第 回体育祭 学年・国籍を超えて交流
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別チーム対抗のほかクラブ対抗

き、作戦を練ってチームの結束

皆で実行委員の説明を真剣に聞

育館に変更。実行委員たちは手際よく

が、朝から小雨が降り続き、急きょ体

にはチームの仲間たちが集まっ

ス展開となった。コースの周り

の予想がつかない白熱したレー

れに当てはまる人を探し出し、

などのお題が書かれていて、そ

ねを披露。これが、おおいにウ

年主任・安藤 宏准教授の物ま

変更した今回の体育祭は、屋外

天候不順のため体育館に会場

たびに、場内に歓声やため息が

するもので、正解が発表される

のロケについてなど、本学に関

書数や大学の創立年月日、映画

移動した。出題は、図書館の蔵

クイズの正解を求め指定陣地に

館の中央に集まり、出題される

〇×クイズでは、全員が体育

を高めた。

戦も行われた。玉入れでは準硬
式野球部がバスケットボール部
を僅差で破って１位に、リレー
では昨年に続きサッカー部が俊
足を生かして２連覇を達成した。
リレーは、体育館の四隅にコ
ーンを立てて走行コースを設
定。コーナーで勢い余って転倒
してしまう選手や、靴を脱ぎ裸

体育祭は、第４学年の伊藤公平実行
対応して、伊藤実行委員長の指示のも

検査で全員の陰性を確認し、周到な感

ナ禍中での開催のため、事前のＰＣＲ

に、ランダムに色分けしてチームを編

同級生や先輩たちと交流できるよう

チーム編成は、主に１年生が多くの

なる人」
、
「ｉ‐ｐａｄを持って

をかけている人」
、
「今年 歳に

れたカードをめくると、
「 眼鏡

り人競争 」
。体育館中央に置か

最も盛り上がったのは、
「借

て来られた木ノ島 旺君は、宇

第１学年の岸 深月選手に連れ

る人」というカードをめくった

式で行われた。
「 物まねができ

ーム。１チーム 人のリレー形

大将を捕まえた方に軍配が上が

チーム鬼ごっこで、相手陣地の

守備などの役割に分かれて行う

がり」というゲームは、攻撃や

今回初めて採用された「くま

籍を超え、一致団結して親睦を

えることなく、学年や性別、国

始、学生たちの笑顔や歓声が絶

すという相乗効果を生んだ。終

気が満ち、親密感や団結力が増

と比べて、空間に学生たちの熱

染防止対策を講じて行われた。当初は

成した。玉入れやリレー競技では、色

20

漏れた。

委員長と井口創太副委員長を中心に第

足で力走する選手もいて、勝敗

１～４学年の学生有志約 人が実行委

ケて爆笑をさそった。

チーム全体で力が入った綱引き

て声援を送り、
大歓声が響いた。 実行本部に連れて来るというゲ

コーナーで接戦を展開するリレー選手

とスムーズな進行に尽力した。

第 回体育祭が５月 日（土）
、体育館で開催された。例年は秋に
行われているが、新入生が同級生や上級生と親睦を深め早くキャンパ
スライフに馴染んでもらえるようにと、春の開催となった。歯学部と
衛生学院の学生約１５０人が参加し、玉入れ、リレー、綱引きなどの
各種競技やクイズなどで盛り上がり、
笑顔があふれる体育祭となった。

