地域インプラントコミューンの実現に向けて
地域の歯科診療

テムの構築および

医局員教育シス

ベルアップを図ることが、地域

の地域のインプラント治療のレ

再確認を行い、お互いに学びこ

専門医を目指しませんか。イン

として一緒に口腔インプラント

の医局員あるいは各科の医局員

タスクを示し、こ

手術等に加わっていただくこと

紹介医との共同担当制を敷き、

ば、センターでの治療に対して

解と知識の共有が行われたなら

れる。地域の先生方と十分な理

ンターに、多くの患者さんをご

れた本学の口腔インプラントセ

校友会の先生方、新しく開設さ

成と大切な患者さんのために、

ために、さらに母校での人材育

ンプラントコミューン」実現の

この地域ならではの「地域イ

れを達成したうえ

紹介くださいますよう何卒宜し

プラント治療を極めましょう。

は、医局員の実力

Ａ）
。さらに、インプラントサポート

矢島安朝）

も考えられる。おそらくセンタ

の医療安全へとつながり、大き

にあったステップ

メンバーとして口腔外科・歯科放射線

病院長代行
インプラントセンター長

ーから地域の先生方への上部構

所との連携が重要

本格的にオープンした。センター長は矢島安朝特任教授が務める。これ
を決定し、ステッ

インプラントセンターは、植田章夫

で、１年に１度の

口腔インプラントセンターのコア・メンバー（前列左から樋口教授、植田教授、矢島センター長、各務教授、
後列左から笠原講師、藤井講師、山口講師）と、担当の丸山歯科衛生士、西窪歯科衛生士

