松本歯科大学・衛生学院入学式を挙行
近代歯科医学の担い手として研鑽を誓う

開始しました。入学後

もいち早く対面授業を

大防止に努め、全国で

ットを導入して感染拡

う、
皆さんの努力を期待します」

の会場で卒業式を迎えられるよ

目指してください。６年後、こ

ばたくグローバルな歯科医師を

宇田川歯学部長は「世界に羽

校歌静聴の後、挨拶に立った矢ヶ

しています。大学院生

してくれることを期待

生士として社会へ貢献

１階エントランスホールの特設

による新入生歓迎会が図書会館

式後には校友会・蒼穹会主催

られます。たくさん学んで良い

に充実感や生きていく目標が得

ことを学びます。学べばその先

歌」を熱唱。
「 歯学部は多くの

ことの尊さを歌った「いのちの

会場で開かれた。法人役員や校

と宣誓した。

上心を持って勉学に励みます」

を忘れることなく、さらなる向

歯科医師の理想を目指し、初心

本学の建学の理念をわきまえ、

科大学生としての誇りを持ち、

２０２２年度新入生は、松本歯

有 賀 万 佑 子 さ ん は、
「私たち

歯学部新入生を代表して

一人ずつ紹介した。

と呼びかけ、列席した教職員を

も各人が感染対策を行
い、健全な大学生活が
おくれるよう努めてく
ださい。衛生学院は本
年度から募集人員を拡
大し、長野県歯科医師
会の協力を得て 人の
新入生を迎えることが

﨑 雅理事長は、
「学部の皆さん、入学

できました。知識と技

ず、昨年も歯学部入学式は中止となっ

おめでとう。この６年間、おおいに学

は、いよいよドクター

術を身に付け、歯科衛

たため、大学全体としての入学式典の

コースです。研究に打

確認したうえで、マスクを外しての式

開催は３年ぶり。事前に歯学部・大学

び、友人たちと交わり、読書や運動に

ち込み、後輩たちをリ

が実現した。

ソメイヨシノがほころび春の兆しが感じられる４月７日（木）
、
松本歯科大学歯学部および大学院歯学独立研究科、衛生学院歯科
衛生士学科の入学式が本館７階講堂において挙行された。歯学部
学生 人、大学院生 人、衛生学院生 人、総勢１２０人を迎え、
法人役員、教員、御父母らが新入生の晴れの日を祝った。
一昨年は新型コロナウイルスの感染

院・衛生学院の新入生にＰＣＲ検査を

も励んでください。コロナ禍において

拡大防止を考慮して入学式は催され

50

本学は、ＰＣＲをはじめ各種検査キ

友会役員、
教員らが挨拶に立ち、 大学生活をおくってください」

皆さんをサポートできるよう計

らに飛躍・発展させ、卒業後も

年を迎えました。この大学をさ

２０１４年からは医療法人が指

合 併 後 は 同 市 が 引 き 継 い だ。

んでください」と告辞した。

つの戒めを胸に刻み、勉学に励

悪いことをしないこと。この３

ず、心身ともに病むことなく、

りません。そのためには、焦ら

を得られる人格者であらねばな

目指すからには、社会から信頼

英断によって、地域の皆さまが

が、このたびは矢ヶ﨑理事長の

んでいて協力関係にあります

本歯科大学は包括連携協定を結

い、縁、そして共に生きていく

三野耀執君は、人と人との出会

会場を盛り上げた。第４学年の

ーカッションを担当し、音楽で

で、第５学年の渡邊悠太君がパ

教授がハモンドオルガンを奏

は、口腔解剖学講座の金銅英二

市に一つ恩返しができました。

たが、お世話になっている塩尻

可を得るのに時間がかかりまし

です」と挨拶。

した。

望に満ちて新たな一歩を踏み出

上級生らと懇親を深め、夢と希

を高らかに歌い上げた。

の長尾将平君の指揮のもと校歌

よる合唱隊が登場し、第６学年

ニーが開かれ、設置者の塩尻市

同日は、業務開始前にセレモ

時～正午、午後２時～５時。

診療時間は毎週水曜日午前９

りをしたい」と抱負を語った。

でも訪ねてもらえる雰囲気づく

談を含め、体の変調に対して何

待を寄せ、柳沢医師は「健康相

った医療をお願いします」と期

多い地域なので、地域に寄り添

感謝を申し上げます。高齢者が

ました。松本歯科大学に敬意と

一同、診療再開を待ちわびてい

土川 修・奈良井区長は「住民

きたい」と述べた。

矢ヶ﨑理事長は「文科省の認

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

松本歯科大学病院は、塩尻市

の関係者や地元区長、議員ら、

した。

小口利幸市長は「塩尻市と松

左から矢ヶ﨑理事長、柳沢医師、小口市長

16

実施し、臨席される御父母にも検査を

ードしてあげてくださ

続いて第２学年の有志 人に

とエールを贈った。

画しています。皆さんは永遠の

定管理者として運営していた

念願していた診療所を再開する

市や地域と協力し、状況を見な

歓迎パフォーマンスとして

心温まる祝いの言葉を述べた。

同志・兄弟姉妹です。夢を大き

が、昨年３月に撤退し、診療は

がら診療日数などは検討してい

川原一祐学長は、
「 医療者を

と未来への展望を語られた。

く持ち、目標に邁進し、共に本

１年間休止していた。存続を求

ことができました。診療所は過

新入生たちは教員や同級生、

学を盛り立てていきましょう」

める住民の請願を受け、市は条

した上で、委託先として本学に

診療を要請した。本学病院から

は内科医の柳沢康敏医師と看護

師２人を派遣し、市が雇用する

事務員１人を加えた体制で、毎

木曽平沢の塩尻市国民健康保険

週水曜日に診療を行う。

楢川診療所の診療業務を受託す

同 診 療 所 は、 １ ９ ９ １ 年 に

より診療を開始した。

矢島安朝病院長ら約 人が出席

本学からは矢ヶ﨑 雅理事長、

塩尻市楢川診療所

ることになり、３月 日（水）

本学病院が診療業務を受託

旧 楢 川 村 が 開 設 し、 塩 尻 市 に

20

54

受けていただき、出席者全員の陰性を

新入生を代表して誓いの言葉を述べる歯学部の有賀さん

長尾君指揮・合唱隊有志による校歌斉唱

疎化に拍車をかけない大きな要

さらに「今年は大学創立 周

新入生歓迎会で第 4 学年・三野君が祝福の歌を独唱

例を改正して診療所を市直営と

12

50

い」と激励した。
50

地域の要望に応え 1 年ぶりに再開
30
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夢は大きく 目標に向かって邁進

