さらなる研鑽誓う

歯学部学生表彰授与式

ことができます」と助言し、受

岩崎 将和（第４学年）

春日

型コロナウイルス感染症対策として賞

動賞」は文化連絡協議会委員長

行委員長・副委員長らに、
「活

受けた。また、今回特別に、交

１学年）さんも出席し、呼名を

﨑 康賞」受賞者の郭 倢妤（第

きなかった２０１９年度「矢ヶ

できず昨年度の授賞式に出席で

ナウイルス感染症の影響で入国

なお、授与式には、新型コロ

三野 耀執（ 〃

詹

維彤（ 〃

佳蕙（ 〃

小嶋 嘉子（ 〃

青木 宏樹（ 〃

）

）

）

松浦 宏季（第３学年）

薄井 理人（ 〃

）

福島 英子（第２学年）

苦瀬 隆史（ 〃

）

箕浦史絵菜（第１学年）

）

）

ショウヨ

通事故現場で人命救助に貢献し

馬

カク

た宮川義基君（第６学年）に後

）

収めました。皆さんはさらに上

年間を通じた顕著な成績・活動

ん、おめでとうございます。１

続いて川原一祐学長は「皆さ

漢洙（第２学年）

前田 風華（第３学年）

長尾 将平（第４学年）

ファン

黄

パク

ホウ

ソンボム

晟帆（第５学年）

ハンス

カンタツ

イトウ

伸吾（第３学年）

第 回全日本歯科学生体育連盟正評議委員

堀尾 拓未（第４学年）

２０２０年度体育連絡協議会委員長

林

◇スポーツ賞

マ

ヨシエ

日、
「活動賞」が贈られること

武井 祐太（ 〃

閉式後、賞状を手にした学生

たちは、矢ヶ﨑理事長、川原学

を目指して頑張ってください。

に敬意を表します。何事も１回

朴

冠達（第１学年）

第 回体育祭実行委員長

伊藤 公平（第２学年）

第 回体育祭実行副委員長

井口 創太（第２学年）

◇活動賞

２０２０年度文化連絡協議会委員長

長尾 将平（第４学年）

修制度マッチング説明会を開催

２教室において歯科医師臨床研

受験予定者を対象に、本館６０

ルに在籍する歯科医師国家試験

年の学生およびＭＤＵゼミナー

い。
『歯科界のリーダー』とし

感を持ち合わせなければならな

をも支え、気を配るだけの責任

ず、スタッフやその家族の生活

確な判断ができる能力のみなら

営者』としては瞬時に冷静で的

きる能力が必要とされる。
『経

の歯科医師像をしっかり持って

め、国家試験受験前に自分なり

ると狭き門となるが、プログラ

大幅に削減される。例年に比べ

Ⅱ（複合型臨床研修）で 人と

◇矢ヶ﨑 康賞

交通事故現場での善行

宮川 義基（第６学年）

した。この説明会は、大学の各

ては、患者のみならず同業者か

おくことが、充実した臨床研修

）

セン

になった。

梢（第５学年）

年度成績が平均点 点以上・順

賞を祝した。

点以上

位１位の者に授与される。
「矢
ヶ﨑 康賞」は平均点
で、上位３名（成績順位１位の
者が特別賞の場合は、成績順位
２位から４位の３名）に、
「ス
ポーツ賞」は、体育連絡協議会
委員長ならびに全日本歯科学生