33
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員となり企画・運営にあたった。コロ

競技白熱 ! 学生たちに笑顔あふれる
陸上競技場での開催を予定していた

競技前に集合して全力プレーを誓う参加者たち（撮影：本学写真部）

る。少々ルールが複雑なため、

深めたイベントとなった。

平均点 点以上で、前年度の平

上で、
上位３名に、「奨励賞」は、

「矢ヶ﨑 康賞」は平均点 点以

手塚 大貴（第５学年）

青木 宏樹（第５学年）

岩崎 将和（第５学年）

ジョウセン

松浦 宏季（第４学年）

上瑄（第４学年）

三野 耀執（第３学年）

カツ

小嶋 嘉子（第４学年）

漢洙（第３学年）

葛

佳蕙（第３学年）

者に授与される。

矢ヶ﨑 雅理事長は「皆さん

朴

維彤（第２学年）

セン

マ

イトウ

ヨシエ

ハンス

の優秀な成績は尊敬に値しま

詹

パク

す。卒業したら日本一、世界一

馬

く、信頼される人格に育ってい

さんは社会の指導者となるべ

アップする貴重な経験です。皆

受賞は、人生においてステップ

鎌倉 千尋（第１学年）

野﨑

佐藤 瑠海（第１学年）

奥

箕浦史絵菜（第２学年）

２０２１年度の歯学部学生表

ただきたい」と助言し、受賞を

閉式後、賞状を手にした学生

愛佳（第２学年）

日（水）
、創

たちは、矢ヶ﨑理事長、川原学

テイ

カンケン

歡研（第４学年）

伸吾（第４学年）

２０２１年度体育連絡協議会委員長
第 回体育祭実行副委員長

井口 創太（第３学年）

第 回全日本歯科学生体育連盟正評議委員

林

◇スポーツ賞

鄭

荻野 真帆（第４学年）

優（第１学年）
彰授与式が５月

﨑 康賞 」
、
「 奨励賞 」
、
「 スポー

前田 風華（第４学年）

）

に「矢ヶ﨑 康特別賞」
、
「 矢ヶ

行った。
各賞の受賞者（

福島 英子（第３学年）

長尾 将平（第５学年）

◇矢ヶ﨑 康特別賞

敬称略
学年は２０２１年度

長、役職教員を囲み記念撮影を
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
宇田川信之歯学部長に呼名され

武井 祐太（第２学年）

た。
賞状はあらかじめ配付され、

「矢ヶ﨑 康特別賞」は学年ご

た学生は起立し栄誉に浴した。

横川 勝護（第１学年）

◇奨励賞
立 年記念棟３階「常念岳」の

祝した。

続いて川原一祐学長は「この

ださい」と激励した。

の立派な歯科医師をめざしてく

80

上・順位１位の者に授与される。 ◇矢ヶ﨑 康賞

いる人」
、「誰でもいいから 人」 田川信之歯学部長の前で第１学

24

均点より 点以上上昇している

80

10
ツ賞」
、
「活動賞」の各賞が贈ら

11

とに前年度成績が平均点 点以

54

第 回体育祭実行委員長

伊藤 公平（第３学年）

32

２０２１年度文化連絡協議会委員長

伊藤 公平（第４学年）

◇活動賞

32

26
90

矢ヶ﨑 康特別賞、矢ヶ﨑 康賞、奨励賞、スポーツ賞、活動賞の受賞者たち

20

10

歯学部学生表彰授与式
間において催され、在学生 人

在学生 26人の
栄誉を称える
30
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年度歯科医師臨床研修は、４月
１日より開始された。開始に先

