしいと思う。小池都
の対応が不足しているとか、国

を追及し、飲食業界への配慮を

年が明けても、人の流れは止ま

たこと自体は良いと思う。
私は、 気にして時短に消極的だった東

た。菅 義偉内閣が宣言を出し

らず、東京都の感染者は増え続
政府批判も的外れだ。連日マス

政府はやるべきことはやってい

け、３日続けて２０００人超の

あることがわかり、感染者が増
えた地域で飲食業の時短営業を
要請してきた。政府の要請に応
知事が、東京都が独自にできる
会議員は会食をするなとか言っ

の流れを紹介した。さらに、新

ない仕事に従事する専門

トであるからには人文系の

諸科学の素養も要求される。

創立者 矢
･ ヶ﨑 康先生

は、ご本人も民主科学者協

会のメンバーで社会科学者

として活躍されたこともあ

って、本学の教養課程の充

実をきわめて重視されてい

ついても触れ、歯科医師が関わ

スポーツ歯科の役割の重要性に

ば、人体への侵襲行為や劇毒物

占権が認められる。たとえ

どにより特別な地位と独

職には一定の資格・免許な

大学の歯学部長ギルモア博士

表題は姉妹校インディアナ

た。これは「歯科医師であ

るべき仕事が多様化しているこ

の投与は、免許を持った医療者

という本学の教育方針にも

延期となり、今回はオンライン

コロナウイルス感染症禍のため

歯科医師不足の時代が来ると予

歯科医師の高齢化・引退により

学びについて解説し、
「 現在の

最後には歯学部での６年間の

れる。

以外が行えば犯罪そのものとさ

が、１９８６年の本学入学式に

反映されている。

歯学部長で口腔生化学講座の

による講座の開講となった。
宇田川教授は、導入として虫

測されます。今後の歯科医師は

理の確立と尊重が求められるこ

それゆえに、きびしい職業倫

与えた。

め参列者の全員に多大の感銘を

て！」と強調され、新入生はじ

医師は専門職としての自覚を持

出席された際の挨拶で、
「 歯科

宇田川信之教授は、石川県金沢
月６日（土）に同校の歯学部進

とになる。これを明確に意識し

今回で 回目。
研修はそれぞれ、 市の星稜高校の要請に応じ、２
歯内療法学の増田宜子教授、口

て行動することがプロフェッシ

ョナリズムなのである。

多様なニーズに合わせた診療が

解し、何事も恐れずにチャレン

求められますが、その使命を理

ジする気持ちを持ち続けてくだ

歯について取り上げ、急性う蝕
した。次に、成人の約半数が罹

と慢性う蝕の違いについて解説
患するとされる歯周病は糖尿病

学希望者に向けて「多様化する

や骨粗鬆症など全身疾患と密接

さい」とメッセージを贈った。 目標 と) して掲げられた「歯科 選択肢が存在する。臨床実習や

歯科医療の役割」と題してリモ
同校は隔週土曜日を利用して

に関連していることに言

腔外科・口腔インプラント科の

キャリア教育を中心とした進路

及し、自らの研究テーマ

芳澤享子教授、歯科補綴学の樋

指導の充実を目指し、外部講師

末日まで行う予定である。

再生医療としては、骨

も交えて詳述した。

する」は、歯科医師をめざすす

習慣を考え、学生時代から実践

ッションを体得するための生活

医師として求められるプロフェ

このセミナーでＧＩＯ（一般

れたから…」とは答えてほしく

れたときに「そうしろと教えら

それを選択したのか？」と問わ

歯科医師になったらば、
「 なぜ

研修医の段階を終えて一人前の

ひとつをとっても、さまざまな

の諸君には、まずは基礎となる

フェッショナリズムだからだ。

任で判断できる」のが真のプロ