（

くお願い申し上げます。

な地域貢献になるものと予測さ

まで口腔インプラント科として診療が行われてきたが、その規模を拡大

教育に関して

し、大学病院ならではの高いレベルのインプラント治療をめざす。

特任教授（インプラント科）
、各務秀
科・歯科麻酔科・保存科・補綴科・健

プアップのための

明教授（口腔外科）
、
樋口大輔教授（補

能となるのではないかと思って

本平にインプラント

ステップアップ試

治療に関する一つの

診センターの先生方、歯科技工士、歯

あり、本学の柔軟性をあらわす

コミューンが形成さ

綴科）
、矢島センター長（筆者）と、

これらが実行可能

いる。

誇るべき専門医育成システムと

れ、本学インプラン

験に合格する必要

なるであろう。

トセンターはまさし

科衛生士の皆さんが加わり、どのよう

一方、地域の歯科診療所との

くこの地域のインプ

山口葉子講師、藤井政樹講師、笠原隼

医療連携は図Ｂのようなシステ

ラントセンターの役

と な れ ば、 こ の 松
とって大きな励みになると思わ

ムの構築を目指している。まず

割を果たすことがで

がある。見学から

れる。さらに、このステップア

診療所との十分な信頼関係を確

きるのである。この

始まり執刀医まで

口腔インプラントセンターの目標

ップのシステムに沿って研修す

立するためには、私たちが紹介

ことが最大の目標で

な症例であろうとも万全な対応が可能

は、
「エビデンスに基づいた安全・安

ることで、日本口腔インプラン

いただいた患者さんの治療を安

ある。

となるよう、大学病院ならではの優れ

プラントの臨床をも行い、将来的にイ

取得への近道になるよう工夫さ

全・確実に実行することが重要

男講師らインプラント・コアメンバー

ンプラント専門医もめざす医局員）が

心で質の高いインプラント治療を行

れている。つまり、他科の医局

である。さらに地域の先生方と

さて、本学の６年

を中心に、各科のインプラントメンバ

協力し合って共同担当制をとり、それ

員でも、自らの専門分野の専門

割を担う」
ことである。そのためには、 ト学会の専修医、専門医の資格

い、地域のインプラントセンターの役

医の取得だけでなく、本人の頑

生、研修医、若手医

の４つのステップは、医局員に

ぞれの専門性を生かした高度な歯科医

張り次第では、大学の他講座に

一緒の勉強会、テーブルクリニ

局員の皆様、口腔イ

た医療チームが結成されている。

療、インプラント治療を実現する（図

いながら日本口腔インプラント

ック等を企画・実施し、インプ

が、
「 いずれにしろ感染拡大と

ラント治療に関する最新の情報

収束の理由をしっかり分析する

学会の専門医の取得も可能とな

に基づいて解説された。糖尿病

ことが感染症学・感染症疫学の

るのである。これは他大学には

があると感染率自体には大きく

ンプラントセンター

影響することはないが、重症化

課題として重要」との私見を述

の収集や基本的なエビデンスの

ＳＤ研修会で国際医療福祉大学・野田光彦教授が講演

や死亡のリスクが２～２・５倍

や生活習慣病の研究における

させ、代表理事に就任。糖尿病

病ヒューマンデータ学会を発足

社団法人日本糖尿病・生活習慣

しては、本人だけでなく家族も

可能性があると指摘。予防に関

ルス感染症を重症化させやすい

る。また肥満も新型コロナウイ

目的としたＳＤ研修会が９月

る予防や治療を広めるために尽

証）に依拠した正しい解釈によ

それらに資するエビデンス（実

されたことを明らかにした。

がりの減少に有効であると検証

行が呼吸器感染症ウイルスの広

効果や、感染拡大と行動抑制の

を越えた現状に触れ、ワクチン

行われた。

講演後は、活発な質疑応答が

「新型コロナウイルス感染症と糖尿病・肥満」

ついて正しい知識を身につけて

ル ス 感 染 症（ COVID —19
）に

感染予防に努め、安全な学習環

日（金）
、本館６０１教室で開

力されている。

境と医療環境を構築することを 「人間でのデータ」を重要視し、 含めマスクの着用や手洗いの励

催された。国際医療福祉大学・

研修会では、糖尿病患者にと

さらに、感染第５波がピーク
市川病院の野田光彦教授をお招
きして、新型コロナウイルス感

繰り返し、ウイルスの弱毒化な

どによって収束の可能性はある

って新型コロナウイルス感染症

を、公表された論文データなど

がどのような影響を及ぼすか
いて学んだ。
野田先生は２０１７年に一般

講演する野田先生

本学教職員が新型コロナウイ

べられた。

ほとんどみられないシステムで

ー（自分の専門科目だけでなく、イン

造作製に関する患者逆紹介も可

である。
図 A 松本歯科大学インプラントチーム

に高まることが報告されてい

図 B 大学病院の特徴を活かし地域のインプラント治療の中心となる

９月より本学病院２Ｆ特別専門外来内に口腔インプラントセンターが

①

②

染症と糖尿病・肥満の関係につ
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飯島 勲

さ ら ば 官 邸。 次 の 首 相 に 期 待 す る こ と
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、
辞任表明をした菅総理の仕事ぶりや、首相を支える人材・組
織について飯島先生が解説した記事を要約して紹介します。