状はあらかじめ配付され、呼名された

体育連盟正評議委員、体育祭実

賞状は創立者 故・矢ヶ﨑 康先生が
学生は起立して栄誉に浴した。

の優秀な成績は尊敬に値し、受

矢ヶ﨑 雅理事長は「皆さん

に授与される。

東京歯科医学専門学校（現・東京歯科

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

大学）在学時に優秀学生賞を受賞した

30

「矢ヶ﨑 康特別賞」は学年ごとに前

24

賞状の書式を模したもので、今回は新

賞を嬉しく思います。今春卒業

長、役職教員を囲んで学年ごと

に記念撮影を行った。

また、松本歯科大学の学生の特

やって終わりにしてしまうので

彭

て世界で活躍してください」と

した皆さんの先輩・ 期生は、

徴は、表情が明るくしっかり挨

はなく、必ず何回か繰り返して

新木 太朗（第５学年）

歯科医師国家試験において全国

拶をすることです。こうした生

行うことを心がけてください。

植野 裕司（ 〃

各賞の受賞者（敬称略）

活態度も忘れずに、同級生や後

そうすれば取り組んでいること

賞賛・激励した。

輩たちを導いてほしいと思いま

に磨きがかかり、理解を深める

◇矢ヶ﨑 康特別賞

忘れず、優秀な歯科医師になっ

～ ％であり、第３希望までで

アンマッチを回避するためには

約 ％がマッチすることから、

第３希望か第４希望までの登録

を行っておくことが必要である

ことを、マッチング協議会のデ

講座および大学院の各講座説明

らも尊敬されるべき存在である

て過去を推測し、将来を予測で

会と日程を合わせて毎年実施さ

こと。
『歯科医学研究者』は「想

ムⅠでは総合的歯科診療研修に

臨床研修）で 人、プログラム

は定員がプログラムⅠ（単独型

も説明した。２０２２年度から

評価基準、雇用規定等について

床研修プログラムの内容や研修

さらに本学病院の歯科医師臨

れているものであり、本学病院

生活を送る上で重要であること

ータをもとに助言した。

の研修管理委員会委員長の亀山

像」を「創造」に転換できる楽

日（月）
、本学第６学

歯科医師臨床研修制度マッチング説明会

「歯 科 医 師 と し て の 方 向 性 を 持 つ こ と 」

す。この賞を胸に日々の努力を

第２位という素晴らしい成績を

矢ヶ﨑理事長の話を傾聴する受賞者たち

どんな自分ですか？」と問いか

に「あなたがなりたい自分は、

亀 山 委 員 長 は 冒 頭、 参 加 者

に、歯科医師としての方向性は

情熱を注ぐ道もある。このよう

して次世代を担う人材の育成に

のように『歯科医学教育者』と

年は第１希望でのマッチ率は

用いて説明を行った。また、例

そのアルゴリズムについて図を

チングプログラムの参加方法と

次に、歯科医師臨床研修マッ

将来像に合わせた研修内容とな

は２つと少ないものの、自らの

能になったため、プログラム数

間の診療研修を加えることも可

加えて、専門診療科での４ヵ月

けた。
『臨床家』として生きて

歯科医師の数と同じだけあるた

っている。
いくためには、患者の現在を診

説明を行った。

25

55

２０２０年度の歯学部学生表彰授与式が７月 日（木）
、創立 年
記念棟３階「常念岳」の間において催され、在学生 人に「矢ヶ﨑
康特別賞」
、「矢ヶ﨑 康賞」
、「スポーツ賞」
、「活動賞」の各賞が贈られた。
学生たちは栄えある受賞の喜びに満ち、さらなる研鑽を誓った。