飯島 勲

めていると述べた。

など各国に対する働きかけを進

後、矢島安朝病院長・研修管理

委員長より研修許可証が授与さ
れ、
「 歯科医師臨床研修を行う
１年間、母校である本学病院で
研修するこの貴重な時間を生か
し、将来の歯科医師人生に有益

要な位置を占めていることがわ

れば、岸田首相が国際社会で重

ナ政府からの要請を踏まえて、

装備品の提供として、ウクライ

額するとともに、自衛隊からの

している。

を追加的に提供することを説明

防護マスク、防護衣、ドローン

かるだろう。
①バイデン米大統領
②ジョンソン英首相

「なにをしているのか？」と伺

うべきところを、まだドイツ語

の会話に熟達していなかった

Was ist das（?それ

はなんですか？）と問いかけ、

悲しさで

（これは紙だ
Das ist die Karte

臨床実習中の五年生には「ま

力な説である。

続いてしまった…というのが有

本に持ち帰られて、現代にまで

と呼ぶという誤解が生まれ、日

⑤フォン・デア・ライエン欧州
委員会委員長

ころよりも、自信をもって、き

相は、以前の控えめで優しいと

で引いてみると、カード（サッ

都市については調整が進められ

えばよい）などが出て

ば

でメニューが欲しけれ

法第 条には「歯科医師

重要な義務で、歯科医師

診療記録の作成とその保存も

ことを以前にも書いた。

くつかの義務も負わされている

そのために診療記録をカルテ

ずは見学する患者さんのカルテ

歯科医師や医師にはさまざま

よ）と返事をされたのだろう。

最近の岸田首相の仕事ぶりにつ

ない言葉や略号があったら、そ

やる。
ちょっと控えめで優しく、 をしっかり読みなさい。分から

いて「やらせてみたらそこそこ

の場で質問して覚えなさい」と

な特権が認められる半面で、い

自民党の麻生太郎副総裁が、

柔和でほわっとしたやつのほう

指導している。ついでに「カル

③トルドー・カナダ首相

が、今みたいなときにきちっと

テって何語？」と尋ねると、「ド

首相

やる」と、麻生節とも言うべき

④モラヴィエツキ・ポーランド

⑥ミシェル欧州理事会議長

独特の表現で褒めていた。私か
務総長
４月 日には、米国のバイデ

カーのレッド・カード

イツ語」と答える人が多い。
ン大統領の呼びかけで、Ｇ７各

ちんとやっている面が前面に出

名刺、乗車券、献立表

）
、
die Rote Karte

ところが、 Karte
を独和辞典
国と、ウクライナと国境を接す

は

来年２０２３年は、日本がＧ

ているような気がする。

ここで岸田首相は「ロシアに

ているが、岸田首相の出身地で

くるが、診療記録の語

７の議長国である。現在、開催 （ドイツのレストラン
よる非道な侵略を終わらせ、平

首相のライフワークである「核

ある広島市も有力な候補地だ。

兵器のない世界」
の実現に向け、 義は全くない。

Bitte Karteと
!言
和秩序を守るための正念場を迎

会議が行われた。

Ｕの首脳などによるオンライン

るポーランドとルーマニア、Ｅ

ら言わせてもらえば、最近の首

⑦ストルテンベルグＮＡＴＯ事

創立者の 「視点」

えている」との認識を示したう
えで、日本政府の追加支援策を

感染対策を徹底しクラブ活動再開へ

するのを心待ちにしていまし

の天然芝のグラウンドで野球を

ら３年生は、よく整備されたこ

司君（第５学年）は「１年生か

している。キャプテンの安井久

しての連携プレーなどに汗を流

チボールやノック、試合を想定

と水曜日に練習を開始。キャッ

準硬式野球部は、毎週月曜日

準硬式野球部に球春来たる
学生たちのクラブ活動は、新
防止のため約２年間活動を停止

果、学生全員が陰性であったこ

その後、安西正明プログラムⅡ

とに鑑み、４月８日（金）より

していたが、感染拡大が収まり
病院職員としての３日間のオ

順次クラブ活動が再開された。

つつあることとＰＣＲ検査の結
リエンテーションを経て、研修

長にご挨拶をいただいた。

歯科医全員は現在順調に研修歯

体育館・野球場・陸上競技場の

た。ようやくその夢がかない、
議会の各部員たちは久しぶりの

部員 人は野球をすることの楽
本年度からは令和３年度に改正

部活動に笑顔で取り組んでいる。 し さ を あ ら た め て 感 じ て い ま

科医各自が目指す目標に向かっ

浩

なく今後とも断固とした対応を
とっていく」と訴えた。Ｇ７と
協力してロシアへの制裁を実行
するため、貿易に関する「最恵
国待遇」の撤回に向けた法改正
や、デジタル資産を用いたロシ
アの制裁回避に対応するための
法改正を迅速に進めることを表
明した。

