歯科医師６人、薬剤師１人他事務員等
降とされている。

の接種を受けてから７日程度経って以
会場の病院１階フロアには、密にな

を含め約 人のスタッフにより実施さ

らないように動線を配して、入

日と時間が確認され

付され、次回の接種

ンスフロアで塩尻市の高齢者を

からは、本学図書会館エントラ

対象にしたワクチン個別接種が

口から受付、接種場所から待機

場、出口までを一方通行とし、 た。その後本館北棟

いる予診票をスタッフの歯科医

認をし、次に事前に記入されて

免許証等）で本人および住所確

後、受付では身分証明書（運転

案内した。入口で検温を行った

被接種者にわかりやすいように

備え、歯科麻酔科の医療スタッ

示。体調に異常があった場合に

していただくよう指

等）がなければ帰宅

ィラキシーショック

体調に異常（アナフ

上 待 機 し て も ら い、

のラウンジで 分以

に丁寧に接種していただいて、 スムーズな流れで滞りなく行わ

ありましたが、とてもスムーズ

クチン接種に対して正直不安は

書会館を訪れ、ワクチン接種は

日には 人の高齢者が本学図

を行ったうえで、３つのブース

れた矢島クリニック医院長・矢

日午前 時からの予約で訪

ていた。

高齢者に接種券を発送。本学病

院をはじめ医院や保健福祉セン

ターなど 会場で 歳以上の高

80

齢者に優先的な接種を始めた。

24

て初心を忘れることなく、さら

まえ、歯科医師の理想をめざし

めには、歯科医師になるという

らなければなりません。そのた

者さんから信頼される人間にな

ます。それには皆さん自身が患

自覚を持って、決して焦らず、

心身ともに病まないよう健康に

康・生命に関与することになり

任を担う人材で、患者さんの健

はこれから医療従事者として責

川原一祐学長が挨拶。
「 皆さん

を寄せた。

心構えを説き、その成長に期待

ほしい」と歯科医学生としての

う戒めを持って６年間を学んで

国際文化学」
の授業の冒頭では、 留意し、悪いことをしないとい

５月３日（月）の「環境学・

の言葉を述べた。

なる向上心を持って勉学に励む

受け入れて連日行われる。

種は以後も、一日約１００人を

れた。高齢者向けのワクチン接

24

ことを誓います」と力強く誓い

また、 日（火）の午後３時

塩尻市は５月７日（金）から

師が確認。前島信也病院長と佐

フを待機させた。

開始された。

藤晶医師、相馬啓子医師が体調

に分かれて看護師が接種を行っ

島芳明先生（１期生）は、
「ワ

感謝しています」と感想を述べ

やアレルギーの有無などの問診

た。接種後には接種記録書が交

25

本学病院と図書会館が接種会場に

地域の歯科医療者・高齢者らにワクチン接種
中核的医療機関として地域に貢献

社製で、２回（通常３週間の間隔）接

使用したワクチンは米国ファイザー

て歯学部学生約 人も活躍した。

本学病院は、５月 日（日）と 日（日）の休日を利用して、松
本市歯科医師会および塩筑歯科医師会所属の歯科医院の医療従事者
（歯科医師・歯科衛生士等）約８００人に新型コロナウイルス（ SARS）のワクチン接種を行った。また５月 日（火）からは塩尻市の
CoV-2
高齢者を対象にしたワクチン接種を開始。ワクチン接種の態勢を整え、
地域に貢献していく。
歯科医院の医療従事者に対するワク
チン接種は、松本市歯科医師会および