80

敦史教授（歯科保存学講座）が

６月

53

31

31

95 79

15

90

44

を説いた。

14

しみがある。そして亀山委員長

研修プログラムを説明する亀山委員長

77
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在学生 24 人 の 栄誉 を 称 える

飯島 勲

カネがないなら、頭を使え、手を動かせ
内閣官房参与
松本歯科大学常務理事
特命教授

『プレジデント』 月 日号「リーダーの掟 飯島 勲」より、
幼少期を含めおカネの苦労が絶えなかった飯島先生が、人生

る部分 ）
。今では当たり前にな
れたな。右ハンドルの車の左側

。でもこれも飛ぶように売
っているが、当時の車にはこれ （笑）

からは、その１００倍波瀾万丈

んなことはない。秘書になって

かなあと思っていたら、全くそ

くなっているのに、値段が高い

を片方だけにして、銀杏の葉っ
がなかったのだ。これが爆発的

イチョウ

ぱの形にしてフリルをつけた。

ばかり気をとられずに全体を手

思う。だけどあまりに売れすぎ

ら、やっぱりおカネになった。

らいあるよ。サラリーマンは仕

い特許事務所が、私を雇

に、電気関係の権利に強

することになってしまった。

事に不満はあるだろうか。雇う

い。これもいい儲けになりそう
ってくれるというので、

かつて「近くに住んでいる人

ぎて、他のクリニックに受診す

るのは耐え難い」と、新規開業

抑制論を唱え、歯科大学定員削

減を推進された歯科医師会幹部

に言わせれば、給料の ％は我

たいのを我慢しているのだ。私

半世紀前には「病気の治療」

及し、交通機関も発達した現代

去のものだ。

は、食べていくために必死だっ

医科大学とのＷｅｂ交流などに

できる。

やオンライン個別相談会を利用

第６学年の春日 梢さんが学

挙げた。その後のキャンパスツ

持って頑張っていることなどを

をきっかけに批判される

円違えば主婦は

これは歯科医師過剰の

科医院も多いのだから、

いほど繁盛している歯

予約がなかなか取れな

ようだが、その一方では

するクリニックもある

患者が来なくて倒産

るのは当然だ。

医療者を慎重に選択す

に、自分の健康を預ける

を気にする人が多いの

い物でさえ品質や価格

の話である。日常的な買

チラシの商品の価格差

と言われる。スーパーの

３００メートルは歩く」

「

健康や医療に関する情報が普
た。でもあのときの日本人はみ

では、
少々離れたところでも
「良

出せばおカネになる。当時の私

が自分の歯科医院の前を通り過

の先生がおられた。お気持ちは

最終選考までいったが、あと一

分からないではないが、村に一

の人生が待っていた。

軒しかお医者さんがなく、村の

につけるポール、この先端を光

前回、ここ数十年の間に日本

な大ヒット。高さを調整できる

国民の歯科医療に対する見方が

歩のところで当選には至らなか

側と雇われる側、お互いに不満

人はだれもがそこのお世話にな

仕事をしていれば嫌なことぐ

はある。だが、上司の悪口を言

るしかなかった時代はすでに過

らせたらどうなるかと思った

ドアが開いたときに雨よけにな

大きく変貌したことを記した。

ようにしたのもよかったのだと

るステンレスのドアバイザーも

うために飲みに行くようなこと

医療全般についてもそうなのだ

った。今考えると、イチョウに

よく売れたな。

はしてはいけない。上司からし

後付けの大型バックミラーや、

だ、と考えていたところ、
「山
働き始めたのだが、給料

とにかく、アイデアをひねり

たので、車メーカーが標準装備

小学生だった当時、あまりお
に水晶がある」と言いだす子供
が 安 く て、 副 業 を し な

いお医者さんを選んでかかる」

てみれば、君のことをクビにし が、一言でいえば「 Cure
から
へ」の流れである。
Care

抜きせずに描いていたら、当選

カネのある家庭でなかった私
がいたので、私はキャンデーを

そうこうしているうち

したかもしれない。

は、学校が終わると納豆を売り
放って山へ行き、ずっと探した

と「救命」が医療の至上目的で

一日体験入学は今後、８月

ことなどあらゆる質問に応じた。 最期についての報道など

ついて紹介した。本学の特色と

自己紹介する案内役の学生たち

とさえも起こり得る（小児歯科

う熱心な母親たちによって実際

は、自分の子どもを守ろうとい

が未開拓だった一九七〇年代に

こうした流れに拍車をかけた

にそうした状況が生じていたこ

それでは「患者から選ばれる

お医者さん」になるには、なに

とを、筆者は体験している）
。

が必要なのだろうか。次回には

日本の医療システムの長所の

ある。だれでも自分が気に入っ

それについて検討を試みること

にしよう。
（つづく）

た、あるいは信頼できると思っ

で受診することができる。

た歯科医師や医師を自由に選ん

ひとつに「フリーアクセス」が

機関の発達であった。

のが、情報化社会の到来と交通

代となったのだ。

Ｌの維持向上が重要視される時

ので、今や患者が主役 patient 患者側が不勉強な医師よりも新
が 当 然 と さ れ、 Ｑ Ｏ しい知識を持っているようなこ
oriented

高度情報化が進んだ社会では

の医 がある。
doctor oriented

ためではない。患者に逃げられ

日、９月５日、 日、 月３日、 ようになる。

６月 日（日）に今年初めて

しては、①教員は学生との距離

てしまう先生のほうにこそ問題

の一日体験入学が開催され、４

が近く親身になって指導してく

「 患者は黙ってオレにまかせ

裕理事長が座長を務め、タレン

組 人が参加した。参加者には

れる、②ウイークリーテストで

ていればいいのだ」といった家

トの堀ちえみさんが舌がんの告

事前に体温チェックと抗原検査

学習習慣が身に付く、③単科大

日、 月 日（いずれも日曜

知から手術を経てリハビリに至

を受けていただき、新型コロナ

日）に開催される。コロナ禍や

る経緯を語った。また口腔がん

感染症対策を行ったうえでの実

療スタイルはすでに過去のも

の分野で見識の高い東京歯科大

父長的な

学の柴原孝彦教授、明海大学の

施となった。

遠方のために参加できない場合