学のキャンパス作りの一環とし

も美しいがおいしい果実を結ん

て造成されたものだ。大きくな

心でカンボジアを支援してくれ

りすぎたため、この春から高所

ウクライナ問題のほか、ミャン

ます 日本よ、ありがとう 新

学園をピンクの雲で包み込ん

作業車を入れて梢を切り落とす

相の顔写真入りの看板がずらり

している知日派であり、こちら

しい日本の首相はすばらしい方

でいたサクラはすっかり散って

作業の対象となっている本館周

今月号は
『プレジデント』 月 日号
「リーダーの掟 飯島 勲」
より、岸田首相がインド・カンボジアを訪問した際の両国の

アッド ）
」の一員でもある。そ
の一方で、兵器調達などでロシ

ある。植物図鑑を片手に探して

年輪を感じさせるような大木

みるのも一興だろう。

期に製作されたＰＲ映画（まだ

も少なくはないが、いずれも本

ＣＤは登場していなかったの

備してくれたのだという。

日本との友好は長年のもの

近隣の果樹園はナシやモモの

してから 年の節目にあたる。

Ｏ）に参加して、自衛隊を派遣

を短期間に訪問するという難し

勢のカギを握るアジアの２カ国

ければ、白馬岳の名の由

だ。はるか北方に目を向

連嶺はまだ残雪が豊か

背後にそびえる北アルプスの

い仕事を成し遂げた努力に敬意

来となった「代掻き馬」

としたチームだ。現在の国際情

を表したい。彼らの働きで、岸

槍ヶ岳の「鶴と獅子」
、

が姿を現している。鹿島

要になる。

名誉教授を歴任されている。

今から 数年前、本学

でビデオテープ）に「緑のキャ

れたすばらしい学園環境

ンパス」がある。当時に構想さ

は、まさしく現実のもの

となった。本学関係者ば

かりでなく、一般住民に

とってもすばらしい憩い

の場となっている。

近くの保育園児が遊び

に来たり、市民が散歩に

来たりしている姿もしば

しば見かける。学生諸君

もきちんと挨拶を交わし

てほしい。

筆者は全国 校の歯学

部の全てを訪れたことが
文や書籍を発刊し、また多くの

プラント・トラブルに関する論

びに顕彰状、勲章の贈呈が執り

員会が開催され、功績発表なら

日本歯科医学会第１０７回評議

景観だったと伺ったことがある。 しい環境に恵まれた学校は他に

の桔梗ケ原のすばらしい

あるが、これほどすばら
構築された。日本で最初の口腔

歯学系学会においてインプラン

日本歯科医学会においても、

に寄与された。都道府県歯科医

務め、各学会会員への知識向上

医療部門で中村譲治先生（福岡

歯科大学名誉教授 ）
、地域歯科

部門で荒木孝二先生（東京医科

、教育
ンプラント関連の講演を行い、 （静岡県歯科医師会会員）

師会等でも計１００回以上のイ

県歯科医師会会員）の５名が受

大学名誉教授 ）
、米山武義先生

で田上順次先生（東京医科歯科

矢島先生と同時に、研究部門

キャンパスの花々に話を戻そ

ントで、聖地ともされている。

ことができるまれなビューポイ

３大岩壁のひとつ）を仰ぎ見る

靖の小説「氷壁」で有名な本邦

や峻険な前穂高岳の東壁（井上

奥穂高岳（３１９０メートル）

ることができない秘峯とされた

ばらしい学校。入学者の偏差値

で「最高学府（誰もが憧れるす

て精励するならば、本当の意味

はなく、恵まれた環境を生かし

違いはないが、そうした冗談で

の「最高学府」であることに間

ば、わが松本歯科大学がこの国

キャンパスの標高から言え

はなかった。

インプラント学講座を立ち上げ

行われた。
さらに、矢島先生はインプラ

評議員、評議員議長、各種委員

賞された。

発展のためにご指導・ご尽力を

表すると同時に、今後も本学の

栄えある受賞に心から敬意を

れている草花などなど。

ナゲ、係の人たちが丹精してく

のツツジやサツキ、西洋シャク

アメリカハナミズキ、たくさん

う。花の季節はまだまだ続く。

筆者は考えている。

ることもけっして夢ではないと

の高さの意味ではない ）
」とな
全な運営に尽力された。
２０１３年には東京歯科大学

賜りたい。

ップ型の花が咲くユリノキ。花

珍しい花木もある。チュウリ

の想いを感じる今日この頃である。

た姿を見て、あらためて創立者

躍や、在校生諸君の活気に満ち

全国各地でのＯＢ諸先生の活
水道橋病院病院長、２０１９年
究科長、２０２１年には同大学

（歯科保存学講座 教授 吉成伸夫）

には東京歯科大学大学院歯学研

なる貢献をされた。