ていて、今回のように他候補の

一方、菅内閣では異例の秘書

中傷が流れることはなかった。

足を引っ張るようなウソや誹謗

っていたのも事実である。
官８人体制を敷いたが、チーム

退陣表明の会見をする菅首相

可能がないからこそ、首相自身

心配なのは、これほど他陣営

首相の希望はすべてかなう。不
が自らを厳しく律して正しい判
としての一体感を見せる前に菅

ひぼう

断を下すことが求められる。

して、総裁後に怨念が残ったま

を傷つけるような選挙戦を展開

た。これは残念でならない。

首相の退任が決まってしまっ

しかし、首相一人だけでは、
日本中で起きるあらゆる事象に

た総入れ歯は顎にぴったりと吸

い付いて外れなくなる。無理に

外そうとすると歯肉までくっ付

ふつうの人間には及びもつか

いてきて血が出ちゃうんだよ」

ない名人芸だと謹んで拝聴した。

揮するには、１府 省庁のバラ

まり、河野・進次郎コンビは応 （腕前＝技能）である。医療に

裁選後に河野太郎氏の人気は高

どんな結果になろうとも、総

はアートとしての側面もあり、

に続く第２の「Ｈ」はＨＡＮＤ

ＨＥＡＤ（頭脳＝知的能力）

診療にあたっていた。

て、毎日百数十人の患者さんの

勤医１人だけの歯科を開設し

研修をした後、都内の病院で常

者は、大学病院でしばらく臨床

さて、なんとか卒業できた筆

ンスを取りながらコントロール

とりわけ外科的医療の現場で

ま、総選挙に突入することだ。

難だ。だからこそ、１府 省庁

援弁士として引っ張りだこにな

ある日のこと、高齢の男性患

私は、首相がその万能性を発

から幅広く情報を吸い上げるよ

するのが望ましいと考えてい

るのは間違いない。しかし、総

者さんに上顎の総義歯を装着し

ついて理解し、決断するのは困

うな人材を集めた組織づくりが

る。そのためにも、首相を身近

優れた診断能力があり、治療

は、
熟達した技能が求められる。

て「毎晩寝る前に外して裏側ま

まってきた。報道各社の世論調

相の仕事ぶりを評価する声が高

た。その不出馬表明後に、菅首

に立候補しないことを表明し

きた。国民がこうした実績をも

でも菅首相を惜しむ声が増えて

れるようになり、ネット上など

ようやく菅内閣の実績が知ら

官４人、内閣参事官５人ととも

省庁から出向してきた事務秘書

私は首席秘書官を務めたが、各

５年５カ月続いた小泉内閣で

出身の今井尚哉秘書官を中心

った安倍内閣では、経済産業省

小泉内閣以上の長期政権とな

見ないほど、事実に基づかない

今回の総裁選は、過去に例を

秘書官も出身官庁が偏らないよ

田町の人間が務め、官僚の事務

ぶ勢いだ。

で支えるスタッフは、政務を永

裁選で自分に対して悪口まがい

できれいに洗ってください」と

に、チーム飯島を結成して一体

肝になる。

の批判をした人間の選挙区に応

法についても十分な知識を備え

っと早く知っていれば、違った
となって小泉元首相を支えた。

いずれにせよ、菅首相の退任

ろう。

うに注意すべきだと考えている。 援に行くのは精神的につらいだ

査でも、菅内閣の実績を評価す
結果になっていたかもしれない

り ぞうごん

思われる情報を首相に伝えた。

っくばらんに議論して、重要と

の不在が響いたと思う。 根や年齢の違いなどを超えてざ
新規感染者数も９月に入っては 「語り部」

えたのだから、それはそれで大

て７年８カ月もの長期政権を支

ような分野まで今井氏が担当し

政務秘書官が情報を取ってくる

役割を担ったようだ。本来なら

角栄、大平正芳）の対立時代が

中曽根康弘）と大角連合（田中

三福中（三木武夫・福田赳夫・

しだ。長年、国のために働けた

たこともあるが、それは照れ隠

報酬が少ないなどと文句を言っ

る。
自民党の政治闘争といえば、 になる。参与の仕事は日当制で

が続出するようでは「ダ

入れ歯、抜歯の失敗など

落する充填物、噛めない

い。たとえば、すぐに脱

げ出してしまうに違いな

て自由な言論活動を始めるのも

を機に、永田町からは身を引い

「 なんていっても腕前

れてしまう。

メ歯医者」の烙印が押さ

いいかもしれないと思っている。 だよ」と名人芸を誇る先

オールドパー」の隠語が生まれ

だ。しかし、すぐれたＨ

るなど現金が飛び交うような一

ＥＡＤあってこそのＨＡ

変な手腕だとは思う。しかし、

方で、真剣な政策論争も行われ

網野君は「先輩方の記念に残

ＮＤだと強調しておきた

何かと経産省偏重主義になって

臨床能力試験の本格実施に向け

る写真ですし、撮り直しでまた

れば、チームのメンバーはそれ

おり、他省庁には不満がくすぶ

た評価者不足も解消され、体制

集まってもらうわけにはいかな

い。どんなにすばらしい

を実現するために徹底的にフォ

体発表による活発な意見交換が

が整備された。今回受講された

技能であっても、無闇矢

内閣総理大臣とは、不可能が

行われた。

先生方におかれては、ＣＳＸ評

いので、失敗しないよう細心の

ないポストである。あれをやり

また、発表後の全体の質疑応

注意を払って撮影しました。今

の５割に達した。ワクチン接種

答では、臨床能力試験全般の運

価基準を理解され、来年１月に

は「遅い、遅い」と批判されて

支援を受けて、昨年 月にＣＰ

本学で開催予定のＣＳＸでは適

鱈に振りまわされては困

験実施評価機構（ＣＡＴＯ）の

えと言われたが、どうし

ても外れない」と苦情を

これは筆者の自慢話

申し立てた。

で は な い。 補 綴 学 を 学

び、印象採得、咬合採得、

人工歯配列といった手

順をきちんと行えば、顎

堤などの条件の良い患

者さんには単に引っ張

て

こ

っただけでは外れない

前に押せば外せる）適合

（ 梃子の原理で前歯部を

の良い入れ歯が作るの

はそんなに難しいこと

る歯科医 」
「 流血が大好きな外

る場合がある。
「 歯を抜きたが

は「名人芸」だったようなこと

も材料も進歩した現代では、昔

ではない。つまり、理論

育祭、謝恩会、本学主催の学会

それはそれで結構なこと

生方もいらっしゃって、

Ｘの認定評価者養成ワークショ

質問に対し、機構派遣者から回

用や評価方法についての多くの

後も写真部としては学園祭や体