嶋田 淳教授、日本対がん協会

生の視点で本学の魅力をプレ

アーでは学内の充実した各種施

10

に活路を見出したノウハウの記事を要約して紹介します。

歩いた。まず町長のところへ行

慢代だ。それを実力・貢献 ％

のがすでに常識となっている。

と考えられ、筆者らはそ

き、家族４人に全員分だといっ

んな、文句も言わずにそれぐら

あり、そのためには患者の苦痛

のように教育された。た

くては生きていけなかっ

や意思などは無視してもよい

今の状況を打破するためにはど

とえば、回復不能な末期

が水晶は見つからない。暗くな

私は納豆売りだった頃から、

に近づける努力をしているか。

うすればいいか。それだけを考

て１箱（５個入り）を置いてく

これだけ儲かった儲かったみ
たいな話をすると、すごく景気

え抜いて手を動かしてきた。だ

の納豆セールスになった。

笠原

い働いていたのではないかな。

がよいみたいだけど、実際は、

がん患者に対する多大な

た。そこで、自動車部品

今となっては違法になってし

もらえる相談料、アイデア料は

からこそ、今の自分があると思

苦痛を伴う延命処置であ

の会社に、自分のアイデ

まったが、クルマの排気ガスを

っている。つまり、
「 自分の状

っ て も、 そ れ を 施 す の

って帰ると、キャンデーはグチ

出すマフラーを細工して、走る

微々たるものだし、うまくいか

況や環境を少しでもよくするた

が医者の務めだとされ、

ャグチャになってしまい、大失
た。こだわったのは自分の仕事

とものすごい音がする仕組みも

政治家一年生とはいえ、小泉

ないこともたくさんあった。

実際にも強行されてい

る。それを皮切りに同級生、先

を「アイデアを売るだけ」にと

売れた。アイデア一発で売れた

めに、必死で頭を使いなさい。

輩、知人の家ぜんぶを戸別訪問
歳になって東京へ上京して
どめたこと。アイデアを買った

のは、
「ドライバー手袋」だ。

もがきなさい。手を動かしなさ

アを売り込んでみることにし

からは、銀座で絵を売ろうとし
人たちはそれを使って何を作ろ

純一郎衆議院議員の秘書になれ

敗だった。

たこともあったし、デパートの
うと「俺が発明したんだ」と大

るということで、やっと落ち着

すれば 個、 個ぐらい簡単に

ッションデザインを募集してい

」でファ
大きいアイスキャンデーを売っ 「ＰＡＲＣＯ（パルコ）

どこにでも売っている革の手袋

さばき、辰野町でナンバーワン

てひと儲けしようと考えた。次

の指先の部分だけ切って売っ

よく売れたのは、後付けのヘ

への配慮を欠いた医療の

手を振って言える。

あり方は、昭和天皇のご

て、私も応募したことがある。

教務部長が個別面談方式で、入

私が考えたのが「イチョウルッ

学試験、授業内容、学生生活の

のターゲットは草野球をやって

せたと思う。この研鑽を来る第

いる人たちで、一カ所に大人数

黒岩大会長は「通常開催では

ク」というもので、婦人服の襟

と全身の健康とのつながり」に

回記念学術大会の成功につな
げたい」と話している。

在学生が本学の魅力・特色をプレゼン

歯学部 「
一日体験入学」を開催

••••••••••••••••••••••••••

くことができないが、今回はい

ッドレスト（座席の頭部を支え た。元の手袋より切った分小さ いた生活を家族にもしてやれる い」と言いたい。
た。 patient should be
（患者＝我慢す
patient
歯周病学講座の
し、伊比 篤技工士がチタン冠 つでも何度でも聴講できるとい 排列」を指導し、進学相談では べき者）だったのだ。
Center
Brian
教授に「 歯周の健康 技工の研磨を中心に紹介した。 うＷｅｂ開催のメリットを活か 宇田川信之歯学部長と中村浩彰
しかし、そうした患者
L.Mealey

ついて講演していただいた。

講演数が多くすべての講演を聞

が集まっているので効率がい

納豆で儲けた私はより利幅の

大学誌編集主幹
特任教授

は、Ｗｅｂオープンキャンパス

は「真・顎咬合学 今こそ団結！

ゼンテーションし、６年間の学

学なので学生全員が同じ目標を

日本顎咬合学会の理事長であ

の垣添忠生会長らが、
早期発見・
依頼講演の演題数は１００を

設を案内した。
医学・谷内秀寿講師が「人工歯

午後の模擬実習は、入門歯科

習の流れ、自然豊かなキャンパ
特 別 公 演 は、 テ キ サ ス 大 学

ス、活気あふれる「松濤祭」や

にかけて、Ｗｅｂ形式（オンデ

San Antonio Health Science タ ン の 臨 床 展 開 に つ い て 解 説 体育祭、クラブ活動、中国河北

超える充実したプログラムを用

マンド）で開催された。テーマ

意。本学からは黒岩大会長がチ

10

（その 2）

95

22

公開フォーラムⅠでは「超高
齢社会における歯科の役割」と
題し、義歯・咀嚼・自立の相互
関係や口腔と認知症との関わり
について論じられた。さらに公
開フォーラムⅡ「口腔がん」で

10
早期治療の重要性を説いた。

は、日本歯科専門医機構の今井

26

臨床力を磨く」で、コロナ禍に

14

おける会員の絆を再構築し、発

11

る本学理工学講座・黒岩昭弘教

24

40

18

が６月 日（土）から 日（月） こうとの思いを込めた。

39

浩

創立者の 「視点」

95

16

38

21

歯科医療は変わった !

飯島先生にも苦労の過去があった

７

授が大会長となり、第 ・ 回

13

30

表によって卓越した臨床力を磨

理工学講座・黒岩昭弘教授が大会長
日本顎咬合学会学術大会・総会

右から黒岩大会長、堀ちえみさん、今井座長

20

第 38・39 回日本顎咬合学会学術大会開催
12
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『Scientific Reports』 にオンライン掲載

「歯科医学研究」 学生たちの研究成果

本学歯学部の学生たちの研究成果が、学術誌『 Scientific Reports
』に
オンライン掲載された。第２・３学年の選択科目「歯科医学研究Ａ／Ｂ」
で取り組んだ研究課題で、溶血性細菌が歯周病原細菌を抑制することを
明らかにした。口腔微生物に関して高度な知識が求められる歯科医師を
目指して、今後の活躍が期待される。