「自分の頭で考え、自分の責

ない。

諸科学をしっかりと学ぶこと

具体的に示すならば、低学年

とだ。

べての諸君に心がけてほしいこ

日常の医療現場での処置方法

を招いて特別講義を実施してい

ート講義を行った。

４人は昨年 月 日（木）に

である破骨細胞の分化に

口大輔教授、歯科矯正学の川原

来日し、今回はコロナウイルス

る。毎年数人の歯学部進学希望

よる歯槽骨吸収とそれを

良美准教授の指導のもとで７月

李 蕾先生、河北省人民医院口

感染症予防のため２週間の待機

制御する骨芽細胞の役割

ジャン ドン

腔科・張 棟先生の４人で、そ

者がいるが、石川県内には歯学
導課より本学に白羽の矢が立っ

髄間質細胞の移植により

星稜高校の教室とリモートでつなぎ講義

えていち早く時短営業に取り組
対策をやりつくして、それでも

症状や治療方針を丁寧に知らせ

たな歯科医師の仕事として訪問

dental school, law school,
は通常の
medical school
を 感 じ る こ と が で き ま す。 常

ていることにも感銘を受けまし

診療や摂食嚥下障害への対応、

四年生大学の上に立つ別
に“大丈夫ですか”
、
“痛くない

た」と感想を語った。

石川県星稜高校の生徒に向け

とを伝えた。

る前に良き社会人であれ」

宇田川歯学部長がリモートで講義

格大学とされてきた。
ですか”などと声をかけ、今の

Be professional !
系の大学がないため同校進路指
魏先生は「日本の診療の細や

た。それに応えて、宇田川教授

っそく病院見学が行われた。
専修生の受け入れは本学と河

は昨年７月に同校に赴き出張講

ジェンドン

かさ、患者さんへの対応は本当

バン

にすばらしいと思います。患者

シャオトン

北省衛生・計画生育委員会との
ウェイ

市中心病院口腔外科・魏 校通 「学術交流・友好協力協定」締

科・班 建東先生、河北省滄州

骨形成を促進させるサイ
先生、邯鄲市中心医院口腔科・

↕

期間を設けての来学となり、さ

レイ

会見する小池都知事

れぞれ在籍する病院で口腔医師

リ

洪研修歯科医に説明を受ける専修生

義を行う予定であったが、新型

として活躍されている。

10

んだ北海道や大阪府では昨年末

よって選抜された同省の口腔医
師（歯科医師）４人が、１月４

12

さんに対して事務的でなく、心

日（月）に外国人専修生として

5

結後の２０１６年から始まり、

来学した。河北省眼科医院口腔

左から班先生､ 李先生､ 張先生、魏先生

1

中国河北省衛生健康委員会に

専修生として最新歯科医療を学ぶ

アマチュア ）
。

感染者が出たこともあった。

しかし、政府の責任論ばかり

部門の管理職が発表を行って

笠原

傾向に入った。

感染対策の成功事例を広めよ

は、毎日のようにテレビカメラ

浩

創立者の 「視点」

大学誌編集主幹
特任教授

緊急事態宣言下で小池都知事は
内閣官房参与
松本歯科大学常務理事
特命教授

今月号は
『プレジデント』 月 日号
「リーダーの掟 飯島 勲」
12

より、新型コロナウイルス感染拡大防止の具体的対策に関す

2

2

7

目の緊急事態宣言が発出され

3

1

中国河北省の歯科医師 4 人が来学

第１学年「オープンセミナーⅡ」の発表会が、１月６日（水）と
日（水）の１時限にキャパスイン１０１教室にて行われた。各セミナ
ーのグループがパワーポイントを用い、自ら抱いた疑問点・問題点に
ついて調べた結果を発表し、質疑応答が行われた。
本セミナーは、問題解決型学