が協調して影響を受けている国
このほか、ウクライナ周辺国

さらに、ロシアのウクライナ

への支援や自由貿易を推進し、

に滞在する避難民支援のため、

各国首脳が連携を深めている。

３月 日には、ベルギーのブ
エネルギー安全保障や食料安全

物資協力や医療・保健分野での

侵攻の世界経済への影響につい

リュッセルで対面でのＧ７首脳
保障の確保に取り組むことが重

人的貢献を検討していることも

ては「エネルギーや食料価格の

会合が開催された。岸田首相は
要だ」などと発言し、岸田首相

説明。日本にも避難民を受け入

その中で、日本の岸田文雄首相

会合で、唯一の戦争被爆国、そ
自身が、アラブ首長国連邦（Ｕ

が存在感を発揮しているのが非

して被爆地・広島出身の総理大
ＡＥ）やサウジアラビアといっ

高騰に拍車をかけており、Ｇ７

臣として、
「 ロシアによる大量

担を共有したいと発言した。

れる意向を示し、欧州諸国の負

破壊兵器の使用を深刻に懸念し
ており、核兵器による威嚇や使 た産油国の首脳と電話会談を行
用は絶対に許されない。 生物・ い、増産を含めて原油市場の安

化学兵器の使用も決してあって 定化に向けた積極的な協力を呼
岸田首相のベルギー滞在時間
はならない」
と強調したという。 び掛けたことを紹介したという。 は短かったが、首脳会合以外に
日本の立場についても、ロシ
Ｇ７以外の諸国との連携につ も精力的に各国首脳と協議する
アが北方領土問題を含む日本と

いては、
直前に訪問したインド・ 時間をつくった。それぞれ５～

バイデン大統領の呼びかけで G7 ほか各国とのオンライン会議

された歯科医師臨床研修制度に

にて臨床研修許可証授与式・研

責任者、森 啓研修管理副委員

い」
と研修歯科医を激励された。 型コロナウイルス感染症の蔓延

になるよう研鑽を積んでくださ

25

て研修を行っております。
また、 使用が可能となり、体育連絡協
プログラムⅠ（単独型 本
= 学大
学病院のみの研修） 人、プロ

は、診療をしたときは、

遅滞なく診療に関する事

項を診療録に記載しなけ

ればならない」と規定さ

ところで、昔の貴族や

れている。

知識人たちには、一般民

衆には理解できないよう

な難しい言葉を使うの

が、自分たちの権威の象

徴だと考えるような風潮

があった。医師もそうし

た考え方の仲間で、西欧

ていく。今夏の全日本歯学学生

も増やして個人のレベルアップ

白戦も予定され、土曜日の練習

言わなれば絶対に通用しない。

語圏ならば

けであって、ドイツ語

ルテと言うのは日本だ

大学を卒業した１９６０年代ご

語を振り回していたし、筆者が

では医学書や診療記録は

体育大会にはユニフォームを新

やチームワークの強化をはかっ 圏 な ら ば、
わが国でも、
昔は「悪寒戦慄」
、英
Krannkenakte
と 「裏急後重」といった難解な漢
medical record

通例であった。

ラテン語で書かれるのが

調して臨み、
上位入賞を目指す。 つ ま り 医 療 の 場 で の い わ ゆ る

彼らはドイツの病院で医師た

に帝大教授となるような先生方

模範とすることにしたため、後

日本政府が医学はドイツ帝国を

学附属病院らしい。明治時代の

そもそもの起源は東京帝国大

は、診療記録はだれにでも読め

ムワーク医療の時代にあって

なった。患者を主役としたチー

的な医療は完全に過去のものと

しかし、そうした家父長主義

くべきものだと教えられていた。

は読めないようにドイツ語で書

るものでなければならないはず

診療が終わった後、すぐにそ

文章で記載されるべきである。

にも理解できるような日本語の

だ。スタッフはもとより、患者

れを記録している状況を見て、

質問していたに違いない。

ちの挙動を見学し、いろいろと

は必ずドイツに留学していた。

「カルテ」は日本語なのである。 ろまでは、カルテは医師以外に

キャッチボールを行う準硬式野球部

44

修開始式が行われた。本年度は

矢島病院長より臨床研修許可証が授与された

笠原

Ｇ７首脳会合で何が起こり何が変わったのか
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」

ウクライナに侵攻したロシア
軍は、首都キーウからは撤退し
たものの、東部への攻撃をさら
に激化させ、高齢者、女性、子
どもなど一般市民の被害も日に
日に大きくなっている。
本来、こうした紛争に対処す
るのは国連安全保障理事会だ
が、当事国のロシアと、ロシア
に近い中国が常任理事国で拒否
権を有しているため、全く機能
していない。そのかわりに国際
社会のリーダーシップをとって
いるのがＧ７首脳会合といえる
かもしれない。Ｇ７首脳会合は
毎年各国持ち回りで行われる