） など、本学のイベントの撮影に

チャーする場面もあった。

ップを開講したが、今回はＣＳ

正な評価をしていただけること

本学でも医療系大学間共用試

Ｘの認定評価者養成ワークショ

答をいただいたが、機構への再確
ップが９月 日（土）に開催さ

今回の開催で、本学における （

認が必要な回答も多くみられた。 を期待したい。

が、不器用人間にも可能になっ

当日は機構派遣者秋葉奈美先

科医」なんて、恐怖の的にもな

本学写真部は、第６学年の卒

野嵩之キャプテン（第５学年）

に集まってもらい、写真部の網

られた。適性がないから歯医者

実習などでさんざんに苦労させ

不器用人間で、学生時代は模型

披露しよう。実は筆者は生来の

結果が得られるものなのだ。

って行う実験はだれにでも同じ

術」と言える。正しい理論に従

的な裏づけがあれば、
それは
「技

人芸のイメージがあるが、科学

もちろん、そのためにはある

程度の修練を重ねることが必要

ではあるが…。

名な先生方が教えに来られてい

いるだろうが、心配しなくても

中にも不器用で悩んでいる人が

歯科医師をめざす学生諸君の

て、冗談交じりに自慢話を聞か

大丈夫だ。

（つづく）

せてくださった。
「 ボクが作っ

フィスを構えて盛業中などの高

は、昭和天皇の侍医や銀座にオ

当時の東京医科歯科大学に

ったほどだ。

になるのを諦めようと何度も思

「技能」というと名人芸・職

たということだ。

協力していきたいと思います」

ＣＳＸ認定評価者ＷＳチーフタスクフ
冨士岳志
ォース 地域連携歯科学講座 講師

業準備委員会からの依頼を受

と三浦佑樹君（第５学年）が中

ここでエピソードをひとつご

りかねない。

••••••••••••••••••••••••••

れた。

た患者さんは「外して洗

注意を与えた。数日後に再来し

笠原

ていたとしても、臨床での手技

と思うと残念な気持ちがある。

菅 義偉首相が自民党総裁選

浩

大学誌編集主幹
特任教授

が拙劣であれば、患者さんは逃

るという回答の割合が ％を超
えた。

ば

菅首相には「語り部」も居な
その情報をもとに首相が実行す

と同時に私も官邸を離れること

かったが、官邸内で首相を支え
べき政策を決断する。一度決ま

ウワサ、罵詈雑言があふれてい

っきりと減少傾向になった。
る側近の力も不足していたよう

に、一部の経産官僚がそうした

代、 代へのワクチン集団接種
に私は感じていた。

チームのメンバーは、省庁の垣

も始まり、２回目のワクチン接

菅首相の実績を国民に伝える

種を終えた人の割合も国民全体

有名だ。
「ニッカ、サントリー、 ことを誇りに思っている。これ

新型コロナウイルス感染症の

創立者の 「視点」
と話している。

題が付された模型をＣＳＸ評価

心となり、記念撮影を行った。

昼休みに各クラブの集合写真を撮影

写真部員が第６学年のアルバム製作に協力

生と、保存・補綴系に関連する
講座と診療科から 人の先生方
およびタスクフォースが参加し
た。４グループに分かれて「う
蝕除去」
、「歯石探索と除去」
、「支

基準に照らして評価し、評価結

け、卒業アルバムに掲載する各

体育館前の階段に並んでもら

台歯形成」
、
「根管形成」の各課

果にばらつきが生じた場合の原

日（水）にかけて

クラブの集合写真を９月６日
（月）より

因と対応策を検討する作業が行
われた。

の持ち方などを細かく指示し、

いるが、２０２３年度以降は評

何枚もシャッターを切った。後

診療参加型臨床実習後臨床能

卒業準備委員会の声掛けで、

い、立ち位置や間隔、クラブ旗
お昼休みの時間に各クラブの顧

撮影した。
せを行い、再評価を行うととも

その後、評価基準のすり合わ
に、評価における注意点等を加

価の標準化を目的に、評価にあ
ワークショップの修了認定が必

と一斉技能試験（ＣＳＸ）
」は、 たる教員は全て認定評価者養成

輩の写真部員に撮影方法をレク

全国の歯学系大学で共用試験と

問の先生やメンバーに体育館前

力試験「臨床実地試験（ＣＰＸ ）

評価結果のばらつきの原因と対応策を検討する参加者

たい、
どこに行きたいといえば、 ローアップした。

10
須となる。

（その 4）

14

15

して本年度から正式実施されて

シャッターを切る網野君

11

11

29

歯科医療は変わった !

14

10

55

いたが、先行していた米国に並

20

一斉技能試験（CSX）認定評価者を養成
ワークショップで評価基準を確認

えたプロダクトをまとめて、全
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た 期生の先輩方の歯科医師国

ようになったのは、今年卒業し

第６学年が自主勉強会を開く

毎回の試験で成果の上がって

やしていければと願っている。

自らを律し、勉強する時間を増

多い。そこで、勉強会を通して

な時間を浪費してしまうことが

と、知らず知らずのうちに貴重

つい遠出して舌を肥やしたり

る時間が増えたり、夕食の際に

いつい休憩がてら携帯電話をみ

ひとりで勉強していると、つ

てくれることを願っている。

がより成熟した勉強会を開催し

ならびに失敗を礎に、次の世代

う成果に繋げたい。私達の成功

師国家試験合格者を増やすとい

ら、今年度の卒業試験、歯科医

先生方のご協力もいただきなが

塾の名前から「五月塾」とした。 くださるシーンも増えている。

２年１月

日（土）
、本学創立

５回歯科医師国家試験は２０２

いく。私たちが受験する第１１

多くの歯科医師誕生を目指して

員が一致団結して、ひとりでも

も新木委員長を中心に６学年全

は
「新入生棟入居期間延長願い」

入生棟に特例入居を希望する者

は「退去届」
、諸事情により新

外部のアパート等に転居する者

望者は「入居申込書」を提出し、

て説明した。高学年棟に入居希

第６学年の学年委員会有志（新木太朗、植野裕司、春日 梢、濱田晃正）
は７月 日（月）より、６年生全員の学力向上を目指して独自の勉強会を
開始した。近年の本学における歯科医師国家試験合格率の大躍進に続いて
いきたいという願いのもと、学生食堂カフェテリア２階にて月・水・木曜
日の週３日、夜７時から２時間実施している。