一般歯科医師の生涯教育に多大

会委員等を歴任され、会務の健

ここは里からは容易に仰ぎ見

た創成者であるといっても過言

ト事故関連の教育講演の演者を

くまなく踏査された創

の立地を求めて松本平を

本学が創立されて間もない時

花で彩られ、間もなく可憐なリ

岸田首相がインドに入る前日

東南アジアにおける日本の重要

びとを楽しませている。

岸田首相歓迎のための歌も発表

今回のインド・カンボジア訪

の３月 日は、ヒンドゥー教の

な雰囲気だった。

次の訪問国カンボジアは、今

問で準備を担当したのは、南部

日本とカンボジアは兄弟」

でくれるアンズやカリンなども

の歓迎ぶりもインドに負けず熱

しまったが、続いて八重桜が満

囲の松の木も、筆者が着任した

もてなしとその成果に関する記事を要約して紹介します。
岸田文雄首相のインド・カン
ボジア訪問に同行した。２泊３

た友人を温かく歓迎します 無

モディ首相の意向で、夕食会

烈だった。まず、プノンペンの

歓迎の夕食会では、カンボジ

開を迎えようとしている。観桜

当時はまだヒョロヒョロの苗木

償の支援、もはや兄弟 橋、道

は通訳だけを交えた一対一の形

空港に到着すると、待っていた

ア語でカバーされている「涙そ

会はコロナ禍で今年も中止とな

同然だったのである。

マー、北朝鮮への対応における

になったが、これは極めて珍し

のはフン・セン首相の専用車で

うそう 」
「恋の季節」が演奏さ

ったが、今や本学は中信地区の

連携を確認した。

いことだ。岸田首相との信頼関

あるメルセデス・マイバッハだ

お花見の名所として、多くの人

と並んでいた。これは国賓並み

係を構築するため、モディ首相

った。自分が使っているクルマ

れたほか、フン・セン首相が作

の歓迎で、インド外務省の関係

が自ら指示したメニューはダル

を岸田首相に使ってもらいたい

印モディ首相が岸田首相と密室会談

カレーと呼ばれる豆のカレー

と自ら手配したという。
さらに、 詞した歌も披露されて、和やか

路、学校、すべての分野 今、

で、おかわりするほどお気に入

首脳会談の相手であるフン・

りらしい。

者がホーリー祭を返上して、準

即時停止と対話による事態の打

飯島 勲

開に向けた働きかけの重要性で

カンボジアは皆で友人を歓迎し

障理事会と国連総会での対ロ非

セン首相は、過去に 回も来日

難決議案の採決で、いずれも棄
一致したという。

内閣官房参与
松本歯科大学常務理事
特命教授

権したという立ち位置にいる国

「♬ 地域に広がる友好、日本

岸田首相は会談後のぶらさが

されたが、この歌詞がすごい。

り会見で「ウクライナ情勢で一

年のＡＳＥＡＮ議長国であり、

だ。岸田首相は、この微妙な立

ウクライナ情勢については、国

場のインドに対して、国際社会

連総会の対ロ非難決議案の共同

ンゴの花もほころぶだろう。

歩踏み込んだ連携を確認でき

提案国である。さらに、日本が

アジア部の加納雄大部長を中心

た」と話していたから、手応え

とカンボジア 苦しいときに真

の側に立ち、ロシアへの制裁に
を感じたのだろうと思う。

日で２カ国を回る強行軍だった。 アとの関係も深く、国連安全保
ロシアによるウクライナ侵攻
以来、国際社会では第３次世界
大戦を避けるため、外交活動が
活発に展開されている。冷戦終
結後最大の危機などともいわれ
るが、私が政治の世界に関わる
協力を求める立場でモディ首相
当初予定より大幅に延長され、
春の到来を祝う「ホーリー祭」

初めて国連平和維持活動（ＰＫ

との首脳会談に臨んだ。会談は
その大半がウクライナ問題にあ
てられた。

田首相も大きな成果を持ってＧ

の粉を掛け合う華やかなお祭り 「史上最良レベルの二国間関係

７の会合に出席できたと思う。
のさらなる促進」として、安全

目を留められたのも、こ

立者・矢ヶ﨑 康先生が

なパートナーである。会談では

保障分野の協力強化や、経済支

これらが受賞に至られた概要

の開催日だった。カラフルな色

イナ侵攻を明白な国際法違反で

で、毎年、インド中が大騒ぎに

援、文化交流などで意見交換が

ント治療の事故防止に向けた教

である。さる２月 日（金）に

岸田首相は、ロシアのウクラ

笠原

花のキャンパス

ようになって 年、初めて経験
することばかりで驚いている。
そして、今回の訪問国である
インドとカンボジアは、現在の
国際情勢の中で、重要なポジシ
まず、インドは、日本が推進