に着目することとなった。口腔
健康な口腔環境維持に応用利用

り、口腔細菌へのさらなる関心

数多く経験できた」と語ってお

と、講義では得られない体験を

し、認定講習会、安全講習会、

の普及と会員の技量向上を目指

る。そこで、レーザー歯科治療

掛けていく方針。

は診療ガイドラインの構築も手

の研修プログラム確立、さらに

ザーに関連する学際領域ととも

た医療技術提案書から保険収載

日本レーザー歯学会が提出し

果たすことになる。吉成教授は

適応範囲を広げ、重要な役目を

目を合わせ６項目となってお

れた軟組織への応用関連の４項

応用加算、２０１８年に収載さ

成加算／手術時歯根面レーザー

００８年にう蝕歯無痛的窩洞形

術大会、教育研修会、認定医試

また、コロナ禍を機に従来の学

デンス構築を図ってゆきます。

照射療法を展開できるようエビ

に光の特性を活かしたレーザー

載を指向した新規技術、ならび

されたレーザー歯科治療は、２ 「学会主導研究を含め、保険収

り、歯科医師国家試験にもコン

会の期待に応え、本会の使命を

験のあり方を見直していく必要

達成し、より良い学会となるよ

もあろうかと思います。会員の

理事長就任にあたり吉成教授

う鋭意邁進してゆく所存です」

スタントにレーザー関連の問題

は、今後は学部生、臨床研修歯

と抱負を述べている。

皆様からのご意見・ご要望や社

科医にも声かけを行い、若手会

（日本レーザー歯学会のＨＰは

が出題されるようになってきて

員の増加に積極的に取り組むと

いる。

同時に、日本歯科専門医機構と

かに営まれた。

連携し、認定医・専門医のため
）
http://jsld.jp
••••••••••••••••••••••••••

ご遺骨は丁寧に納骨され、解

剖学講座並びに病理学講座の教

員らが参列して法要を行い、順

に焼香し手を合わせた。挨拶に

立った解剖学講座の金銅英二教

授は「故人およびご遺族をはじ

め多くの皆様に支えられ、学生

は勉強させていただいていま

す。
今後も学生には、
多くの方々

員会に所属し、各種委員会活動

員会、医療安全委員会などの委

薬剤委員会、院内感染対策委

度管理・調整及び用量について

ワクチンによって保管場所や温

チンのメーカーが異なります。

行われておりますが、各々ワク

身体の神秘さなどについても学

ぶ事はもちろん、
生命の尊さや、

本的構造・形成・機能などを学

解剖学実習は、人体各部の基

に誓い、感謝の言葉を捧げた。

してまいります」と哀悼ととも

のご協力を得て成長できている

や資料作成、情報提供等を行い

も違いがあります。こういった

び、第２学年の９月から、翌年

以上、主な業務について述べ

日々更新されています。その中

ンについての情報は多々あり、

新型コロナウイルスやワクチ

ス感染症のため、昨年につづき

り行われた。新型コロナウイル

納骨式が、大学墓地において執

のため献体いただいた 遺骨の

６月３日（木）
、解剖学実習

解剖諸霊位慰霊祭が挙行できな

い現状の中、最少人数でしめや

ずに一層の研鑽を積むよう指導

ことを自覚し、感謝の心を忘れ

ます。

注意を払いまた、かかわるスタ
業務マニュアルの作成・見直

２月までの６ヵ月間にわたって

ましたが、
今年は上記に加え
『新

から正しく有益な情報を精査

行われている。

ッフ間で情報を共有し、協力し

型コロナワクチンの管理』とい

し、発信・活用することが大切

ながら接種を進めています。

う重大な業務もあります。政府

であると考えます。

（薬剤師 山﨑三恵子）

から分配されるワクチンを適正
チンを有効に接種できるよう

に管理・保管し、限られたワク

を図ります。

しを行うことで、業務の適正化

【業務マニュアル作成・見直し】 面からも、取り扱いには細心の

現在、住民接種と職域接種が

今後は、歯科医療の中でレー

できるのではないかと期待が膨

門分科会に昇格した。現在は８

された処方箋・注射箋について、 用期限や保管状況（保管温度、

ザー機器による治療はますます

らむ。

正式に日本レーザー歯学会を標

６４人の会員を擁する。

遮光などの保管条件）の確認も

教育研修会を通じ、認定医・専

内環境が健常者と異なる歯周病

学生らは、
当該研究を通して、 を高めた。

（微生物学講座 講師 三好智博）

歯科保存学講座・吉成伸夫教授

日本レーザー歯学会理事長に就任

榜し、２００７年には日本歯科

にレーザー歯学の進歩発展を図

一環で行われた研究であり、学 菌 の 生 育 に は 影 響 せ ず に、 P. 医学会認定分科会に加入が認め
の増殖を特異的に抑 られて順調に発展してきた。
gingivalis
生らは自らの唾液を血液寒天培