家試験全国第２位の好成績に触
いる学生の「勉学のコツ」を皆

周年記念日に行われる。それ

（６学年卒業準備委員会 植野裕司）

まで精一杯走り続けたい。

９月 日（月）までで、入居の

高学年棟入居申込書の提出は

の提出が必要になる。

発され、自分たちもそれに続こ

この勉強会に限らず、今後と

うとの思いから。 期生の先輩

優先順位は 月 日（金）に抽

勉強会への参加は自由で、基

施された模擬試験では全国平均

当面の目標であった、８月に実

配置され、四季の移ろいを肌で

スインは、広大な敷地に 棟が

本学の学生寮であるキャンパ

ンパスイン１０１教室で開催さ

退去等についての説明会がキャ

入学の学生を対象に、新入生棟

イン新入生棟に入居している新

となどが周知された。

り現在の部屋で待機となる、こ

は空きが出るまで入居待ちとな

ること、高学年棟が満室の場合

を得てから入居か退去かを決め

して、必ず保護者と相談し了解

定している。また、留意事項と

４日（金）から６日（日）を予

への転居期間は２０２２年３月

選を行って決定する。高学年棟

示した。

生活をおくってください」と訓

けないように気を配りながら寮

も規則を守って他人に迷惑をか

になるという自覚を持ち、今後

入居を希望する学生は、医療人

を整えています。高学年棟への

として、勉学に集中できる環境

パスインは教育支援体制の一環

川原一郎学生部長は「キャン

医療人の自覚を持ち規律を守って寮生活を

本的に自習の形式をとっている

を越えることをができた。９月

感じることができる学び舎であ

活させ、学年全体を学力の底上

方が行っていた自主勉強会を復
いや脱線を防止し、疑問を早期

が共有することで、不要な深追

れたワンルーム形式の部屋が３

れた。

解決して勉強の効率化を狙う。

今までにない試みのため、手

６８室あり、各棟には自習室が

げを図る。

じめ学年委員が分かる範囲で答

探りで運営しているが、勉強会

完備しており、夜遅くまで明か

９月

日（金）
、キャンパス

キャンパスイン新入生棟退去等説明会

が、参加者が講義や自習の中で

る。新入生棟と高学年棟に分か

えている。勉強会の名は、建学

の開催を伝え聞いた先生方が顔

りが灯っている。

ルや高学年棟への入寮等につい

員が退去するまでのスケジュー

説明会では、支援センター職

の理念にも謳われている佐久間

を出して、学生の質問に答えて

小児歯科学講座・正村正仁准教授が解説
ります。その診断に

小児歯科学講座の正村正仁准教

顎 関 節 を 保 護 し、脳 震 盪 の 予

ド の 装 着 は 歯 や 口 腔 軟 組 織・

参 考 レ ベ ル（ DRL
）との検証

正 村 准 教 授 は「 マ ウ ス ガ ー

しんとう

化機能のある新規ＭＲＩ（画像

るべく日々研鑽する所存です。

究で、歯科衛生士をめざす斎籐

効 で す。装 着 に よ る 心 理 的 効

防・ 軽 症 化 の ほ か、 歯 の 擦 り
特殊検査である超音波検査に

Ｔ分類では、特に舌癌において

ルＣＴ画像の画質は最適に保た （月）に本学に取材に訪れた。

を行いました。当院でのヘリカ

斎藤さんは、マウスガードを
超音波検査は大変有

授が応対し、斎藤さんの質問に

CTDIvol

日本歯科放射線学会では先

用となります。特に

れている事を確認しています。

被曝線量指標である

般、本手法に関しての診療ガイ

悪性腫瘍患者の頚部

当院でのヘリカルＣＴ検査によ

装着してプレーするスポーツ選

撮影法やパノラマＸ線撮影法は

ドラインを策定しましたが、本

リンパ節転移検査の
ＭＲＩでは、腫瘍や嚢胞、骨

塩尻志学館高校３年生の斎籐

もとより、特殊画像検査のコン

年度、日本整形外科学会や日本

場合、転移発生リスクは３ミリ

減 り も 防 止 し ま す。ま た 相 手

園子さんは、同校の授業・総合

ピュータ断層撮影法（ＣＴ）
、

骨粗鬆症学会もこのシステムに

前後から始まるため、転移を見

丁寧に答えた。

選手に対する外傷予防にも有

（ mGy
） や DLP
（ mGycm
）の
データ解析をして、最新の診断

磁気共鳴撮像法（ＭＲＩ）
、歯

協力していただけることが決ま

る被ばく線量は、最適化されて

総合研究は、将来の自分の進

手が増えている事例を挙げ、そ

科用コーンビームＣＴ（ＣＢＣ

りました。また近年は、デンタ

髄炎や顎関節円板の転位等を診

路に活かしていくための自主研

研究発表のテーマに「スポーツ

Ｔ）および超音波検査法が主た