についての発表が行われた。

で楽しむ人類と医学の歩みⅡ」

ョン力を鍛える」
、
「エピソード

いただいた教員の方々にも感謝

とは喜ばしく、学生を指導して

ミナーを増やすことができたこ

いた。また、昨年度より開講セ

して自己研鑽をする態度」を身

シーの一つである「歯科医師と

きる。本学のディプロマ・ポリ

学修態度を身につけることがで

本年度はコロナ禍下での実施

の中、真剣に取り組んでいた。

生は長時間にわたる試験を緊張

が合計３２０問出題される。学

て評価を行う。全国の平均点が

易度を反映した数値）を併用し

理論に基づいた問題ごとの難

様、正解率とＩＲＴ（項目反応

試験結果については、昨年同

各グループの発表にはそれぞ

年々上昇していることに対応

し、本学の合格基準も年々引き

となったが、学生たちの自主的

上げられている。学生には相当

な健康管理のおかげで、感染症

による欠席者を一人も出すこと

の頑張りが求められるが、この

につけ、歯科医学の進歩と社会

科医師の育成につなげることが

なく、当初の予定通り行うこと

コロナウイルス感染症に対する

消毒、試験会場の換気等、新型

え、当日は、マスク着用、手指

実習につながると期待される。

とがより高レベルでの卒前臨床

高いハードルをクリアーするこ

平賀 徹）

いて医療行為を行うに当たり

ＣＢＴ小委員会委員長
口腔解剖学講座 教授

十分な能力を有することを確

（

万全な対策を施した。

科の理学療法士・岡崎 瞬さん

本学病院医科診療部整形外

術向上）
、研究（知識の共有）
、

えています」と話し、臨床（技

動作が可能になるかをいつも考

岡崎 瞬さん・荻村 光さんが出張講義

日

理学療法士の仕事について出張

おいて、１年生の生徒を対象に

ク１時間）から構成され、単純 （木）
、塩尻市の田川高等学校に

強調した。

野で研鑽を積むことの大切さを

教育（技術の伝承）の３つの分

月

５ 肢 択 一 問 題、 多 選 択 肢 ２ 連

と荻村 光さんは昨年

問、順次解答２連問、順次解答

講義した。

塩尻商工会議所が市内の高等

理学療法の効果を体験してもら

アップさせるノウハウを教え、

チングを指導して体の柔軟性を

続いて、生徒たちにストレッ

４連問という形式の異なる問題

試験は６ブロック（各ブロッ

る。

知識の総合的理解力が評価され

では、コンピューターを用いて

の試験がある。このうちＣＢＴ

ＳＣＥ（ Objective Structured病院整形外科の理学療法士
）の２つ
Clinical Examination

入 さ れ た 試 験 で、 Ｃ Ｂ Ｔ と Ｏ

評価を受けることを目的に導

認 す る た め に、 事 前 に 適 切 な

（口腔解剖学講座 教授 中村浩彰）

ができた。事前の健康観察に加

の多様なニーズに応えられる歯

講義形式による知識伝達型の

調べることにより、深い知識と

できればと期待している。

申し上げる次第である。

れの創意、工夫がみられ、調査
結果を効果的に伝えていた。ど

質疑応答にも十分に対応できて

習（ Ｐ Ｂ Ｌ ＝ Problem-based の学生もテーマに対して深く追 学習のみではなく、自ら疑問点
） に よ る 主 体 的 学 修 求してすばらしい発表を行い、 や問題点を発見して自分自身で
Learning
能力と問題解決能力の育成を目

的としたもので、具体的な事例
や問題点をもとにした課題に取
り組む能力が必要とされる。す
なわち、担当教員が提示するい
くつかのテーマに対し、各学生
が興味あるものを選択して受講
し、学生自身が図書館、インタ
ーネット、実験等により調べる
こととなる。
今回は、「再生医療ってなに」
、

「身近な薬を科学しよう」
、
「骨

２０２０年度の医療系大学

のない歯学生が臨床実習にお

学校のキャリア教育の一環とし

った。荻村さんは本学病院健康
月ほど留置しておきます。この

て地域のさまざまな職種で働く
治療は、日帰りでできます。

入し、鼻の中に出して２～３カ
以前は、涙管ブジーとよばれ

づくりセンターが所有する体幹
る針金のような器具を通して、

人たちの「生の声」を知っても

ます。当科では、眼の方から眼

らうために企画し、学校行事が

科医が、鼻の方からは耳鼻科医

２点歩行動揺計を用い、歩き方
涙道が完全につまってしまっ

の特徴やバランスの偏りを測定

涙道を広げる治療が主流でし

軒並み中止となる中、少しでも

が協働でアプローチし、耳鼻科

してコンピュータ解析を行い、

て開通できない場合には、本来

生徒たちに学びの場を与えてあ

た。その場合本来の涙道ではな

生徒各個人の歩き方を評価し

スタッフ一丸となって診療をす

げたいという同校・平林春雄校

て、
理学療法への関心を高めた。

の涙道とは別の、新しいバイパ

生徒たちにとっては、学校の

い場所に、仮道を形成する可能
すめております。

教壇に立った岡崎さんは最初

中だけでは学べない専門分野の

スを作る手術があります。涙嚢

に、
「理学療法士とは、けがや

話を聞き技術を知ることで、仕

の内側を切除して鼻腔と直接つ

病気で体に障害がある人に対し

事の意義と進路を考えるうえで

性がありました。最近は、直径

て運動療法や物理療法を用い、

の貴重な講義となった。

０・９ の内視鏡（写真１）で

自立した日常生活を送れるよう

涙道閉塞症の症状は流涙で、

支援するリハビリの専門職。簡

「悲しくもないのに涙が流れて

はありません。術後は涙や目や

単に言うなら“動作の専門家”