ョンにある。

なるらしい。しかし、街はすっ

行われた。国際情勢についても

育活動として、歯科医師に対す

爺が岳の「種まき爺」な

あると厳しく非難したうえで核

かり落ち着いていて、空港から

られるような特徴的な実習を作

る教育としては、数多くのイン

ロシアとウクライナの動きを

の威嚇使用は断じて受け入れら

会談会場まで、沿道には岸田首

り上げたことも含め、口腔イン

どの有名な雪形も見分

れないと強く主張し、協力を要

２００７年に口腔インプラント

プラント学の学習方略の基本を

けることができるはずだ。

請した。モディ首相も、戦闘の

学研究室、２００９年には口腔

では数時間

めぐり、国際情勢が緊迫化する

本年度「教育部門」に本学病院

インプラント学講座に昇格とな

著しい功績があったと認められ

の講義のみ

28

する「自由で開かれたインド太

浩

大学誌編集主幹
特任教授

中、外交官の役割はますます重

長・口腔インプラントセンター

る者に贈られる、大変栄誉ある

しかし、矢

であった。
矢島先生は、１９８０（昭和

賞である。

）
年に東京歯科大学を卒業後、 島先生は、

48

50

平洋」構想の重要なパートナー

長の矢島安朝特任教授が受賞さ

った。

他大学と比

30

55

18

であり、日本、米国、オースト

23

れた。

べはるかに

この時代の口腔インプラント

同校にて一貫してインプラント

多い年間

学の教育は、インプラントが歯

学一筋で、教育、研究に励んで

時間の講義

この「教育部門」は、日本歯

こられた。インプラント学は多

基
+ 礎実習

科医学会会長賞受賞基準第３条

現在 の専門分科会、および

領域連携型の包括的学問である

を行い、マ

でない。

の認定分科会を擁する歯学系

という視点から、２００５年東

スメディア

科医師国家試験に出題されない

学会の総本山的な存在の日本歯

京歯科大学千葉病院に口腔イン

第二号により、歯科医学教育に

科医学会では、毎年、歯学研究

プラント科が開設され、矢島先

ことを理由に、ほとんどの大学

や教育、地域歯科医療に貢献し

年以上従事しその向上に特に

た歯科医師に学会最高の顕彰で

に取り上げ

日本歯科医学会会長賞を受賞した矢島病院長

ラリア、
インドによる
「 Quad
（ク

インドのモディ首相と会談する岸田首相（左）

創立者の 「視点」
カンボジアでも熱烈歓迎を受けた

29

生が初代教授となられ、その後

25

30

４

「教育部門」 を受賞

18

46

ある会長賞を授与しているが、

矢島安朝病院長が

日本歯科医学会会長賞

20
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４月２日（土）から３日（日）

新２年生の有志 人が集い、引

参加させていただいて本当に良

た時には、このボランティアに

いたことでした。その表情を見

限りない素晴らしい未来にお互

真摯に受け止め、その先にある

題に向き合いながら先輩として

全身の衰えより早く出現し、「フ

サージを

ルフレイル」
と呼ばれています。 肉のマッ

レイルの前段階の一つ＝オーラ

目的にし

に付着歯

ます。主

が、頬粘

われわれ歯科医師はこのオー

膜を含めた口腔粘膜の清掃効果

いに進めるように、私自身も成

（第２学年 佐藤 瑠海）

ら求められています。口腔機能

も期待できます。本製品の使用

これらの効果から口腔感覚の

維持には筋力の維持、口腔清掃

維持、
残存歯の保存ができれば、

状態をよい状態に保つことによ

そこで今回、リッチェルと共

により粘膜清掃、血流の改善、

同で、高齢者向け「歯ぐきマッ

唾液分泌の促進などのメリット

かったと感じました。

持ちになると共に、サポートし

これまで松本歯科大学で

要介護者のオーラルフレイルの

る感覚の維持、そして残存歯を

ています

てくれた先輩方が頼もしく、安
は感覚機能をはじめとする

進行を抑制することが可能と思

があります。

ラルフレイルにいち早く気づき

新型コロナウイルスの感染予
心感を与えてくれたことを思い

サージブラシ」を開発し、販売

っています。訪問診療を実施さ

可能な限り保存していくことな

適切な指導を行うことが社会か

防対策として新入生や保護者の
出しました。私たちも大学生活

いたしました。本製品は介護で

どが大切です。

長していきたいと思います。

後輩の皆さんが学業や大学生
活に悩みがある時には、その問

地域連携歯科学講座・蓜島弘之教授が

方々に検温と手指消毒をご協力

口腔機能の発達に配慮した

の自分を投影しているような気

いただき、荷物の搬入をお手伝
において後輩を持つことにな

介護用歯ぐきマッサージブラシを開発

いし、各部屋の設備説明、キャ

用いられることを想定していま

なお現在、ほ乳瓶や育児用の

歯ブラシやマグカップ、お

食卓椅子などの開発も進めてい

しゃぶりなどを株式会社リ

あると考え、痛みが生じやすい

ます。また、製品化されました

り、昨年の先輩方のような存在

歯ブラシや、くすぐったいスポ

になろうと改めて決意した次第

しかし、残念ながら近年注目

ンジブラシより、介護される高

らご紹介いたします。

ンパスイン内でのコンプライア

されているように、老化により

齢者が受け入れやすいように

ンス、大学生活についての説明

全身のフレイルが個人差はある

シリコンラバー製にしてあり

れている先生方をはじめ、臨床

はその後の機能の維持・増進に

とはいえ進行してきてしまいま

の現場で活用されると嬉しく思

極めて重要であり、人生におけ

す。なかでも口腔機能は衰えが

す。気心の知れた介護者であっ

る楽しい食生活や会話の一助と

ッチェル（富山市）と共同

印象的だったのは、保護者の

なりえると自負しています。

です。また、学業のみならず、

方々を見送る新入生の表情が、

などを行いました。このような

大学生活への期待を膨らませ

新生活への希望に満ち、輝いて

います。

ながらも若干緊張した面持ちの

せ、体を動かすことで消化管ガ

ても、他人に歯ぐきや頬粘膜を