行います。

95

門医制度を充実させている。

患者の唾液中の口腔細菌による
溶血性を詳しく調査することに

健常者と歯周病患者の唾液中

••••••••••••••••••••••••••

より、歯周疾患と溶血性細菌の 「教科書で学ぶ以上の深い知識
関連性が示されると予想し、本

の溶血活性を持つ細菌を調べた

研究がスタートした。

裕 司 君、 浮 田 英 彦 君、 高 坂 怜

本学歯学部第６学年の植野
子 さ ん と、 第 ５ 学 年 の 三 浦 佑
ところ、 Gemella
属に分類され

る細菌が数多く同定された。ま

樹 君、 ２ ０ ２ ０ 年 度 卒 業 生
の 大 毛 翔 吾 君、 中 田 智 是 君

そ の 結 果、 本 菌 は 多 く の 細

年には法人格を取得し、一般社

り、国民に良質かつ安心・安全

ら の 研 究 成 果 が、
「 Gemella た、 Gemella haemolysans
歯科保存学講座・吉成伸
が、
haemolysans inhibits the 歯周病患者の唾液中で健常者よ 夫教授は６月 日（月）、一
growth of the periodontal りも有意に減少しているという 般社団法人日本レーザー歯
pathogen Porphyromonas 興味深い結果が得られた。この 学会の理事長に就任した。
本学会は、１９８９年
」 と い う 題 目 で ことから本菌が歯周病細菌を抑
gingivalis
の学 制 的 に コ ン ト ロ ー ル し て い る 第１回日本レーザー歯学研
Nature Publishing Group
術 誌『 Scientific Reports
』 に のではないかと予想し、歯周病 究会が開催され、一般会員
６月３日（木）
、オンライン掲 原細菌である Porphyromonas １９５人、賛助会員３社に
載された。
に対する本菌の阻害 てスタートした。 年から
gingivalis

制するということが示された。

団法人日本レーザー歯学会とな

同学会のミッションは、レー

地に塗布し培養した時に、溶血

本菌の歯周病原細菌を抑制す

な歯科医療を提供することにあ

努めています。これらのワクチ

す。デメリットとしては、分解

を厚生労働省に報告することに

されやすいため低温での保存・

医薬品情報ニュースなどを作成

や製薬企業の間で情報共有する

注射剤…様々な種類の薬があ

ことになります。こうして医薬

ンの有効性は非常に高く、発症
院内で発生した副作用情報の

予防効果が約 ％とされていま

品や他の薬と飲み合わせに問題

収集・報告も大切な業務の一つ

より、厚生労働省から安全性情

のあるものもあるので、それら

報が発信され、様々な医療機関

に収載されている医薬品の総数

も含めて説明します。

することにより医薬品情報を提

は約１万４千品目もあります。

薬の種類や投与量が適切かどう

するために、投与方法・投与量・
副作用・相互作用などの情報を
収集し、その情報が適切かどう
か評価していく業務です。収集

【各種委員会活動】

どんなに良い薬であっても、正

院内製剤とは、薬剤師により

運搬が必要です。
病院内で調整され院内で使用さ

品の安全性がより高まります。

がありません。患者さんに安心

です。新たに見つかった副作用

供しています。

やタイミングなどを個別に説明

13

ける歯科医学研究Ａ／Ｂ講義の

活性を持つ細菌が多く存在する

り、 年には日本歯科医学会専

日本レーザー歯学会のホームページ

る特性は、今後、歯周病治療や

活性を測定した。

に

ことに興味を持ち、溶血性細菌

本研究は、微生物学講座にお

92

【製剤業務】

して薬を使い、薬の効果を実感

れる製剤です。無菌での調剤を

『薬剤師』ってどんな仕事を

か、飲み合わせ・相互作用の問

か、再度確認します。

した医薬品情報は、医薬品集、

ご尊霊に対しご冥福を祈る

21

り、
保険が使える薬・
『薬価基準』 します。また、薬によっては食

17

しく安全に使われなくては意味

して頂けるよう努めています。

必要とするものもあります。
薬の在庫管理を行う業務で

【医薬品管理業務】

病院での薬剤師の業務は多岐
にわたります。
【調剤】

しているのでしょうか。
「薬」

【医薬品情報業務】

す。在庫管理以外にも、薬の使

って付くから「薬」に関係した

題はないかなどを確認し調剤し

医師からの処方に基づき発行

仕事をしているのだろうな…と

ます。

【服薬指導】

医薬品を安全かつ適正に使用
【調剤監査】

の提供を通じて、患者さんに寄

調剤された薬に間違いがない

り添っています。

の専門家”として安心できる薬

多くの方は思っておられるでし

薬 局（薬剤師）

ょう。薬剤師は名前の通り“薬

シリーズ 専門性⑱

左から高坂さん、浮田君、植野君、三浦君、別枠上から大毛君、中田君

患者さんに薬の正しい服用法

納骨式での法要

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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vol.13
病院だより vol.33
錠剤、散剤、液剤、外用剤、

モデルナ製ワクチン
ファイザー製ワクチン

大学墓地でしめやかに納骨式

ご
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聖火を真備町復興の希望の光に

希望の光になれれば」との思い

って来て真備町の今がありま

ることがきっと明るい未来につ

「 歯科医院を再開し地域医療

ムの仲間だった。

式典となった。あいにくの雨の
中、県内 市町村 人のランナ
ーの一人として水川先生も参加

第 回松本歯科大学学会・総会を開催

第３学年・大堀千郷君が優秀発表賞を受賞
７月１日（木）に第 回松本

した。
リレーは走れなかったが、 歯科大学学会ならびに総会が開
セレモニーで聖火をつなぐ「ト 催された。はじめに本館６０１

議題では庶務、集会、編集、会

ーチキス」を行って、笑顔を絶 教室にて松本歯科大学学会評議
やさず周囲にピースサインを送 員会ならびに総会が行われた。
った。

コロナ禍の中で開催される東 計の幹事長から報告があり、２
京オリンピック。患者さんの多 ０１９年度決算に続き、２０２
くが復興への不安を抱え、当た ０年度事業報告と予算、役員改
り前だった日常生活は今さまざ 選について審議がなされ承認さ