25

で、本学病院の医師３人、看護師８人、 種し、十分な免疫ができるのは２回目

塩筑歯科医師会からの依頼によるもの

10

高齢者へのワクチン接種

新入生全員に再度実施したＰＣ

授業開始を見合わせていたが、

学年生には健康観察期間を設け

大防止に万全を期すため、第１

新型コロナウイルス感染症拡

じめ新型コロナウイルス感染症

終始せざるをえない中、本学は

れ、他大学がオンライン授業に

輝かしい成績を収めたことに触

試験において全国第２位という

ムディナー）
」が蒼穹会の支援

抗体・抗原・ＰＣＲ検査等をは 「新入生歓迎夕食会（ウェルカ

き、同級生や上級生と親睦を深

からのアドバイスを真剣に聞

学生生活のことなど、先輩たち

上級生が新入生を歓迎する

今年は第３学年の伊藤公平君

で行われ、矢ケ﨑 雅理事長は

は、キャンパスイン１０１教室

い。そしていつも笑顔で、心を

その頭脳をもっと磨いてくださ

業を休まずに日々勉学に励み、

は良い頭脳を持っています。授

揮のもと解剖学講座・金銅英二

歓迎した。始めに、伊藤君の指

人が主催し、約 人の新入生を

から第４学年までの学生有志

ライフに夢を膨らませていた。

強のこと、クラブ活動のこと、

「ウェルカムディナー」で親睦深める

Ｒ検査で全員陰性の結果を受

を受け、４月 日（金）午後６

ことが躍進の一因であることを

対策を徹底することによって、
第１学年の学生が一堂に会し

対面授業が始まった。

講義の中で「皆さん、入学おめ

教授のオルガン伴奏に合わせ、

がリーダーとなって、第２学年

でとう。私たちは兄弟姉妹の関

晴れやかにして６年間頑張りま

「 皆さん
ての最初の授業
「入門歯科医学」 強調された。さらに、

係です。教育に欠くべからざる

矢ヶ﨑理事長の訓示を受け、

生や教員を交えて のテーブル

った校歌を斉唱。その後、上級

参加者全員で入学式で歌えなか
皆さんをわが子のように思い、

新入生を代表して森紳一郎君は
られた。また、２０２０年度卒

持ち、本学の建学の理念をわき

松本歯科大学生としての誇りを

のディナーを楽しみながら、勉

新入生たちは、特別メニュー

をみていきます」と方針を述べ 「私たち２０２１年度新入生は、 を囲み歓談した。

ご両親に代わってしっかり面倒

“愛”の精神を忘れることなく、 しょう」と励まされた。

15

30

15

10
業生が第１１４回歯科医師国家

安藤宏学年主任を囲んで歓談する新入生

30

70

11

本学病院で地域の歯科医療従事者約 800 人へワクチン接種が行われた

25

上級生が新入生を歓迎

矢ヶ﨑理事長の講義を拝聴する 1 年生

23

れた。会場および駐車場誘導担当とし

30

23
け、４月 日（水）より待望の

新入生を激励

時より学生食堂で開催された。 め、これから始まるキャンパス

矢ヶ﨑 雅理事長、川原一祐学長が

いち早く対面授業を実施できた

第１学年の対面授業開始
28
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バイデンがハマるあつまれどうぶつの森
内閣官房参与
松本歯科大学常務理事
特命教授

の底力』とした。厳しいコロナ

えば喜ぶ。小泉内閣で秘書官を
務めていた当時は、外遊のお土
産選びには非常にこだわったも
のだ。小泉元首相と米国のブッ
シュ元大統領の親密な関係には
この毎回のプレゼント交換も重
要な役割を果たしたと考えてい
る。私にとって一番思い出深い
贈り物は、小泉首相の地元、神
奈川県の鶴岡八幡宮で用意した