新入生を迎えると、昨年同時期

スや臓器を移動させて膵臓を良

マッサージされることは苦痛で

件が悪いと膵臓は観察不良とな

好に観察することができます。

で開発・販売をしてきまし

り、膵臓がんは発見が難しいと

もう一つの特徴である飲水法

た。ライフステージを考え

いわれています。しかし一方で

は、コップ１杯（約２００ ）

松本歯科大学の学生としての誇

超音波検査は被曝がなく、非侵

の脱気水をストローを使って空

りを持ち続けるモチベーション

す。検査をするのが大好きで、

襲的で繰り返し検査を行うこと

気が入らないように患者様に飲

サポートに対し、保護者の方々

病気を見つけるために日々奮闘

ができるため、患者さんに負担

んでもらいます。胃内に水が入

から差し入れをいただきました

２０２１年 月から開始した

が少なく、超音波検査で経過を

り、超音波ビームが通りやすく

ると、口腔機能の健やかな発達

膵臓精査に特化した超音波検査

観察できれば利点ばかりです。

なり今まで胃のガスで見えなか

についてご紹介します。

センターで主に超音波検査、心

ターに入職いたしました。健診

大学病院臨床検査室・健診セン

ています。胃や小腸をはじめと

臓、足側は小腸や大腸に囲まれ

は脾臓や小腸や大腸、頭側は肝

臓器で、右側は十二指腸、左側

膵臓は、胃の背側に位置する

回学術大会を本学で開催

しても、
“愛”を持って本会を

運営していきますので、ご理解

とご支援のほど、よろしくお願

なお、
５月 日
（土）
、 日
（日）

いします」
と抱負を語っている。

回学

には、本学学生ホールにおいて

「日本顎口腔機能学会第

術大会」が開催される。増田学

会長が大会長を務め、地域連携

歯科学講座の冨士岳志講師が準

ながら３日間を過ごし、大学や

開催する学術大会は、
発表 分・ まで多様な参加者で切磋琢磨し

礎と実践」と題して、学術大会

機能解析に用いる人工知能の基

情報系の鈴木健嗣教授が「口腔

特別講演は筑波大学システム

備委員長を担当する。

専門分野を超えての仲間づくり

―

日本顎口腔機能学会の会長に就任
―第

総合歯科医学研究所・増田裕

次教授は本年度より日本顎口腔

機能学会の会長に就任した。

同学会の目的は「顎口腔系の

諸機能に関する基礎ならびに臨

床の真理を探求し、その進歩発

質疑応答 分と国内異例の長い

にも役立っている。

大学理工学部の小野弓絵教授

展を図ること」である。年２回

時間をとり、各分野の研究者た

が「顎口腔機能と脳計測」と題

水が十二指腸に流れてくると頭

超音波検査は、検査を行いな

ちが真摯な態度でディスカッシ

増田学会長は「臨床で口腔の

体位変換は、右側臥位・左側

がらリアルタイムに直接がんを

健康維持向上の意識が高まり、

部も観察しやすくなります。

発見することができる数少ない

ョンを進めており、発足当初か

臥位・坐位・半坐位を組み合わ

このように膵臓を良好に観察

ら綿々と引き継がれている伝統
として、超音波検査が携わる領

また、健診で重要ながん検診

早期発見できるレベルの高い超

査です。誰が検査してもがんを

る検査者の力量に左右される検

ショップ（
「 顎口腔機能セミナ

析と発表までを行う研究ワーク

際の測定手技の習得、結果の分

の育成のため、計画立案から実

と言える。さらに、若手研究者

らないことが数多くあり、本会

くためには、解明しなければな

確固たる機能検査を開発してい

査の重要性が高まっています。

科学的根拠をもった口腔機能検

も企画している。問い合わせは

ながらのランチョンセミナー

授によるカムカム弁当を食べ

歯科大学大学院の松尾浩一郎教

して講演する。また、東京医科

をいち早く発見します。

域には、腹部領域と乳腺領域が

音波検査を目指して、スタッフ

の活動は重要です。顎口腔機能

一丸となって精度向上に努めて

ー」
）を２年に１回開催。大学

の研究に対しても、研究者に対 （担当・冨士）まで。

： jssf67th@yahoo.co.jp
E-mail

院生からベテラン研究者に至る

あります。今後超音波検査によ

（臨床検査技師副主任 宍戸淑子）

る乳がん検診の体制を整えて実
係者の方々のお役に立てると考

いきたいと思います。

優秀賞受賞者学術企画は明治
して、早期癌や膵がん高リスク

乏しいといわれ、検査を担当す

所見
（良性腫瘍や膵管拡張など） 検査法です。しかし、客観性に

した。

内科の川 茂幸先生を中心に

そこで、膵臓超音波検査の精

電図検査、採血などを担当して

する消化管に囲まれているため

申し上げます。

膵臓疾患を診察する外来診療で

度を高くするために、従来の検

います。臨床検査技師になって

ガスの影響を受けやすいこと、

（地域連携歯科学講座 教授 蓜島弘之）

は、膵臓がんの危険因子や良性

った場所（主に膵体尾部）の観

以来超音波検査を主に担当して

体の前面から遠いため超音波の

29

67

総合歯科医学研究所・増田裕次教授

疾患を持つ患者さんに対し定期

査に加え、体位変換と飲水法を

きました。超音波検査の専門資

ビームが届きにくいことが原因

28
施できれば、周辺住民や職員関

15

増田学会長

67

しています。

的に血液検査（腫瘍マーカー）
特化した超音波検査を組み合わ

格である超音波検査士の３領

せて経過観察をしています。

域（消化器領域・泌尿器領域・

で観察が難しい臓器です。

えています。

察が可能になります。さらに、

を再確認する良い機会となりま

シリコンラバー製のヘッド

全員に追加しました。

ことをこの場をお借りして御礼

をさせていただきました。

っ越し荷物の搬入等のサポート

17

ャンパスインへの入寮に際し、

の２日間にかけて、新入生のキ

17

サポート隊のメンバーたち

とＭＲＩ検査に加え膵臓精査に

開発商品を手にする筆者

第２学年の佐藤瑠海君を中心に有志 人は新入生サポート隊を結
成し、新入生のキャンパスインへの入寮サポートを行った。引っ越し
荷物の搬入の手伝いをはじめ、寮の説明や学生生活のアドバイスなど
を行い、先輩として新入生を温かく迎えた。