なぐ、涙嚢鼻腔吻合術という方

にがなくなり、非常にすっきり

です」と説明した。さらに、理

しまう」
と患者さんは訴えます。 涙道内を直接観察しながら閉塞

したと患者さんに喜ばれます。

学療法士は国家資格であり、全

法です。この手術は、目頭内側

方法があります。当院では、鼻

涙道閉塞症は、命にかかわる

国には約 万５０００人（長野

の皮膚を切って外からアプロー

の中から内視鏡を用いてアプロ

ような病気ではありません。そ

県は２４００人）の理学療法士

部を開放してチューブ留置す

ーチする、鼻内法を行っており

のため、いつも涙が流れている

がいて、毎年、１万人が増加傾

る、内視鏡下涙道チューブ挿入

ます（写真２）
。この方法は、

症状を我慢してすごしてきた方

感染がおこると目脂や膿が出て

顔の皮膚に傷をつけないこと、

も多いかと思います。治療でな

目がかすみ、ひどくなると眼周

鼻疾患が合併している場合には

チする方法と、鼻の中から行う

同時に治療できることが利点で

症状がある方はぜひ涙道外来を

向にあることを伝えた。

受診してください。

（耳鼻咽喉科学 教授 相馬啓子）

太いので、再発はほとんどあり
行っておりますので術中の痛み

ません。入院して、全身麻酔で

す。新しい涙の通り道は、
短く、 おる病気ですので、そのような

術を行い治療成績が上がってお
与が必要です。後天性の涙道閉

10

長の希望により開催された。

79

12

吸収はなぜ起こるのか」
、「ピア・

「知」の世界」
、
「歯科医師とな

月９日（火）にキャンパスイン

ります。チューブは涙点から挿

リーディングによって広げる

て知る 」
「 英語コミュニケーシ

の抗癌剤によるものも多くみら

るためのプロフェッショナリズ 間共用試験ＣＢＴ（ Computer 第４学年生 人が受験した。
）本試験が、２
ム」
、
「保険、医療、福祉につい
共 用 試 験 は、 歯 科 医 師 免 許
Based Testing