の秘書になってから約

おいて、新型コロナは感染爆発

本稿を書いている５月中旬に

事故などで責任を問われた当局

ったかと言えば、集団接種時の

でなぜワクチンが開発できなか

った。先進国であるはずの日本

と調達にも大きな立ち遅れがあ

エルビス・プレスリー邸を訪問

ワンに同乗して、テネシー州の

牧師の件で感激したと伝えたか

るべき」と呼びに来て「キング

イジマは私と同じテーブルにい

今回の菅首相の訪米にあたっ

った」と興奮気味に話した。

したことは知られているが、日
本側からのブッシュ元大統領へ
の見えないプレゼントがあった

政府の施策の誤りによる「人

ようと思う。

よう、
「贈り物」の極意を教え

読者が円滑な人間関係を築ける

領は大統領となったあとも大切

経緯があって、ブッシュ元大統

願をかけていたという。そんな

ュ元大統領は毎日その破魔矢に

願をした破魔矢を贈り、ブッシ

首脳たちは小泉元首相に一目置

の強固な関係により、主要国の

れた。それだけでなく、両首脳

場面で日本の立場を優先してく

るまで、米国は外交のあらゆる

その後、小泉元首相が退任す

案内役のブッシュ元大統領も同

然「行きたい」と言ったため、

った。それが、小泉元首相が突

があり、一度も実現していなか

たが、周辺の地域の治安に問題

も同博物館の訪問を希望してい

贈り物とは、相手に喜んでも

かめたはずだ。

けたら、絶対に大統領の心をつ

森大好きなんですよ」と話しか

ている菅首相がいきなり「あつ

の増加を意識的に隠蔽し

サボタージュし、感染者

て、ＰＣＲ検査の拡充を

崩壊が進む」などと称し

策略と駆け引きが渦巻く政治

開しようと考えていたらしい。

てのバイデン大統領へのお土産

の様相を呈している。マスクと

が勧奨を取り消して個人責任に

統領のブレーンとして有名だっ

は公式には発表されていない。

手洗いの習慣がある日本におい

い。２００６年の小泉元首相の

空港からプレスリー邸までの

ことはあまり知られていない。

だから、私も何が贈られたのか

て、なぜこのような無様な結果

調べて、とっておきの情報を入

私はバイデン大統領のことを

手していた。大統領は孫の影響

災」という側面の存在がまず指

の仕事を続けられたことは、素

４月中旬、菅 義偉首相にと
にホワイトハウスに破魔矢を保

当初には「検査をすると医療

直に自分をほめてもいいのでは

って初めての訪米が無事に終

ないかと思っている。
の世界において、私がこれだけ

わった。首脳会談を成功させる

る日本の地位は向上した。
プレゼントはモノには限らな

えられた。

行し、歴代大統領の悲願をかな

必要がある。徹底的に情報収集

るためには、相手のことを知る

国の政府は無症状感染者

と言っているのに、わが

基本は「検査と隔離」だ

は、 箇所から８箇所に集約し、 ることに消極的だった。

その日の非公式夕食会で、大
清潔感と明るさを演出。衛生面

使い勝手もよい。

これが急速な感染拡大に
では、トイレ内の照明を非接触

を早期に発見して対応す

することが成功のカギである。

ＷＨＯも感染症対策の

ようとしていた。

の期間生き残れたのは、秘書を

その情報を入手した私は、首
脳会談のプレゼントは破魔矢に

くようになり、国際社会におけ

極めることと同時に「生き残り

る。大国のリーダーも人の子だ

管しているという。

らうためのもの。そして喜ばれ

実践してきたからだと思う。だ

から、素敵なプレゼントをもら

のスキル」をどう磨くかを考え、 重 要 な 要 素 に「 お 土 産 」 が あ
から、本のタイトルは『日本人

ら始まり、壁と床を解体して、
約４ヵ月かけて行われた。

座の開閉も自動となっている。

止の工夫もされていて、女子学

れており、スマホなど忘れ物防

え、最新式の便器は蓋および便 「忘れ物ゼロトレー」が設置さ

健所や感染症研究所の人

の最前線に立ってきた保

その陰に、感染症対策

繋がってしまったのだ。
とで開放感があり、シンクは白

排気ダクト工事も行って換気効

トイレ内は、ドアノブの上に
を基調にマーブライトカウンタ

人感センサー式ＬＥＤ照明に替

ーを使用し、壁はほのかなピン

水際で食い止めなければならな

いのに、適切な対応がなされな

決め手となるワクチンの開発

かったことも明らかだ。

するなど消極的な態度を取り続

け、
「 政府が背を向けてしまっ

そこで外国から調達しなけれ

た」からなのだ。

ばならなくなったが、菅首相自

身も認めているように

メーカーとの交渉でも

失態があり、確保が大幅

５月 日現在の「国・

に遅れた。

地域別の百人あたり接

種完了者人数」では、イ

スラエルの ・１６人は

別格としても、米国 ・

１３人、英国 ・７９人

カ国中で

に対して、日本はわずか

１・０５人、

「 国民の生命と健康な

最下位だ。

生活を守る」は、常に最

優先の政治課題とされ

る べ き で あ り、 後 手 に

まわるばかりで一向の成果が上

首相のトンチンカンなアクション

ベノマスクの配布といった安倍前

初動の段階での一斉休校やア

は内閣不信任案を提出するとき

だ。
立憲民主党の枝野代表が
「今

の救護などに全力を尽くすべき

いる医療機関への支援と感染者

疫対策、崩壊の危機に直面して

も早いワクチン接種の普及と防

傾けようとはしない権力者の傲

は、専門家の意見に謙虚に耳を

い。

がらない施策を見直して、一刻

員削減など、長年にわた

ウイルス感染者のうち新たに

る自民党政権の予防医学軽視の

生から好評を得ている。

人が変異株（Ｎ５０１Ｙ）に感

ｏＴｏイート」といった事業を

長年棚ざらしになっていた憲法

いまだに五輪への強い執着や、

ところが、
菅内閣はと言えば、