宍戸 淑子さん

２０２１年９月から松本歯科

健診センター 臨床検査技師副主任

体表領域）を取得しており、超

15

10

そのため、超音波検査では条

超音波検査画像

入寮時に引っ越し荷物の搬入等を手伝う

シリーズ 期待のホープ⑥

新入生の荷物の搬入を手伝う

ml

第 2 学年有志が新入生サポート隊を結成

音波検査を専門分野としていま

臨床検査技師副主任の宍戸淑子さん

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

vol.13
vol.39

病院だより

あるべきだと感じました。
また、

〔役職教員〕
３月 日付

矢島 安朝 
（病院長）
相馬 啓子
（副病院長）

〔退職（自己都合）
〕３月 日付
前島 信也  （教授（歯学部内科学））
富田美穂子（ 
）
中山 洋子 （講師（歯学部口腔顎顔面外科学講座））
朝比奈滉直 （助手（歯学部地域連携歯科学講座））
石原 琴美 （歯科衛生士室歯科衛生士 )

〔退職（任期満了）
〕３月 日付
三好 智博 （講師（歯学部微生物学講座））
田井 康寛 （助手（歯学部歯科保存学講座））
教授（病院健診センター・健康づ
くりセンター（歯科ドック担当）
）

中川 直子 （助手（歯学部地域連携歯科学講座））

〔採用〕 
矢ヶ﨑 雅

川原 一祐
赤地 憲一
石川 紘一
植田 章夫
岡野 匡雄
笠原
茂幸

浩

笠原 悦男
川
川和 忠治
倉澤 郁文
鈴木 啓之
高木 宣雄
高橋 直之
栄

鷹股 哲也
永澤
二條 貞子
野村 貫之
平岡 行博
茂

古厩 文宣
牧

松下美智子

外来看護師室看護管理アドバイザー（契約職員）松本歯

科大学二條皮ふ科クリニック看護管理アドバイザー兼務

（事務局管理課（環境整備）
（契約職員）
）

（事務局大学病院事務室事務員（派遣職員）
）

准教授（歯学部口腔顎顔面外科学講座）

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

歯学部兼務

准教授（総合歯科医学研究所硬組織疾患制御再建学部門）

総合歯科医学研究所硬組織疾患制御再建学部門兼務

炳旭 （

教授（総合歯科医学研究所硬組織疾患制御再

歯学部解剖学講座兼務

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

教授（病院保存科）大学院歯学独立
研究科健康増進口腔科学講座兼務歯
学部歯科保存学講座（歯周病）兼務

准教授（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歯学部理工学講座兼務

副主幹

法人（総務）課長補佐 法人（財務）課長補佐兼務

事務局経理室課長補佐兼務

主査

会事務室センター長

副主査
事務局学事室係長補佐
事務局入試広報室係長補佐兼務

主任

事務局経理室納品検収センター主任

チーフ

放射線検査室診療放射線技師チーフ

（法人（ＩＴ室）
（スタジオ）
（契約職員）
）

日本スコラ株式会社への出向を解く
事務局庶務課主任

（事務局管理課（体育施設）
（契約職員）
）



野本 享嗣 （事務局管理課（契約職員））

須澤 秀雄

中野 唯人 （事務局管理課（保守・管理）（契約職員））

日㈬

●模擬実習 ●入試説明・進学相談 など

※ 参加希望の方は、本学ホームページまたは電話にて
お申し込みください。

（事務局管理課（ハイテクセンター）
（出向受入職員）
）

（事務局管理課（ハイテクセンター）
（契約職員）
）

大学院発表会

●キャンパスツアー ●ランチ体験

４月 日付
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特任教授）
（特命教授）

洞澤 功子 （ 

李

）

）

主任
法人（秘書課）主任
法人（総務）主任兼務

事務局経理室（納品検収センター）係長兼務

事務局図書館事務課主任司書

主査

事務局学事室課長補佐
堀内 規子（ 法
）
人（総務）課長補佐兼務

永井 志保 （

宮田久美子  （

主査
法人（総務）係長

）

４月 日付
〔昇任〕 
高村 昌明 （ 事副務主局幹大学病院事務室課長補佐）

塚田 涼子  （

主査
）
恵（ 事
務局大学病院事務室係長

田中加緒里 （事主務査局経理室納品検収センター係長）
田中

主査
）
早川 大輔（ 事
務局大学病院事務室係長

北野由紀子（  事務局支援センター・校友会・蒼）
穹

開催時間 9：30 ～ 15：00（受付 9：00 ～）

の能動的な学習を促すことがで
きているか、本当に学生が必要

本学教職員の皆様はなんらか
シミュレーション教育やＩＲに
〔退職（契約満了）
〕３月 日付

西田 優花  （診療助手（小児歯科））



総合歯科医学研究所

松田 泰明
矢島 安朝

























勲 

米窪伸一郎 
飯島

〔採用（再任）
〕 ４
 月 日付

楢本 達也 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 花岡 平司 （薬局薬剤師（契約職員））


）
丸山 歩美 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 内藤 幸子 （
深沢香菜子 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 新藤 澄江 （外来看護師室（契約職員））
呉
佳瑩 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 佐藤美穂子 （手術室看護師（パートタイマー））
小池 隆文 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 中島 靖子 （医療連携室歯科衛生士（契約職員））
小林
彩 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 塩原 則子 （事務局図書館事務課（契約職員））
小山 尚人 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 高山 琢磨 
森川 雅己 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 松尾 充敏 （事務局庶務課守衛長（契約職員））

王
宜文 （助手（歯学部歯科補綴学講座） 麦島
實 （事務局庶務課副守衛長（契約職員））

柴田 幸成 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 青木
哲 （事務局庶務課（守衛）（契約職員））


根津 英之 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 小野 昌弘 （事務局庶務課（守衛）（契約職員）） 大場 有記（ 
田下 昌充 （ （事保務守局・管管理理課）（出向受入職員）
）
）
三村 宗範 （ 事務局管理課
）
酒井 聡美 （助手（歯学部歯科矯正学講座）） 金澤 康雄 （事務局庶務課（守衛）（契約職員））
和
田
恵
子
（
）
（保守・管理）（出向受入職員）