逃すと患者の生死に直結してい

いると結論づけられました。本

された、歯科医師が骨粗鬆症リ

の有効性について質問した。

る検査です。デンタルやパノラ

ル写真から歯槽骨密度を分析す

病院の質の高い診療の一助にな

スクを明らかにする画期的手法

と歯の関係」を選び、９月 日

マＸ線撮影法では、う蝕、慢性

ています。ＭＲＩ装置は、騒音
関しては、頭頸部領域は多くの
部位で、重要な臓器が狭い領域

現在、田口 明科長（日本歯

です。この手法は骨粗鬆症スク

口腔がん患者さんの超音波検査

隣のカンファレンスルームで、

進展と共にその診断も急速に難

同、更なる診断力の向上を目指

易度を増していますが、歯科医

症例検討会を行っています。放
瘍、嚢胞、炎症や外傷等の読影

師にとって必要不可欠である画

射線学は高度な診断機器開発の
のみならず、被ばくの管理も行

像診断にご興味のある方はいつ

ヘリカルＣＴでは、頭頸部腫

っています。２０２０年度から

でもお越しください。お待ちし

し日々邁進していく所存です。

医療法改正により制定された、

ております。

容をまとめ、
同校にて発表する。

斎藤さんは後日、取材した内

あることを伝えた。

し、歯がスポーツと深い関係が

出せる可能性があることを説明

れ、高いパフォーマンスを引き

よいと、体のバランスが整えら

関係については、噛み合わせが

また、歯並びと運動能力との

かもしれません」と答えた。

ーマンスの向上が期待できる

性 が 増 し、そ れ に よ り パ フ ォ

臓器から多彩な疾患が生じる

特にパノラマＸ線写真では、

科放射線学会指導医・専門医）

リーニングに有用であることは

診療放射線安全管理に基づいた

（歯科放射線学講座 講師 黒岩博子）

ヘリカルＣＴ検査における線
量の最適化においても、ＣＴの

研究を開始した。

浸 潤 の 深 さ Ｄ Ｏ Ｉ（ Depth of 向上、画像アーチファクト低減 今後ともよろしくお願いいたし さんは、好きなスポーツと歯の 果 も 見 逃 せ ま せ ん。安 心 し て
）が導入されたため、 技術、撮像・画像処理時間短縮 ます。
相関関係について関心を抱き、 プレーに専念できるため積極
Invasion
に密接しており、軟組織病変の

を中心に、専門医３人、認定医

既に認知されており、
早期発見・

時から歯科放射線学講座医局

なお、毎月第１・３木曜日の

歯科疾患病変の読影に加えて、

１人、期待のホープ１人（日本

早期治療に役立っています。本

導入予定です。歯科放射線科一

機能、動きの抑制機能）が今後

下顎骨下縁皮質の形態分類から

口腔内超音波検査の重要性が増

歯科放射線科では従来の撮影

骨粗鬆症のスクリーニングをし

そしょう

法に加え、様々な最新画像検査

影、診断をしています。

から嚢胞、腫瘍や顎関節等の読

等、日常多くみられる歯科疾患

が発生するのが常ですが、静音

多くが体表近くにあ

志 学 館 高 校 の 生 徒 が 「ス ポ ー ツ と 歯 の 関 係 」を 取 材

からはさらなるステップアップ

規律厳守を呼びかける川原学生部長

を図っている。

29

生じた疑問や課題に関しては、

10

く重要な検査となる上、２０１

指しています。

10

６年に改定されたＴＮＭ分類の

超音波装置

る研究も進んでいます。

しています。

象山先生が江戸で開いていた私

11

40

技術を用いて撮像された画像を

口腔診断学会認定医・日本口腔

一人者であり欧米でも高く評価

インプラント学会専修医）の総

っています。

27

29

新木卒業準備委員会委員長をは

44

歯周炎、根尖性歯周炎、埋伏歯

単純Ｘ線検査のデンタルＸ線

同級生の質問に答える新木委員長（中央）

ています。これは、当科長が第

19

読影・診断し、各科へ助言を行

歯科放射線科
院でも更なる医科歯科連携を目

27

質問に答える正村准教授（右）

学年委員会が主導し学力向上めざす

シリーズ 診療部門紹介⑳

50

17

第 6 学年 自主勉強会を毎週開催

勢６人体制で行っています。

舌がん超音波画像
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vol.13
vol.35

病院だより

松本歯科大学馬術部駿風会会
長で全日本医歯薬学生馬術連盟
理事の埴田俊一（ 期生）先生
は、
「 ２０２０東京オリンピッ
ク」および「２０２０東京パラ
リンピック」競技大会の馬術会
場（東京馬事公苑）医療支援チ
ームに歯科医師として参加され