ではない」と政局を回避したの

始めて、人の移動を増やしてし

も当然だろう。

まったことも失敗だった。感染

「ＧｏＴｏトラベル」や「Ｇ
検査は、現段階で職員全員が

改正のための国民投票法改正案

慢な姿勢を如実に示している。

感染していないかを確認し、学

拡大を防ぐには、人の移動をで

染していたと発表。うち 人が

Ｒ検査を実施した。検査は、滅

て職員および学生にＰＣＲ検査

松本圏域の感染者で、県内全域

菌容器に１ 以上の唾液を採取

内の感染拡大防止を図ることを

ル４）を受けて、本学は５月

れ、
今年で 年が経過している。 圧力不足となり洋便器の水の流

する方法で、プール方式を用い

日（木）
、本館６階６０１教室

れが悪く、手洗いの際も水の出

せようとするなど、首を傾けた

を

で最も多い。

今回改修工事となった女子トイ

きるだけ制限しなければならな

実習館３階西側女子トイレの
全面リニューアル工事が４月

いはずなのに、菅首相は今年の

｣に 成 立 さ

を実施し感染予防に万全を期し

くなる動きしかしていない。

ど
｢ さくさ紛れ

ていきたい」との見解を示して

ゴールデンウイーク明けにも再

目的に行われた。宇田川信之歯

ml

日（火）
、新型コロナ

いる。

たＰＣＲ検査によって解析され

18

工事は２０２０年 月 日か

況を見極めながら、必要に応じ

た。
結果は全員が陰性であった。 学部長は「今後も地域の感染状
と、給湯・給水管の劣化により

県は

が悪いなどの要因から、リニュ

に生まれ変わった。
実習館は１９７４年に建てら

18

ーアルされた。

人感センサー式 LED 照明のパウダールーム

感染力の強い変異株の侵入を

道に、米公民権運動の指導者で

知らないのだ。

訪米は、
両首脳がエアフォース・ たカール・ローブ補佐官が「イ

あるキング牧師が暗殺された地
訪問したことである。米国のリ

で日本のゲーム『あつまれ ど

摘されなければならない。

にある「国立公民権博物館」を
ーダーがキング牧師の最期の地

うぶつの森』にハマっていると

ブッシュ元大統領は 年にテ

弓だ。

でその死を悼む姿勢を見せるこ

いう。お堅い苦労人だと思われ

界を生き抜くための「底力」を

ちなんだものがいいと、弓を贈

とは、差別に強く反対すること

となったのだろうか。

ることを提案した。その狙いは

と同じ意味になる。歴代大統領

キサス州知事に立候補したが、

当たって、ブッシュ元大統領は

メディアでの下馬評は低く、苦

おきの情報を満載したつもりだ。 戦を余儀なくされていた。そん

大感激だった。

引き出し、読者の「生き残り」

なときに、ブッシュ元大統領の

の手助けとなるような、とって

知人が日本の明治神宮で勝利祈

年が経

「生き残り」に欠かせないの

えてみれば、小泉純一郎元首相
った。入れ替わりの激しい政治

は人間関係だ。そこで今回は、

笠原

の世界において、 年もの間こ

日（金）だ。考

まとめた本が出ることになった。 禍ひいてはアフターコロナの世

うれしいことに、私の活動を

ら「贈り物の極意」についての記事を要約して紹介します。

り、飯島先生の小泉内閣秘書官時代のエピソードに触れなが

『プレジデント』 月４日号「リーダーの掟 飯島 勲」よ
6

50

レは、長年の使用に伴い照明が

唾液を摂取して提出する職員

35

大学誌編集主幹
特任教授

政策があることは否定できな

率も向上させた。手洗いシンク

トイレ内の天井を高くしたこ

10
ク色、ドアはオレンジ色にして

長野県松本地域の新型コロナ

警戒レベル４を受けて
ウイルス感染症拡大（警戒レベ

41
において職員全員に対してＰＣ

15

コロナ禍の中で考えよう

50

暗く圧迫感があるなどの問題

46

56

発売日は５月

浩

創立者の 「視点」

20

26

共同記者会見に臨むバイデン大統領と菅首相

全職員にＰＣＲ検査を実施

自動開閉トイレ
忘れ物ゼロトレｰ

20

21

全面リニューアル工事が終了

日（木）に終了し、美しく清潔

実習館3階・女子トイレが美しく変身

12

94

12
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め、まず歯科医師臨床研修が

指定基準の明確化、
⑦「単独型」 者の要件の確認が示された。

る特例の周知、⑥臨床研修施設

医のマッチング後の異動に関す

研修の導入、③プログラム責任

年に１回程度のフォローアップ

いこと、さらに多面評価とフォ

な研修目標においては心配のな

関する情報に関しては厚生労

以上の歯科医師臨床研修に

管理委員会の音琴淳一教授が務
年目を迎えて、１．臨床研修内

とに制度の見直しが行われてき

ては、これまでおおむね５年ご

歯科医師臨床研修制度につい

種を含む関係者からの多面的評

②指導歯科医だけでなく、多職

高齢者社会を見据えた見直し、 講の必修化、②指導歯科医の５

改正点としては、①到達目標の

１．臨床研修内容についての

歯科医にも指導歯科医講習会受

点としては、①大学病院の指導

３．指導体制についての改正

い目標を掲げているため、新た

行われ、充実した研修内容と高

齢者や全身管理下にての診療が

連携歯科学講座を中心とした高

が示された。

来年度の臨床研修に備えること

必要があれば本学研修管理委員

する情報提供を間断なく行い、 公開されている。
ご参照のうえ、

さらには松本歯科大学校友に対

会にお問い合わせ下さい。

て、本学病院では従来から地域

た。今般とりまとめられた「歯
価の推進、③臨床研修中の基盤

が行われる。

容、２．臨床研修施設、３．指 「管理型」の指定基準の見直し
導体制の３つに比較的大きな改

科医師臨床研修制度の改正に関