〔退職〕

月 日付

月 日付

（病棟看護師室歯科診療部（口腔外科）看護師）

古畑 貴子 

〔契約満了〕

事務局大学病院事務室

矢島由佳里 （
 運動指導員（パートタイマー））
吉田 千恵 （薬局薬剤師（パートタイマー）
••••••••••••

菌であることが明らかとなっ

た。特に、 Serratia
菌は、歯周

病に関連する細菌に競合的に作

用するため、その産生する阻害

趣味であるマラソンのトレー

科医師として、ランナーとして

まし、復興につながる。再び歯

きらめること、やめることのほ
れ
、
第
回
学
会
（
総
会
）は２０
うが簡単かもしれません。しか ２２年７月７日（木）
、第 回

発表者はポスターの前で限られ

から６時までの自由討論とし、

染対策を鑑みて、午後５時 分

演題が発表された。コロナ感

阻害分子を同定する目的で実験

る。また、 Serratia
菌が特異的
に産生する歯周病原菌に対する

きるのではないかと考察してい

分子は歯周病治療に応用利用で

ニングで走っていた小田川堤防

し、皆で知恵を出し合い、様々 学会（例会）は 月１日（木）
な困難を乗り越えてきたのが人 に開催されることも決定した。

まな自粛が求められている。そ れた。なお、２０２２年度の学
んな現状に鑑み、
水川先生は
「あ 会 開 催 に つ い て も 審 議 が な さ

地域と共に歩んできた水川先生

走り始めよう。被災された皆さ

の風景など心が和む写真も収め

マクサの花々、山の街コルチナ

査結果を提出していただいた。

用紙を配布し、自由討論前に審

設定し、事前に評議員には投票

今回の学会でも優秀発表賞を

スの感染が終息しない状況では

す。まだまだ新型コロナウイル

できたと安堵しているところで

加もあり、活気ある学会が開催

くの演題申込と教職員多数の参

指導を仰ぎ、
『 歯周病原菌と競

合する微生物～その探索と発見

～』についての研究であった。

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



廣田

１日㈰～ 日㈪

７月 日付

 （講師（歯学部歯科補綴学講座））

７月 日付

（事務局大学病院事務室事務員（契約職員）
）

岡藤 範正 （


〔配置換・兼務〕７ 月 日付

鹿崎 幸恵 （法人（総務）事務員（派遣職員））



順 （法人（総務）事務員（派遣職員））
７月 日付

市枝 知里 

石橋 美紀 （事務局経理室事務員（契約職員））

〔採用〕 

●キャンパスツアー ●ランチ体験

吉田 裕哉

www.mdu.ac.jp

好きな真備町の姿は一変してし

院再開の時期を聞かれることも
に貢献すること。そして修復さ

した」と語った。

設置した仮設トイレを近隣住民

（木）
、東京オリンピックの聖火
度々あり、
「 待っている人のた
れた小田川の堤防を再び走り始

てオリンピックが無事開催され

ながると、聖火の炎を見つめな

残念ながら、岡山県内での聖

がらそんな思いが頭に浮かびま

の再建などに追われ、趣味のこ
火リレーは、新型コロナウイル

す。聖火が復興の希望の光にな

となど考えられなかった水川先

れば嬉しい。聖火リレー、そし

共助の精神で地域に貢献して来
生の背中を押してくれたのは、

で聖火ランナーを務めることに

られた（詳細は本紙４１６号に
スの感染拡大のため公道での

なった。

掲載）
。
仮設住宅や遠く離れたみなし仮

に開放し、
井戸の水も提供して、 まった。歯科医院の復旧、自宅

カルテ１万人分も泥につかっ
実施は中止となり、津山公園グ

ランナーとして次のランナーに
めに１日でも早く再開しよう」

ラウンド（津山市）で代替えの

設から通って来てくださる患者

地域の人々

さんと所属するランニングチー

てしまい、スタッフとカルテを
１枚ずつ丁寧に水で洗っては乾
かす作業を
繰り返すた
び に、 カ ル
テに記載さ
れた患者さ
ん一人ひと
りの顔が浮

西日本豪雨で被災した水川
から歯科医

かんできた。

正弘先生（９期生）は５月 日

聖火を受け渡す「トーチキス」

の歯科医院・自宅は２０１８年
が決壊し、ランニングコースの

も進めていると報告もあった。

は元の場所で再開にこぎつけた。 めることが被災した人たちを励

を行い、
復興への願いを込めた。 と心に決め、２０１８年の秋に

７月の西日本豪雨で全壊した。

た時間内で質疑応答に対応する

写真集は、雨にうがたれて襞

その結果、歯学部第３学年の大

ありますが、今後とも学会運営

今回の学会では例年になく多

第 回学会はポスター発表で

模様となった白馬乗鞍岳の雄大

同写真集は、本学北棟売店、

られている。

堀千郷君が優秀発表賞を受賞し

にご協力をお願いします。

形式で対応した。

間です。地域の皆さんで助け合

な雪渓、八ヶ岳の氷瀑、チュー

実習館売店で販売している。判

た。大堀君は、微生物学講座の

ーンのほかエーデルワイスやコ

国の有名、無名のルー トに挑

レンマヒール南稜（ネパール）
、

ペ

出版した。

永澤特任教授は「登攀は己と

クリスタッロ山の山頂やチベッ

型 ＝変形Ｂ５判、総頁数

ラリア、アメリカなど世界 ヵ

永澤 栄特任教授が写真集 『冒険と花園』を出版