黒田 美苗 （ 事務局管理課
）
橋本栗太朗 （助手（歯学部歯科麻酔学講座）） 上條 芳明 （事務局庶務課（守衛）（契約職員）） 水口 裕司 （ 主任
）
（保守・管理）（出向受入職員）
事務局管理課主任




主査
大谷 有希 （ 診療助手（病院保存科）） 宮原 尚武 （事務局庶務課（守衛）（契約職員）） 荻上あゆみ  （ 看護師長 ）
山岸 和男 （ （事保務守局・管管理理課）（パートタイマー）
）
病棟看護師室勤務
副主査
加藤 慎也 （診療助手（病院保存科）） 望月 勇三 （事務局庶務課（守衛）（契約職員）） 大澤由里子
渡邉 勇男 （事務局管理課（パートタイマー））
（ 副看護師長 ）



外来看護師室勤務
副主査
長島 規夫 
小原 聖徳 （診療助手（病院補綴科）） 森田 利満 （事務局庶務課（守衛）（契約職員）） 髙野さや香
（ 副看護師長 ）



手術室勤務
加納 幸成 （診療助手（病院補綴科）） 山﨑
明 （事務局庶務課（守衛）（契約職員）） 浅輪 貴行 （ 主任
小林 真樹 
）
放射線検査室診療放射線技師主任



チーフ
永瀬 陽子 （病
）
金
唯眞 （診療助手（病院口腔外科）） 
片岡 礼子  （病棟看護師室看護師）
４月 日付
棟看護師室看護師チーフ
上野美知穂 （ チーフ
伊東
恵  （病棟看護師室看護師）
）
渡邊 遊理 （診療助手（病院口腔外科）） 長谷川彩香
病棟看護師室看護師チーフ



チーフ
杉本 万緒 （診療助手（病院矯正歯科）） 〔昇任・兼務〕  ４月 日付
松倉 英里  （ 手
百瀬 寛子 
）
（手術室看護師）
術室看護師
塩原さゆり （ チーフ
）
杉田 寛和 （ 診療助手（地域連携歯科））
大橋 貴子 （事務局学事室事務員（派遣職員））
外
来
看
護
師
室
看
護
師
チ
ー
フ

（
）
李
憲
起

上原 大輔 （
） 〔兼務〕
４月 日付
〔採用〕
４月 日付


研修歯科医 名 （氏
北澤 富美 （ 歯チー科フ技工士室歯科技工士チーフ ） 上條幸一郎  （法人（ＩＴ室）室長）
 名 所
･ 属は省略）
中道 裕子 （ 
）
〔
昇
任
・
配
置
換
・
兼
務
〕
４
月
（事務局衛生学院事務室副室長）
石橋 美紀  （事務局経理室事務員）
島
田
陽
子

 日付
主査
） 〔兼務解く〕
４月 日付
山﨑三恵子
嶋田 勝光 （ 講師（歯学部病理学講座） ） 青柳 英治（ 法人（ＩＴ室）係長
（ 副主幹 ）
薬局薬局長
病院検査科病理（歯科医師）兼務




事務局大学病院事務室係長兼務
副主査
佐藤ちづる （ 法人（総務）係長補佐事務）
矢ヶ﨑 裕 （
宍戸 淑子（ 臨主床任検査室臨床検査技師副主任） 〔昇任〕 
局
４月 日付
）
図書館事務課係長補佐兼務
４月 日付
太田 雅美  （病棟看護師室看護師） 杉野 紀幸 （准教授（歯学部歯科放射線学講座）） 〔配置換〕 
石田 奈美
堀部 寛治 （講師（歯学部解剖学講座） 中村 良二
（病棟看護師室看護師）



杉浦 雅之 
（事務局庶務課長）
日㈫
（講師（歯学部生理学講座）
）
小原 愛美 （歯科衛生士室歯科衛生士）
Mohammad Zakir Hossain
Ⅰ期試験 （第６学年）
新村 和久 （
）
佐藤 穂波 （歯科衛生士室歯科衛生士） 〔配置換・兼務〕４月 日付


（事務局管理課長）
小倉 英文 
日㈯
古屋花桜里 （歯科衛生士室歯科衛生士）
（
）
中
村
浩
彰

小松 弘章  （事務局管理課係長） 体育祭
間瀬紅瑠美 （歯科衛生士室歯科衛生士）
丸山 雅久 （事務局管理課（契約職員）） 日㈰
三澤 真優 （歯科衛生士室歯科衛生士）


吉成 伸夫（ 
）
一日体験入学 （歯学部）

崇 （事務局管理課（環境整備）技術員）

）

亮 （事務局経理室長（契約職員））


（事務局経理室（パートタイマー）
）

（ 事務局庶務課（契約職員）
）

事務局入試広報室マネージャー（契約職員）

事務局学事室兼務

事務局大学病院事務室副事務長（契約職員）

事務局経理室納品検収センター長兼務

（事務局大学病院事務室（契約職員））

原田 寿久 （ 会事事務務局室支マ援ネセーンジターャ・ー校（友契会約・職蒼員穹））

吉江みはる

事務局学事室（契約職員）
奥原 徳子 （
 事務局入試広報室兼務 ）
小澤
博 （
）

野澤 良子 （
）

横山 幸代

一ノ瀬敦博 （事
 務局庶務課（契約職員））

召田 仁子

荻村 博文 （事務局経理室（契約職員））

七倉

谷内 秀寿 （講師（歯学部入門歯科医学）（契約職員）

師
藤村 智子（ （事パ務ー局ト大タ学イ病マ院ー事）務室保健）

西村

山﨑 和明 （事務局管理課（環境整備）技術員） 〔昇任・兼務〕  ４月 日付

バーゲバーンアリ （事務局管理課（環境整備）作業長）


（歯科衛生士室歯科衛生士）

１

山辺 正樹 （事務局管理課（環境整備）副作業長）

矢島 彩聖

44

水野 好博 （ 蒼事穹務会局事支務援室セ（ン出タ向ー受・入校職友員会・））

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

www.mdu.ac.jp

としている支援ができている
か、実習をどのように評価すれ
ばいいか、と日々悩む場面は多
くあります。このプログラムを
受講し、一人ひとりの学生に合
わせた講義および実習での配慮
の必要性を再確認しました。そ
のためには、親元を離れ様々な
国・地域から入学した学生に、
勉強だけでなく大学生活そのも