２．臨床研修施設についての

するワーキンググループ報告

改正点としては、①臨床研修施

研究が可能になること、が示さ

を見直すことになった。新たな

設の指導体制、臨床研修施設間

書」
（２０２０年１月７日）を

到達目標を反映した研修プログ

れた。

ラムとそれに伴う臨床研修施設

力型（Ⅱ）臨床研修施設を新設

の指導体制ならびに研修歯科医

し、
従来の協力型を協力型（Ⅰ）

の指定基準等の運用開始は２０
研修会は、冒頭で宇田川信之

とした施設間の連携の見直し、

の評価の機能強化、②新たに協

歯学部長から本研修会の主旨説

③３年以上研修歯科医の受け入

ジストを招いて開催されま

関連する５学会からシンポ

訴えました。最後に、亀山教授

臨床への創造につながることを

ることが、
『魅せる』接着歯科

モデレーター、そしてライブビ

ポジストに日本歯科理工学会の

学会から招かれた計４人のシン

日本補綴歯科学会、日本接着歯

教授のほか、
日本小児歯科学会、

このシンポジウムには、亀山

て解説していました。

性と接着歯科臨床の展望につい

に、今後の接着歯学研究の方向

ご自身の最近の研究成果をもと

した。

本学歯科保存学講座・亀山

敦史教授は日本歯科保存学

会を代表し、
「
『見えない』接

着から『魅せる』接着への転

換」と題し、平成の 年間で

８０２０達成者が飛躍的に

増加したこと、その大きな理

由の１つとして考えられる

のが接着材料の特性を最大

の修復治療であることを解

を閉じました。失った歯質を補

ューイング会場（タワーホール
日本歯科理工学会春期第 回

説されました。一方で、修復

講 師 は、 病 院 初 診 室・ 研 修

催”として４月

ものであるため、診療環境の中

ても臨床例とともに提示し、臨

どう活かすか、その技法につい

ました。

のさらなる進歩に期待が持たれ

今後も不可欠であり、接着技術

討論がなされ、盛況のうちに幕

船堀）の聴衆を交えて活気ある

島安朝特任教授からのご挨拶を れ が な い 臨 床 研 修 施 設 へ の 対
いただき、
講習会が開始された。 応、④（研修施設）指定取り消

学術講演会は、今年度は“ライ

う上で、材料と歯質の一体化は

限に活かした
（
MID
Minimal
）型
Intervention Dentistry
し後の再申請、⑤臨床研修歯科

とに解説されました。
また、
日々
だ続くこの状況下において安心

日（日）に開催されました。こ

床の中で『見えない』接着歯科

日（土）
、

センターでは不足するマスクや

できるとは言えず、日々変化す

に身近に潜んでいる接着阻害因

収センターで起案しています。

手袋、エプロン、キャップ、防

子を察知し、排除することがい

１日の多くの時間を占める業

れは、同学会の学術講演会の特

護衣などの感染対策品の調達

色である“質疑応答”を損なう

に、各メーカーや卸各社から情

る状況の中、より一層の情報収

者への発注や納入業者との検品

場感を参加者が選択できる形式
感染対策から消耗品の使用量

シアにある製造下請け工場での

ルグローブにおいては、マレー

高騰しております。特にニトリ

ました。
コロナ禍にも関わらず、

新しい学会形式として運営され

として

『
歯科医師のための内科学』
医歯薬出版

勧めできる教科書です」と話し

の先生方に、活用することをお

一線で活躍されている歯科医師

臨床研修医の先生方、さらに第

部の学生さんのみならず、歯科

す。歯科医師を目指す本学歯学

（理工学講座 准教授 横井由紀子）

集、商品確保に今後も努めて参

では、間違いのないよう特に気

ります。

臨床を想像し、見えるようにな
報を集め、安心安全で診療に臨

かに重要かを、研究データをも

を使い業務を行っています。発

めるような必要量の確保に努め

も増える中、現在必要量の在庫

口頭発表 演題、ポスター発表

withコロナの時代での

いやすく注意が必要な点がある

コロナ集団感染により工場が閉

口腔症状と全身疾患の相関性を学ぶ

ことなく、また、学会特有の臨

注依頼の際は、品名、型番、色

てまいりました。

ので、確実な記入を日々お願い

確保は行っていますが、まだま

昨今、必要な消耗品の価格が

や包装単位での個数など、間違

しております。特に新規購入品

記載されている。

ている。

総頁数 ３
= ３６ページ／カラ

患者さんを、受け持ち患者とし

％）

０円（本体９０００ 円＋税

ー 判型 Ｂ
= ５判 定価９９０

て治療したり、指導したりする

前島病院長は「高齢化社会を

本学病院の前島信也病院長が

２日目午後に行われた学会

主 導 型 シ ン ポ ジ ウ ム お よ び （木）に発売された。

背景として、複数疾患を患い、

鎖し、大幅な価格の高騰（約３

要しました。
納品検収センターでは、少し
でも多くの情報を集め、皆様に

医師のための内科学』が、医歯

倍）がみられている現状です。 があり、昨年の誌上開催から一

病院関係の業務（備品および消

が記載され、
後半の
「各
もと、接着技術の原点に戻り、 「症候学」

能性を探る 」というテーマの

では、
「 さらなる歯質接着の可

論」では各種疾患での病態や症

対応等を類推できるようになる

血圧上昇などの症状から疾患や

その実臨床における留意点に

疾患、内科疾患を取り上げ、

す。本書は、実際の歯科診療

けられない現況となっていま

ことが、歯科医師にとって避
あたっての商品の振り分けなど

状の理解にも役立つ構成となっ

Dental Materials Adviser/ 本 書 は ２ 部 構 成 と な っ て お
Senior Adviser特別セミナー り、前半の「総論」では発熱や
ご協力いただきながら、この窮