ご紹介します。

ました。埴田先生からの寄稿を
自身の鍛錬だ

選手は、自分

きた事は良かったと思います。

ありましたが、結果的に開催で

については、コロナ禍で賛否は

パラリンピック競技大会の開催

２０２０東京オリンピック・

ています。演

に日々努力し

係を築くこと

図り、信頼関

ケーションを

とのコミュニ

生物学特任教授

吉澤 英樹先生がご逝去
八月二十一日、本学生物学特
任教授の吉澤英樹先生が、膵臓
がんのため逝去された。七十一
歳。
吉澤先生は、富山大学理学部
開学二年目の本学口腔解剖学講

織学的研究で多くの成果を上げ

び舌の形態形成に関する比較組

研究面では、腎臓の進化およ

お話をするために教授室を訪れ

相談のためばかりでなく先生と

お姿が今も思い浮かぶ。質問や

部長、学習支援センター長など

れた。在職中は学生部長、教養

調べて、授業の時にみんなの前

とっても良い質問だから君が

学生が質問に来ると、
「さすが、

介し、海は自然の宝箱であり、

の熱は海に吸収されることを紹

７月 日
（月）
と８月 日
（火） 素の ％は海に吸収され、 ％

保）についての話題が提供され

かつ近代的なエネルギーの確

に手ごろで信頼でき、持続可能

してクリーンに」（すべての人々

一つ「エネルギーをみんなにそ

用をすすめ、実践によって体の

の患者さんにマウステープの使

ま歯科医院では、３００人以上

減少したという。また、なかじ

賞の発表は本学ホームページ上

の場合は、応募作品の紹介・各

新型コロナウイルス感染症拡大

◇発表・表彰： 月 日（土）

べ体操」を取り入れてもらった
結果、インフルエンザ罹患率が

電話０２６３・ ・２１８８

連携推進センター（庶務課内）

松本歯科大学 社会貢献・地域

下がり、歯肉炎や鼻炎の生徒が

口呼吸のチェックリストを掲

ー性皮膚炎、さらには糖尿病、

① 10月3日㈰ ② 10月24日㈰

※10月開催分のみ掲載

〔発令〕 

９月 日付

法人主事
支援センター・校友会・蒼
穹会事務室センター長兼務
歯学部教授・病院教授兼務

）

（事務局次長）

８月 日付

（生物学 准教授 安藤 宏）

召田 三博 

矢ヶ﨑 裕 （


開催時間 9：30 ～ 15：00（受付 9：15 ～）

９月 日付

●キャンパスツアー ●ランチ体験
●模擬実習 ●入試説明・進学相談 など

（歯学部）

防火・防災訓練

合格者発表

（衛生学院生・職員・病院関係者）

（衛生学院）

（衛生学院）

（歯学部生）

指定校・公募制

学校推薦型選抜①

６日㈬

指定校・公募制

学校推薦型選抜①

５日㈫

防火・防災訓練

大学院秋期授業開始

４日㈪

一日体験入学

３日㈰

臨床検査室臨床検査技
宍戸 淑子（ 師
）
副主任（契約職員）

事務局大学病院事務室
村澤 恵美（ 事
）
務員（契約職員）

で発表しなよ。
」と、やさしく 〔採用〕 

座に助手として着任された。一

こうして、私の「２０２０東

の要職を歴任された。

第８回カムカムメニュー

写真コンテスト

作品募集のお知らせ

松本歯科大学は「よく噛んで

おいしく健康に」
をテーマに
“カ

の２回にわたり、本年度開講さ
海洋資源から未知の成分や遺伝

た。気象変動と温暖化に関連し

期生の中島潤子先生（なか

載。鼻呼吸によって、口や鼻の

不整脈、血圧、うつ病、過敏性

栗原 祐史 （


病院長代行兼務

病院アドバイザー

（口腔インプラントセンター長兼務）

）

大学院歯学独立研究科（硬組
織疾患制御再建学講座）兼務

www.mdu.ac.jp

けでなく、馬

少なからず、皆に勇気と希望を
技の中で繰り

ほほえ

技馬としての宿命でもありま

九九四年四月に助教授として生

微笑みながら学生の背中を押す

ニックや人馬一体となった競技
す。今回、各国から輸送された

物学へ異動し、二〇〇二年四月

を卒業され、一九七三年四月、

は美しく、果敢に競技に挑む姿
１頭数億円もするスーパースタ

出されるテク

与えてくれたのではないでしょ
うか。
特に、パラリンピックの馬術
は感動的でした。

京オリンピック、パラリンピッ

に生物学の三代目教授に就任さ

ー達が集結し、やはり世界のオ

馬術競技における医療支援チ

私は歯科医師として参加しまし

ク」も終わりました。早くこの

中島先生は、日々の歯科診療
に「口呼吸対策のノウハウ」を
取り入れて成果をあげている。

れた第１学年「環境学・国際文
子を明らかにでき、新規の薬剤

て、地球環境システムの中で今

じま歯科医院院長）は、口呼吸

で『世界一簡単な驚きの健康法

寝ているときに口が開いてい

祈り申し上げます。

られた。教育面では、学生の自 る学生も多く、信頼の厚い先生