め、県内様々な地区からの患者

れます。

１０１教室において実施され、

各受験者をパーテーションで仕切った教室

さんが当外来を受診されており

コロナ禍に負けず
全員が元気に受験

囲に蜂窩織炎を起こし抗菌剤投
塞症は、高齢の女性に多いとい

膜炎など目の炎症後、目の外傷

して涙嚢に入ります。そして涙

や腫瘍、目や鼻の疾患の治療を

嚢から、鼻涙管を通って鼻に流

。多いのは鼻涙管閉塞で
涙道閉塞症とは、あまり聞き （図１）

した後にも発症します。
とくに、

当院耳鼻いんこう科では、毎

すが、閉塞する部位によって、

副鼻腔炎の手術後には、鼻涙管

週火曜日の午後に「涙道外来」

涙点閉鎖、涙小管閉塞などがあ

に操作がおよんで閉塞する事も

われておりますが、原因不明が

なれない病名ですが、涙の通り

ります。このように涙道は眼科

あります。最近は、消化器など

もっとも多いです。流行性角結

道、つまり涙道がどこかでつま

領域と耳鼻科領域の境界にあり

れます。この経路のどこが詰ま

ってしまう病気です。涙は涙腺

ます。そのため涙道を扱う専門

っても、涙道閉塞症になります

から分泌され、眼の表面を潤し

を設け、涙道閉塞症の診断と治

た後、目頭にある上下の涙点に

写真２ 涙嚢鼻腔吻合術鼻内法手術

自らの調査結果発表するセミナーの学生たち
図１ 涙道解剖と涙道閉塞症

療を積極的に行っております。

涙道外来

の癌治療に使われるＴＳ など

生理学や解剖学など身体機能

に関わる勉強が不可欠で、
「ど

この筋肉を使うと痛みがとれて

装置を使って歩き方をチェック

耳鼻いんこう科

外来はほとんどなく、遠方を含

12

第 1 学年 「オープンセミナーⅡ」 発表会

吸い込まれ、その後上下が合流

写真１ 涙道内視鏡

テーマを追求しパワーポイントで創意あれる発表

シリーズ 専門性⑮

第４学年共用試験 CBT
mm
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病院だより
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２０２０年度松本歯科大学卒業証書並びに

◇矢ヶ﨑 康特別賞
小野 亜美
◇矢ヶ﨑 康賞
蘇 郁雅

（第 回卒業準備委）

郭 子揚

小山 惇
◇活動賞

月

日（火）
、本館６階エ

終わり、抗体がついたかの有無

型肝炎ウイルスは、全世界

を調べるための採血が行われた。

で、約 億５０００万人が感染

していると言われ、そのうち日

本では、約１３０万～１５０万

人（およそ１００人に 人）が

臨床実習や診療では、 型肝

感染していると推定される。

炎ウイルスをもった患者さんに

に感染し発病してしまった例

ことが困難である。同ウイルス

定期試験

日㈭～ 日㈪

接することもあり、特に 型肝

は、新聞紙上などで多数報道さ

第 回歯科衛生士国家試験

（事務局大学病院事務室事務員（派遣職員）
）

２月 日付

（事務局大学病院事務室事務員（派遣職員）
）

（病棟看護師室看護師（契約職員）
）

日㈰

炎ウイルスキャリアは不顕性の

れているが、本学では登院する

１月 日付

（事務局大学病院事務室事務員（派遣職員）
）

〔採用〕 
１月 日付
小林 早智子 

吉江 恵 



浅野 ひろ子 
２月 日付



塩原 智恵 



した予防対策を行っている。

り安全に診療ができるよう徹底

学生、診療される先生方が、よ

ため、あらかじめチェックする

（衛生学院第２学年）

■お問い合わせ■

日㈬

日㈫

第 回歯科医師国家試験

合格発表

衛生学院卒業証書授与式

日㈬

一般選抜

共通テスト利用選抜

特待生１種選考試験

日㈮

共通テスト利用選抜

一般選抜

特待生１種選考試験

（大学院）

合格者発表

日

発表会

日㈮

第 回歯科衛生士国家試験

合格発表

２０２０年 月 日

（歯科矯正学講座非常勤講師）

日本歯科矯正学認定医

津村 智信

www.mdu.ac.jp

学位記授与式において、歯学部卒業生の学業
成績優秀者に矢ヶ﨑 康特別賞（１名）
、矢ヶ
﨑 康賞（３名）
、また学術文化活動等で顕著
な活躍をした者に活動賞（ 名）が贈られ、
名）が
（委員長）