材料学的および歯科治療の現状
歯科医療の方向性を探るべく、

ていて、臨床での写真も豊富に

関してもまとめられていま

時に遭遇する頻度の多い基礎
地を乗り越えていければと思い

を見据え、今後の材料の開発と
（事務局経理室 納品検収センター）

たします。

ます。引き続き宜しくお願いい

発信していきますので、使用に

学会となりました。

発注の際はより注意が必要とな

耗品の発注・管理など）は和田

必要量を確保するために困難を

り、詳細を記入していただくこ

試薬等の購入に関する発注、検

恵子事務員と宇治理英子事務員

生活や診療に必要とされるいろ

複数薬剤を常時内服している

執筆に加わったテキスト『歯科

収を主な業務としています。各

の２人が担当しています。

いろな商品が不足するといった

薬出版株式会社から４月８日

他のメーカーにも影響が及び、 転し、本来の活気ある歯科理工

演題の合計 題の演題申込み

新刊紹介

とで時間のロスやミスを防ぐこ
とができます。
納品検収センターは３人態勢

メーカーや卸各社へ見積り依頼

おける消耗品、機器備品、薬品、 で、
田中加緒里チーフを中心に、

から価格交渉、商品発注や新規
器の保守、修理依頼など、各部

昨年から続くコロナ禍では、

署から寄せられる要望への対応

事態が起こりました。納品検収

シンポジストとして Web で講演する亀山教授

進歩している接着材料の特性を

明があったのち、本年度から病

30

物や補綴装置とは異なり、接着

〝魅せる接着歯科臨床″を解説

状態の良し悪しは『見えない』

院アドバイザーに就任された矢

２２年度からとなる。

踏まえ、今年度から制度の運用

正があることが説明された。

最後に、これらへの対応とし

ローアップ研修については学内 働 省 HP
（ https://www.mhlw.
のコンセンサスを得て、協力型
go.jp/stf/seisakunitsuite/
施設ならびにその指導歯科医、
bunya/kenkou_iryou/iryou/
）にも
shikarinsyo/index.html

15
ブビューイング可能なＷｅｂ開

77

11

本学病院臨床研修の見直しについて音琴教授が説明

２０２１年度から歯科医師臨床研修制度の一部改正が行われている。
これを受けて、５月末日をめどに本学病院臨床研修見直し案の策定を
行うためのＦＤ研修会が４月９日（金）
、本館６０１教室にて臨床研修
指導歯科医全員を対象として開催された。参加者たちは改正内容と留
意点などを熱心に学んだ。

納品検収センター

納品検収センターは病院棟３

事務局経理室

階にあり、大学内また病院内に

歯科保存学講座・亀山敦史教授が
10

64

歯科医師臨床研修医制度の改正について

シリーズ 専門性⑰

を行い、多くの決裁伺も納品検

10

50

第 1 回 「Ｆ Ｄ 研 修 会」

購入品の調査、各システムや機

納品検収センターのスタッフ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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病院だより

日本歯科理工学会学術講演会
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病態生理など歯科臨床に活かせ
今後とも、ご指導ご鞭撻のほ

貢献していきたいと考えます。
任し、それから 年が経過しま

歯科薬理学講座に助手として着

２００４年には松本歯科大学

理学の講義・実習を行ってきま
した。
薬理学は生理学や生化学をベ
ースとしていますが、外科や麻
酔、内科学などの臨床系科目の
内容とも密接に関係していま
す。これらの科目への橋渡しと
なるように心がけながら教育に
携わりたいと思います。

就任させていただくことになり

このたび、薬理学講座教授に

ータの解釈をする上で今後ます

す。歯科医学生にとって実験デ

も担当させていただいていま

メカニズム解明を中心として行

に対する漢方薬の抗炎症作用の

また、統計学に関係する講義

ました。学内および校友の皆様

ます重要になる内容のため、こ

よび京都の研究施設に４年間勤

院を修了して、その後、大阪お

を卒業し、２０００年に同大学

あるいはマクロファージ系細胞

を目的として、歯肉線維芽細胞

療に漢方薬を臨床応用すること

研究では、口腔領域疾患の治

い申し上げます。

りますよう、何卒よろしくお願

で は な く「 牙 」 を 用 い た か と 「象牙（長く突き出た歯）
」など

今後とも、皆様のご指導を承

に口頭試問が行われ、３月 日

いただいた諸先生方に、この場

亀山敦史教授をはじめ、ご指導

れ、平岡行博大学院歯学独立研

念岳」の間で学位授与式が行わ

（水）には創立

年記念棟「常

満票で合格となった。４月 日

平岡研究科長は「研究経験を

てまいります」
と決意を述べた。

に貢献すべく、なお一層精進し

ます」と深謝し、
「 今後は母校

査されて投票が行われた結果、 をお借りして深く感謝申し上げ

（水）に研究科委員会により審

求したものです。主指導教員の

一日体験入学

城」
、
「牙旗（中国で天子や大将

また、台湾語（中国福建省や 合診療科）の伊能利之助教と歯 続性を持たせた教育の考察を行
ビンナン
台湾で話される閩南語の一種） 科保存学講座・甲田訓子助手は、 いました。今回、このような学