の戦いそのもの。生と死の境を

タ山群（ドロミテ ＝高差１２５

ージ、定価 ＝２２００円

み続けている。

年の集大成 美しく雄壮な写真を満載

なんとか乗り越えたときの強烈

０ｍ ）
、世界最難の壁と呼ばれ

とうはん

１９７１（昭和 ）年には山

な生の喜びを知ってしまったか

たチマスコトーニ山、マルモラ

登攀歴
理工学講座の永澤 栄特任教

らこそ、延々と登り続けてきた

ーダ南壁の大岩壁など、圧倒的

大須賀直人）

岳登攀を主目的とした「クライ

のだと思う。山を通じての多く

な絶景が展開する。

＝

授は、岩壁や雪稜などを登るア

ミング・メイト・クラブ」の創

の経験が、今の私を造っている

発表では、採取した４種類のキ

ノコをＰＢＳ溶液に浸し、その

集会幹事長
小児歯科学講座 教授

立会員となり、国内では日向山

と言っても過言ではない」とこ

「 ボロボロと崩れ引き返すこ

溶液を寒天培地に塗布し培養す

ることで、４種類の微生物が得

ることができた。キノコから単

離された細菌は、大腸菌と比較

し、低い培養温度（ ℃）でも

増殖可能であり、抗生物質の感

受性も異なっていることを報告

Klebsiella

し、 16S rRNA
データーベー
スとの比較により、これらの細

菌 は、 Serratia
菌と

（

ルパインクライミング（登攀）

岩峰をはじめ先人未踏の数々の

とのできない岩壁を数１００メ

三好智博講師、吉田明弘教授の

に長年挑み続け、その集大成と

岩壁初登攀に成功。海外遠征で

ひだ

んと共に、希望の道をつなぎ、

岡山県倉敷市真備町で 年間

① 8月 1日㈰ ② 8月22日㈰
③ 9月 5日㈰ ④ 9月26日㈰

しての写真集『冒険と花園』を

れまでの道のりを振り返る。山

ートル登り、尾根に広がるウス

ｔｍＣ出版から出版した。

ンス、イタリア、スウェーデン、 と共に過ごした時間は通算で約

はネパールをはじめ中国、フラ

６０００日。登攀に携えていく

北アルプスが見える松本市に
生まれた永澤特任教授は、子ど

ノルウェー、カナダ、オースト

り、麓の峠でラリーグラス（ネ

ユキソウの群生を見た時は心底

パールの石楠花）の咲く草原を

美しいと思った。雪と氷と岩の

見た時はうれしくて、人間は緑

のは胸ポケットに納められるキ

「 登攀する人間でないと見ら

写真は７万枚にもおよぶ。

がなければ生きられないのだと

ャノンのズーム付きコンパクト

れない雄大な岩肌や美しい光

悟った」と、あとがきで綴られ

世界だけのネパール遠征から戻

景、そして登攀を通して感じた

シャクナゲ

生の喜びを多くの人に届けた

カメラで、記録用に撮ってきた

もの頃から裏山の崖登りに興
じ、信州大学理学部物
理学科に入学後は松本
勤労者山岳会に入会。
美ヶ原の大文字岩で初
めての岩登りを体験
し、以後 年にわたっ
て本格的にアルパイン

ているように、冒険に満ちたシ

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

１

８

13

6

街並みも田園風景も失われ、大

優秀発表賞を受賞した歯学部の大堀君（中央）

30

夏季休業

）

教授（総合歯科医学研究所硬組織疾患

制御再建学部門）大学院歯学独立研究

科硬組織疾患制御再建学講座兼務

学力向上担当主任兼務

（大学院）

１日㈰～ 日㈫

夏季休業

日㈫

（第４学年）

（衛生学院）

後期授業開始

日㈮～９月 日㈮

定期試験

日㈰

（歯学部）

（第２～３学年）

一日体験入学

日㈪～９月 日㈮

定期試験

（第 学年）

日㈫～９月 日㈮

定期試験

１

松本歯科大学校友会――――

水川先生はその片付けのために

17

■お問い合わせ■

（衛生学院第 学年）

2

91

※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。

３

３
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91

93

91

24

一日体験入学
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※8・9月開催分のみ掲載
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水川正弘先生（9 期生）が聖火をつなぐ
20

33

6

び
き
ま

12

い」との思いから、同写真集を
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46
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トーチに聖火をともす水川先生

13

94
80
フェラータの頂き（ベッリーノ峰・イタリア）
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54

クライミングに取り組
んできた。

写真集を手にする永澤特任教授

31
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