常に頼もしい。

いての記事を要約して紹介します。

より、岸田首相が存在感を発揮したＧ７首脳会合の内容につ

3

ウ ク ラ イ ナ 侵 攻 に 対 応 す る た の平和条約交渉の中断を宣言し カンボジア訪問の成果を共有し
分の短時間の会談ではあった 発表。ウクライナへの財政支援 ウクライナ危機の解決にその手
実 は Karte
は英語
め、
オンラインで度々開催され、 たことに触れて、
「ひるむこと て、自らが先頭に立ってアジア が、以下の７人の会談相手を見 額を１億ドルから３億ドルに増 腕を存分に発揮してほしい。
の
、ポルトガル
card
語の carta
（ 歌留多の
）
す。引き続き基本的な感染対策 語源）と同じで、もと
グラムⅡ（協力型 協力型施設 対応した変革期の臨床研修とな
shikarinsyo/index.html
=
（ https://www.mhlw. 校友先生方のご協力のほどよ を心がけながら、練習に励みま もと紙片を意味してい
４カ月と本学大学病院）８人の り ま す。
ろしくお願い申し上げます。
す」と話している。
る言葉に過ぎない。
計 人が研修に参加している。
go.jp/stf/seisakunitsuite/
管理委員会委員長
（ 研修
音琴淳一）
第６学年の先輩を交えての紅
診療記録のことをカ
研修歯科医１人ずつ呼名の
プログラムⅠ責任者
bunya/kenkou_iryou/iryou/