をはじめ諸先生方に大変感謝し

ン冠に対するセメントとの接着

２人の論文は、
２月 日（火） 性について、より良い条件を追

い」と話している。

学位取得の求めに応じていきた

学院が研究指導を行い、今後も

究科長より２人に博士（歯学） 有している社会人等に対し、大

の学位記が授与された。

伊能助教は「論文では、本学

第４学年の臨床予備演習におけ

る医療コミュニケーション演習

において演習の各評価項目を評

価分析し、今後の演習や臨床実

軍のいる所に立てる旗 ）
」
、
「鬼

習、専門医共通研修へと続く連

と尻上がりになる）を画数が少

ております」と感想を語った。

なく発音が簡単である「牙」に

日本語版ウィキペディアには

語で幼児が片言を話し始めるこ

甲田助手は、
「本論文は、こ

ていただいた音琴淳一指導教授

（ 抜歯 ）
」
、
「假嘴歯（入れ歯）
」
、 ーション演習と学習評価」
、
「鏡
「歯抿（歯ブラシ）
」などである。 面研磨した歯冠修復用金属材料
何故なら台湾語の語源は中国唐 表面に対する各種合着用セメン

れから需要が増すであろうチタ

位記授与式を開いていただいた
とを「牙牙学語」ということか

トの接着性」と題した博士論文

こと、ここに至るまでご指導し

中国や台湾では歯科を牙科、歯

らも、発音が単純で用意である

を提出し、博士（歯学）の学位

それぞれ「専門医共通研修へ繋

科医を牙医と言う」との記載が

ことが分かる。

代の河洛語とされ、日本が遣唐

を取得した。
コラムで書きたいと思う。

ホーロー

使を派遣していた時代と一致す

がる臨床実習前医療コミュニケ

ある。日本で「牙」とはむき出

一度下がってから上がる）は画

るためである。この続きは今後

では日本と同様に「歯」という

病院初診室（総合診断科・総

います。

めました。

私は１９９６年に北海道大学

に、本紙面をお借りしてご挨拶

2021 年 ４月 松本歯科大学薬理学講座 教授

っています。研究面においても

2013 年 ４月 松本歯科大学歯科薬理学講座 講師

今後一層努力していきたいと思

2004 年 ４月 松本歯科大学歯科薬理学講座 助手 （2007 年４月 助教）

ちらも理解できるようにわかり

2000 年 ４月 大阪府立母子保健総合医療センター研究所・免疫部門 流動研究員

やすく伝えたいと思います。

2000 年 ３月 北海道大学大学院・歯学臨床系専攻 修了 博士（歯学）

申し上げます。

薬理学講座

した。この間、教育では歯科薬

敏昭

ます。

荒

ど何卒よろしくお願い申し上げ

学と地域など松本歯科大学の内

態解析や診断病理学などこれま

教授

る研究を講座一丸となって発信
していきたいと考えます。

外を問わず教育、研究、臨床の

（２０２１年 月１日付 就 任 ）

いては常態と病態を結ぶ学問と

基礎と臨床、医科と歯科、大
して病態を正しく理解し説明で

どの口腔の検査外来や口腔心身

病理学講座

症の相談にも従事してきまし

村上 聡

こ の た び、４ 月 １ 日 付 で 病
た。
今後は口腔の検査を通じて、

教授

有機的融合を目指し「人を大事

理学講座教授に就任させていた
臨床においても微力ながら貢献

で培われてきたテーマに加え

に」をモットーに本学の未来に

きる、考える歯科医師の育成に
病理の診断や検査は、大学と

努めます。
一般歯科医院との接点でもあり
ます。私はこれまで、病理診断
だけでなく、味覚異常、ドライ

だきました村上でございます。

マウス、歯科金属アレルギーな

学内、校友の皆様にご挨拶申し
させていただけるのではないか

正しい診断がなければ適切な医

研究においても口腔上皮の病

と考えております。

上げます。
病理学は名実ともにコネク

療を提供することは困難で、診
て、唾液や味覚の検査、歯根膜

1996 年 ３月 北海道大学歯学部 卒業

字を使用する。例えば「挽嘴歯

した大きな鋭い歯という意味が

数が多く、発音する際に舌先を

で
chi

は比較的古来の意味に合致す

一 方 で「 歯 」
（ 発音は

る。前述の日本語版ウィキペデ

使うため面倒であることから、

あるため、
「歯」を用いること

ィア解説は全て正確とは言え

開催時間 9：30 ～ 15：00（受付 9：15 ～）

●模擬実習 ●入試説明 ●進学相談 など

〔主任教授〕

５月 日付

（事務局経理室事務員
（出向受入職員）
）

係長）

５月 日付

（事務局庶務課



４月 日付

５月 日付

（事務局経理室事務員）

５月 日付

（主任教授（歯学部口腔顎顔面外科学講座）
）

栗原 祐史 

５月 日付

（ 主任教授（歯学部口腔顎顔面外科学講座）を解く）