（副委員長）

吉田 拓真
小山 惇

（委員）

（委員）

蘇 郁雅

小野 亜美
（委員）

レベータホールで、Ｂ型肝炎抗
新学期を迎えた昨年の 月、

体検査が行われた。
臨床実習に向けて歯学部第４学

（委員）

玄 允奭
郭 子揚
蘇 郁雅

年生と衛生学院第１・３学年生

たが、陰性の判定者には約１年

●出願期間

30

114

◇皆勤賞

玄 允奭

および研修医等医療従事者たち

月岡 剛伸

◇精勤賞
于 雅軒

間かけて、抗体をつけるための

は机とイスを殺菌消毒した。

（衛生学院）

合格者発表

一般選抜

（Ⅲ期）（Ⅲ期）

は、 型肝炎の抗体検査を行っ
大毛 翔吾

ワクチン接種が 回（初回 月

月

両日とも天候に恵まれ、定刻

試験時間でトラブルなどがなく

（Ⅲ期）

（Ⅲ期）

李 恵珍

小野 亜美

上旬、 回目 月上旬、 回目
月中旬）
義務付けられている。
今回は 回目のワクチン接種が

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

（Ⅲ期）（Ⅲ期）

何 家瑜
郭 子揚
土屋 光那
巻淵 初美

日間、全国６８１会場（総志願

通りに試験を開始することがで

無事終了した。

（衛生学院）

上條 やす子 （事務局総務課事務員（派遣職員））
１月 日付

市松模様となるように席を設け

〔退職〕 
高橋ひとみさん、
大島優子さん、

大学入学センター試験の後継

一般選抜

林 昀辰

山田 聡子

特待生 1 種選考試験（Ⅲ期）

仙仁 理恵 （事務局大学病院事務室事務員）

の撮影を本館６階ロビーや旧手

中村 蒼さん、伊原六花さんら

た。休憩時間には窓やドアを開

感染予防対策を徹底
初の大学入学共通テストを実施

術室、本館から図書会館に通じ

けて換気を行い、試験終了後に
者数 万５２４５人（前年度よ

ナの影響で学習の遅れを考慮

日（日）に全国

日㈫
日（日）の２
宿、松本城、松本市役所などで

り２万２４５４人減 ）
）で一斉

日（土）
・
も撮影され、美しい自然に囲ま

ロケ地は本学のほか、奈良井

出演俳優が本学を訪れ熱演した。 となる大学入学共通テストが１
川草介氏（長野県在住の現役医

れた松本、塩尻の風景をあます

し、第２日程を設定したため、
日（土）
・

総志願者数の内７１８人は１月
会場で受験した。
本学講義館の「松本歯科大学
試験場」には塩尻、木曽地区の
学生約２７０人が、マスク着用
で感染予防を徹底し、緊張した
面持ちで受験に訪れた。

験場
本学・東京・大阪

17

ドラマ「神様のカルテ」は夏
師）による同名小説が原作。実

き、すべての受験教科・科目の

し、コロナ対策衛生班が同行。

3月1日㈪～ 3月12日㈮

8

12

る渡り廊下などで行っている。

直で心優しい内科医が地方医療

に行われた。今年度は新型コロ

常に検温、体調管理等を行い、

本学試験場では感染対策の一
環として、試験室を増設。収容
定員を半分にし、受験生の間隔
を前後左右１メートル以上空け

抜（Ⅲ期）

選

3

ところなく伝えている。

汰さんら出演俳優をはじめスタ

本番直前まで俳優はマウスガー

本館６階エレベータホールで撮影

※共通テスト利用選抜の、本学個別試験はありません。

㈬

44

の厳しい現実に直面しながら
も、さまざな患者と向き合いな
がら、医師としての責任、夫婦
や友人、家族とのつながりを自
分自身に問い、葛藤しながら成
長していく姿を描いたものとな
撮影に入る前にはスタッフ全

っている。

ッフ約 人、車両約 台が本学

ドをしてリハーサルを行った。
風吹ジュンさん、
３年にも映画
「神様のカルテ２」 セー尾形さん、

3月 17日㈬

16

17

19

あわせて皆勤賞（３名）と精勤賞（

ビドラマ「神様のカルテ」が２
列にて午後８時より２時間ドラ

に集結し撮影が行われた。松本

主演の福士さんをはじめ、イッ

員ＰＣＲ検査をして陰性を確認

マスペシャルで４週連続放送さ

観光コンベンション協会の依頼

日（水）
、福士蒼

れている。そのドラマ製作にあ

により協力したもので、２０１

月

矢ヶ﨑 康特別賞と矢ヶ﨑 康賞の受賞者

たり、本学は本館３階と６階の

昨年

30

ロビーや旧病棟での撮影に協力
した。

B

●試

験日

●試

1

B

般

一

24

３

それぞれに贈られた。

本学が撮影協力

若き医師を主人公にしたテレ

ドラマ『神様のカルテ』

B

5

※共通テスト利用選抜（Ⅲ期）
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B 型肝炎抗体検査
17

8

31

3

53

30

活動賞、皆勤賞､ 精勤賞を受賞した学生たち

2

感染予防対策をしての受付

（Ⅱ期）

2

3

7

31

（Ⅱ期）

臨床実習前に安全確保
26

B

7

歯学部第 4 学年生が抗体検査のための採血

1
12

16

歯学部卒業生15名が栄誉の受賞

ベテラン俳優などが熱演
月 日（月）よりテレビ東京系
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学業成績・学術文化活動等を称えて
15

6
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