の形で学生教育に携わっていま
ついては本学でも積極的に取り

のに寄り添っていける教職員で

す。しかしながら、教育に関す
入れていくべきだと思いました。
研修歯科医 名

る専門知識を持っていないなが

（事務局庶務課事務員（契約職員）
）

す べ き 手 だ て と し て、 岐 阜 大
学医学教育開発研究センター


中根
卓 （事務局学事室事務員（契約職員））

事務局大学病院事務室
鈴木 春菜 （
）
 保育士（パートタイマー）
鈴木 友代 （薬局薬剤師（パートタイマー））

（氏
 名 所
･ 属は省略）

らも試行錯誤を繰り返し行って
樋口 壽英

（外来看護師室看護師（パートタイマー）
）

そんな現状を少しでも改善

いるのが現状だと思います。

髙山 実和

（ MEDC
）にｅラーニングプロ
鷲澤 牧子（ 研究補助員（パートタイマー）
）
今岡 至子 （事務局学事室事務員（派遣職員））
••••••••••••

大学医学教育開発研究センタ

ー（ＭＥＤＣ）スターターキッ

（助教（歯学部歯科保存学講座）
）

宮脇 理功（診療助手（病院矯正歯科）
）

吉田 美加 （診療助手（病院矯正歯科））

〔採用（新規）
〕 ４
 月 日付
Rita Rani Roy（ 助教（歯学部生理学講座））

吉野 旭宏 （助教（歯学部歯科補綴学講座））

近藤 皓彦 （助教（歯学部口腔顎顔面外科学講座））
隆 （助教（歯学部歯科矯正学講座））

■お問い合わせ■

１

事務局支援センター・校友会・蒼穹
会事務室センター長兼務を解く

１

グラムの医学教育スターターキ

ットがあることを知り受講しま
したので、その概要を報告いた
します。
「 医療者教育学スターターキ

小松 佐保

今後、円滑に学生教育を進め

簡単に参加することができま



トは『岐阜大学医学教育開発研

出分菜々衣 （助教（歯学部歯科保存学講座））

学ぶことができるｅラーニング
るためには教職員一人ひとりの

る。自生地は、日本国内に４か

助教（病院初診室（総合

プログラムであり、各Ｓｔｅｐ
教育に対する専門知識の向上、

しだれ栗は、垂れ下がった枝

所（福島県いわき市上三坂、長



においてアクティブラーニン
意識改革がより一層必要と思わ

ット」は医療者教育学の基本を

究センターホームページ』より

（助教（歯学部歯科矯正学講座）
）

グ、シミュレーション教育、学
れます。また、講座・部署間、

の実を取りやすいように枝を垂

が傘のように四方に広がり、幹

野県塩尻市相吉、長野県辰野町

中根

※ 5、6月開催分のみ掲載

17

21

22

一日体験入学

１

１

21

１

① 5月22日㈰
② 6月19日㈰

25

西村 恵子

生支援、ＯＳＣＥ、ポートフォ

医学教育共同利用拠点 岐阜

した。

リ オ、認 証 評 価、 Institutional 教員・職員との連携が必要不可
について学ぶことが 欠であると改めて実感いたしま
Research

できます。
教育に携わる者として、学生

曲がりくねった樹形の希少品種

しだれ栗をキャンパスに移植
３月の半ば、創立 年記念棟

らしてくれたとの伝説もある。

や枝が曲がりくねった特異な樹

小野、岐阜県下呂市竹原宮地）

１

１

１

34

す、また各コンテンツに小テス
岩﨑由紀子（ 診断科・総合診療科）））

トがありそれをすべて終了する 〔採用（更新）
〕 ４
 月 日付
と修了書が発行されます。
（岐
佐故 竜介 （助手（歯学部歯科保存学講座））
阜大学医学教育開発研究センタ
岩﨑 拓也 （助手（歯学部歯科保存学講座））
ー URL:https://www1.gifu-u. 上原 龍一 （助手（歯学部歯科保存学講座））
）
原
美音 （助手（歯学部歯科保存学講座））
ac.jp/~medc/
（病院初診室 准教授 森 啓）
朝比奈伯明 （助手（歯学部地域連携歯科学講座））
合
加藤 華子（ 助手（病院初診室（総）
診
断
科
・
総
合
診
療
科
）
）

助手（病院初診室（総合
とされ、辰野町のしだれ栗自生
堀内竜太郎（ 診
）
断科・総合診療科）
）
地の樹は１９２０年に国の天然
倉科 勇太 （診療助手（病院矯正歯科））
記念物に指定されている。
中野翔太郎  （診療助手（病院矯正歯科））
羽鳥
遼 （
 診療助手（病院矯正歯科））
土居 洋介 （診 療助手（病院矯正歯科））

西側に、長野県辰野町より樹齢

約 年のしだれ栗が移植された。 秋には小指の爪ほどの実をつけ

形は、一説によると天狗がクリ

キャンパスに植えられたしだれ栗

１

より良い医療者教育
を行うために
30

１

１

認定書を取得した初診室医局員

１

１

24

31

31

31

医療者教育の基本を学ぶ
30
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