芳澤 享子 

〔解く〕

www.mdu.ac.jp
www.mdu.ac.jp

日㈪

納骨式

３日㈭

山﨑 尚美 （事務局大学病院事務室事務員（派遣職員））

〔採用〕 

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

晃（ ・事蒼務穹局会支事援務セ室ン兼タ務ーを・解校く友会）

〔兼務解く〕 

※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。

多田 比紀 

〔定年退職〕

奥原

栁澤 和代

小松 弘章

●キャンパスツアー ●ランチ体験

〔採用〕 

① 6月13日㈰
② 7月11日㈰ ③ 7月18日㈰

学位記を受領した伊能助教（右）と甲田助手

■お問い合わせ■
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ターの役割を果たす分野です。

断の根拠として基礎と臨床をつ
の病態生理、歯科用レーザーの

長い時代を経て「牙」の本意を

の「牙」を使い、権勢や威嚇の

変えてきたか否かについては今

中国語では次第に「牙」を使用

「牙」は元来「大きな歯」と

ているのである。

りん う ほ う

ず、言うなれば「歯とは全ての

後も研究していきたいと思う。

意を表すと同時に、
「牙」が持

現代中国語ではよく「牙」と

いう認識をされてきたが、言語

歯」の違いが無いということで

歯牙の通称であり、言語の進化
れたが、
「歯」は通称であるた

という字に動物の名称を付ける

に伴い「齖」や「歯」に分別さ

ま し た か？」 や「 私 の 牙 歯 が

め日本で使われる「歯科」は決

たか？」
、
「私の牙が痛む」と言

「お子さんの牙は何本生えまし
うことが出来る。しかし単独で

、
「象牙」にはそれぞれ
いうことになるが、これは恐ら は大きさや鋭くどう猛な「牙」 「獠牙」
」が当たる。
く古代漢字の「齖」
（発音は 
y を形容している。それ以外に「牙 「 fang, tusk, ivory

意味である。その他、前述した

（犬歯）
」
「獠牙
（む ある。例えば「 canine
の字に置き換えることができ、 して間違いではない、となる。 ようになった。例えば
それではなぜ中国語では
「歯」 き出した歯）
」
、「虎牙
（八重歯）
」
、 とは「犬・犬の」という本来の

痛む」などは「牙」という単体

ば「お子さんの牙歯は何本生え

つ本来の意味以外に新たな意義

2021 年 ４月 松本歯科大学病理学講座 教授

する傾向となった。しかし日本

2019 年 ４月 松本歯科大学口腔病理学講座 准教授

では歴史的に長く使用された通

2012 年 ４月 東京歯科大学臨床検査病理学講座 講師

「歯」の２字を併用する。例え

林 干昉

なぐのが病理学です。教育にお

台湾だより
校友会台湾名誉支部長 ９期生


2007 年 ４月 東京歯科大学歯科医学教育開発センター 助教（臨床検査部兼任）

最後に述べておきたいのは、
の多重進化や動物における前歯
と臼歯の形状などに伴い、
「牙」 英語には「人の歯」と「動物の

『
歯』と 『
牙』の違い②

2000 年 10 月 イタリア・ミラノ大学医学部薬理学研究所に留学

を与えている。これらの要因が

2002 年 ４月 東京歯科大学臨床検査学研究室 病院助手

称の「歯」という字を使い続け

1999 年 ３月 東京歯科大学大学院歯学研究科（病理学） 修了 博士（歯学）

略歴
敏昭教授
荒

※6・7月開催分のみ掲載

日㈬

テーマ発表会

日㈪

（第５学年）

（大学院）

Ⅰ期試験

日㈬

発表会

（大学院）

マッチング・大学院説明会 （第６学年）
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2019 年 12 月 松本歯科大学歯科薬理学講座 准教授
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1995 年 ３月 東京歯科大学卒業

17

歯科保存学講座・甲田訓子助手

4

牙（外に突き出た歯）
」は動物

「歯」という字を使うことはほ

病院初診室・伊能利之助教

略歴
聡教授
村上

2003 年 ２月 京都大学再生医科学研究所・生体システム制御学分野

30
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「中国語の牙は歯全般を意味し、 簡略化したからであろう。中国

とんど見られない。

論文で博士（歯学）の学位取得
16
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