主性を育む手厚い支援をされ、 であった。
吉澤先生のご冥福を心よりお

ームは、外科医師、救命救急士、 リンピックだと感じる事ができ

たが、競技中は大きな事故もな

看護師、
歯科医師等で構成され、 ました。

く、無事に過ごすことができま

（ 期生 埴田俊一）

を祈念しております。

の発展と皆様とお会い出来る事

コロナ禍が終わり、大学の益々

しかし、華やかな陰で悲しい

した。
現実もありました。馬が２頭殺
処分となったのです。これは競
受賞）もその一つである。
さ ら に、 い ま 話 題 の SDGs
「
Sustainable
Development
（持続可能な開発目標）
」
Goals

化学」のカリキュラムとして、

開発が可能となることが説明さ

話題となっている次世代エネル

マウステーピング』を幻冬舎か

◇お問い合わせ先
るゴミ・プラスチック問題につ

ると喉が乾燥し、免疫力が下が

１１５頁、Ａ５判、定価１３
２０円。
本館北棟売店で販売中。

１

海洋環境の仕組みと海洋資源に関する

未知の世界について理解する
矢ヶ﨑一浩先生による講義

矢ヶ﨑一浩先生による海洋学に

れた。すなわち、海は 世紀の

ギーや電気自動車についての真

中島先生が学校歯科医を務める

ついての講義が行われた。

薬棚であり、海洋生物（オワン

不調の改善がみられた。

について説明された。その中の

講義の中では、海の意外な力

クラゲ）から抽出した化学発光

を鼻呼吸に改善する「あいうべ

本書では、マウステープを愛

松本市立会田中学校で「あいう

を海流から気象システムとの

実（使用する電気はどのように

用している著名人の実践談や、
いての最新情報が述べられた。
は、海の神秘性に感動すると共

疾病はもちろん花粉症やアトピ
に、地球環境をめぐる問題点に

って口腔内の環境は悪化するが、 腸症候群などの改善にも期待で

ら出版した。

ついて我々が真摯に考える必要

寝る前に口にテープを貼るとい

それを防ぐのがマウステープで、

今回の矢ヶ﨑先生による講義

があることを痛感させるもので

きることが紹介されている。
あった。

う方法で睡眠の質が向上する。

■お問い合わせ■
HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

Ⅰ

試 験 日 10 月30 日 ㈯
出願期間 10 月12日 ㈫ ～ 10 月27日㈬

ム カ ム 噛 む 噛 む メ ニ ュ ー” 〔役職教員〕
日㈫
９月 日付
(
)

衛生学院戴帽式
の普及を推進しています。食感
前島 信也 
（病院長を解く）
日㈰
や噛み応えがある美味しそうな
矢島 安朝 
（
）
一日体験入学 （歯学部）
料理の写真をお送りください。 〔解く〕 
９月 日付
◇応募期間： 月 日（月）～
廣瀬 國基 
（法人主事を解く）
日㈬
月 日（日）
大学院発表会
〔兼務〕
９月１日付

◇応募方法：本学ホームページ
日㈯
矢島 安朝 
大学院歯学独立研究科（硬組
をご覧ください。
村上
聡 （
 織疾患制御再建学講座）兼務） 総合型選抜 ・編入学選抜

関連で説明できることが示さ

物質「緑色発光タンパク質」の

体操」の考案者として知られる

で行います。

れた。このことを「海洋熱塩循

今井一彰医師（内科医）と共著

ら表層へゆっくりと
流れ、約１０００年
をかけて全海洋を循
環するという。人間
により排出されるＣ
Ｏ２の ％は海に吸
収され、 ％の熱は
また、人間により

海に吸収される。

（歯学部長 宇田川信之）

※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。

Ⅰ

総 合 型 選 抜（Ⅰ期）

１

16

１

一日体験入学

12

24

27

医療支援チームに参加した埴田先生（中央）

発電するのか？本当に環境に良

28

「2020 東京オリンピック・パラリンピック」
馬術会場医療支援チームに参加

いのか？）
、世界中に増え続け

11

11

留学生選抜

（Ⅰ期）

10

12

51

C （Ⅰ期）

11

10

排出される二酸化炭

10

16

緊急搬送の訓練

90

講義する矢ヶ﨑先生

21

30

25

中島先生の新刊

10 期生・埴田俊一先生が
17

10

『世界一簡単な驚きの健康法
マウステーピング』

松本歯科大学校友会――――

発見（下村脩博士・ノーベル賞

10 期生・中島潤子先生が出版

――――

環」と説明され、海洋の深層か

新刊紹介

Alumni News
19

25

90
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