が、今年に限っては、ロシアの

24

大学誌編集主幹
特任教授

だれでも読める『カルテ』に

６

松本歯科大学病院の２０２２

臨床研修許可証授与式・研修開始式

23

19

19

個々の目標に向かって研鑽誓う

立ち、本学図書会館学生ホール

36
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きなどはモーターがパワーを補

る。駐輪場はキャンパスインの

返却するシステムにする予定。

リーを受け取り、利用終了後は

００円。キャンパスイン宿泊の

会員にならない場合は利用料金

一般の方の利用は、宿泊料にプ

ほか講義館、図書会館東側、警

学生および職員は、年会費３

備室、病院南側付近に設置され

０００円、月間利用料１０００

問い合わせは日本スコラ（０

ラス５００円で宿泊中利用可能。

い、なめらかに力強くアシスト

ぎ出し時も感知してアシスト力

円を納めると、会員証が発行さ

してくれて、負荷を感じること

を調整してくれるので発進もス

れ、いつでも利用できる。キャ

は１日１０００円、半日だと５

ムーズ。学内での移動や近隣へ

ンパスイン警備室で鍵とバッテ

る。

新たに導入される電動アシス
の外出時など、スムーズ＆パワ

なく楽に走行できる。また、こ

ト自転車はパナソニック製で、
フルな走行で行動範囲が広が

自動点灯し、照射範囲が広く、

ＥＤビームランプは暗くなると

時間が確認できる。前照灯のＬ

ー残量や残りの走行距離、走行

いる液晶パネルでは、バッテリ

が映画初主演し、若手の人気俳

んの監督３作目で、壇れいさん

る。同映画は俳優の水谷 豊さ

６月３日（金）に全国公開され

力した映画『太陽とボレロ』が

会の要請を受け、本学が撮影協

松本観光コンベンション協

縄手通りなどの市街地が数多く

れ、
映画には弘法山や女鳥羽川、

て、昨年５月から撮影が開始さ

松本市をメインロケ地とし

広げる人間模様を描いている。

台に、音楽を愛する人々が繰り

都市のアマチュア交響楽団を舞

のオリジナル脚本により、地方

分、

時～

時

分

２６３・ ・４６１１）
。

Ａｈ

前方だけでなく足元も照らす。

優・町田啓太さんや実力派の石

学生や職員

テールライトは太陽光で充電す

のシーンに登場する。

人がエキストラ出演

映画『太陽とボレロ』に本学が撮影協力

バッテリーは大容量の
間でフル充電でき、走行距離は
パワーモードにした場合は約
ｋｍ、ロングモードだと約１０
買い物に便利な大型バスケッ

０ｋｍ走れる。

るソーラー式。電動アシストだ

丸幹二さんらが出演。水谷さん

ト付きで、ハンドルに附属して

から、登りの坂や向かい風のと

時～

時

時
の低下などの「健康二次被害」

～

時（月・火・金）
、
が問題となっています。これら

（ 完全予約制 ）
。利用
を予防するためにも適度な運動 （水・木）

料金は新規申し込み初回７６５

定では歩行時のくせや左右差、

など体の中身を確認し、歩行測

れた方が利用される場合は、利

医師により運動処方箋が発行さ

関節痛などの整形疾患があり、

尿病などの生活習慣病、腰痛、

ナーが、個人の体力に合

ーナーと碓井秀紀トレー

運動指導士の私・大槻美佳トレ

てご利用いただけるよう、健康

心者からご年配の方まで安心し

ください。

線２３０４）までお問い合わせ

患者、通行人などに扮して撮影

ストラ出演し、医師、看護師、

本学の学生や職員約 人がエキ

深い。

授与されていて、本学との縁は

トを振り、本学の名誉博士号を

０１６年・２０１８年）でタク

演出。本学の学生・職員らは水

がら、リモートで病院シーンを

送る映像をモニターで確認しな

でスタンバイし、撮影クルーが

鳥の湖 」
、ビゼー作曲「ファラ

当し、
チャイコフスキー作曲
「白

れるクラシック楽曲の録音を担

っている。また、劇中で使用さ

し、役者たちへの演奏指導も行

ルはコンサートシーンにも出演

西本さんとイルミナートフィ

に協力した。コロナ禍での撮影

谷監督の指示に従ってリハーサ

ということで、水谷監督は東京

ルを重ね、本番に臨んだ。

れた。指揮者役の水谷さんが入

に病院北側において撮影が行わ

本学では昨年５月 日（日）

０８年）
や観桜会コンサート
（２

病院開院記念コンサート（２０

参加している。西本さんは本学

ィルハーモニーオーケストラも

西本智実さんとイルミナートフ

輝かせている。

美しい旋律が、映画をいっそう

披露。コンサートシーンを彩る

作曲「ボレロ」といった名曲を

曲「交響曲第７番」
、ラヴェル

、ベートーヴェン作
映画製作には、
世界的指揮者・ ンドール」

院した病院という設定のもと、

は、
会員に研鑽の機会を提供し、

その成果として認定医や専門医

を取得できる。また、日本歯科

動き出すことになり、
老年歯科、

有病者歯科、障害者歯科の専門

医として、障害者、高齢者、要

介護者、全身疾患を有する者な

どの歯科医療を担えるような専

門医（名称未定）を認定し、広

告可能な専門医として位置づけ

歯科会

られるようになる。国際障害者

定医制度）も始まり、日本障害

「 大変光栄に存じますと同時

負を次のように述べている。

に重責に身の引き締まる思いで

者歯科学会の３年以上の会員資

（認
Fellowship

す。
本会の運営を考えるうえで、 ます。そしてさらに実践で活か

福祉学等々おびただしい認識分

人への貢献だと考えます」

めの環境作りこそが障害のある

り組めるように、地域医療のた

イドライン」をはじめ情報や用

診療の手引き」や「歯科診療ガ

各委員会は、
「 小児在宅歯科

の
iADH

改めて原点を見直しました。
故・ していけるようにしていくこと

格で申請できる。

野からの情報を用いて知り、こ

ければならない。これが心身障

の委員会がある。そのなかで

会、諮問委員会が 委員会、計

本会は、常設委員会が 委員

療の問題点の抽出と対応につい

域での出前講座の開催、地域医

員からの相談体制の確立、各地

の精一杯の活動だろう”と述べ

ちの福祉に貢献するための我々

認定医委員会や専門医委員会

ても検討していく。

害を背負って人生を旅する人た

語集、視覚素材などの提供、会

れを歯科医療の舞台に動員しな

心理学、教育学、社会学、法学、 心・安全な障害者歯科医療に取

酒井信明先生が
“障害者を医学、 も私たちの使命です。会員が安

られた言葉は、現在も生きてい

小笠原 正臨床教授が

本学の臨床教授・小笠原正先

を正しく効果的に行うことが大

生が、一般社団法人日本障害者

８年の開設から 年目を迎え、

腕の振り方などを測定します。

用料が医療費控除の対象となり

策をしながら、一緒にコ

映画のポスターと水谷監督の色紙

専門医機構による専門医制度も
、お得な回数
でなくストレス解消、体重コン （一回券９３８円）

歯科学会理事長に就任した。任

地域の皆さまや職員・学生の健

一人ひとりの目標に合わせた運

約３か月後、
カウンセリング、 っかけに身体を動かす機会が減

ロナに負けない身体づく

15

日本障害者歯科学会理事長に就任
券もあります（チケット制）
。

期は２００４年定時社員総会ま

０円（事務手数料、プログラム

託児室利用もできます。

作成料、測定料、税込み）
。二

トロール、体力の維持を向上さ

※職員・学生の皆さんは３割引

切です。運動を習慣化させるま

せ、自己免疫力を高めて感染症

では大変ですが、継続して行う

を予防することにも繋がり、嬉

康維持・増進を目指し、生活習

動プログラムを作成し、トレー

り、運動不足により免疫力の低

利用時間は平日のみ

りをしていきましょう。

InBody 測定器

での２年間。小笠原理事長は抱

きになります。

回目以降の利用は継続利用券

51

しい効果、体の変化を感じるこ

ことで、健康の保持、増進だけ

本学エキストラによるリハーサルシーン

（アンペアアワー）
、約４・５時

バイクシェアシステムとして、キャンパスインに新しい電動アシスト
自転車 台（ インチ 台、 インチ 台）が６月から導入され、学生
や職員に貸し出されることになった。利用頻度に応じてレンタル料金を
払えば、誰でも気軽に利用できる。

始める目的やきっかけは、体
重や体脂肪を減らしたい、筋力
低下による関節の痛み、衰えた
足腰を強化したい、運動をして
いるけど効果を感じられない、
医師から運動を勧められている
けれど何をどのぐらいしたら良
いのかわからない、などさまざ
まです。
ご利用を希望される方には、
健康運動指導士の資格を持った
トレーナーがカウンセリングを

詳細は健康づくりセンター
健康づくりセンターでは、初 （０２６３・ ・２３０４ 内

とができます。

慣病・介護などの予防・改善を

下、肥満や生活習慣病の悪化、

（健康づくりセンター 健康運動指導士 大槻美佳）

目的としたトレーニングを行

ます。

わせて無理のない運動指
ニング指導の流れでご案内して

ストレスによる心の病、筋力低

導をいたします。感染対

確認、プログラムの見直しを行

コロナ禍による外出自粛をき

っております。２０１６年１月

また、高血圧、高脂血症、糖

30 10

いきます。

い、目標達成に向けて修正を行

設」
、翌年には「指定運動療法
現在は 歳代から 歳代まで

測定による運動効果の
InBody

幅広い世代の方々が一日 人ほ

で、９時 分～ 時、

14

施設」として認定されました。

30

16

下による転倒・骨折、認知機能

13

80

学会理事長に就任した小笠原先生

15

59

筆者（右）と碓井トレーナー

10

6 月から導入される電動アシスト自転車

行い、
２種類の測定を行います。

19

24

測定では筋肉・脂肪量
InBody

30

18

13

10

は厚生労働省より「健康増進施

健康づくりセンターは２００

20

30

17

健康づくりセンター
14

26

っていきます。

30

10

電動アシスト自転車を新導入

シリーズ 専門性㉑

ど利用されています。

27

学内バイクシェアシステム
vol.13
vol.40

病院だより

15

51
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す。その中で一番すぐれている

常務理事・山本昭夫先生（３期

私は毎年新入生の「生命科学

の改訂年に当たる。既卒の合格

う逸材になることを願っておら

れることであろう。そして、わ

教育方針である。人の痛みを知

る歯科医師を輩出するために新

卒、既卒共に分け隔てなく、歯

科医師となるために邁進してい

きたい。

（学力向上担当主任教授 岡藤範正）

••••••••••••

大学院歯学独立研究科（顎口

腔機能制御学講座）兼務

●キャンパスツアー ●ランチ体験

開催時間 9：30 ～ 15：00（受付 9：00 ～）

●模擬実習 ●入試説明 ●進学相談 など

日㈯

納骨式

８日㈬

薛 博元 

〔採用（新規）
〕 ５
 月 日付

佐藤美穂子 （手術室看護師（パートタイマー））

蘇 郁雅

〔契約満了〕  ４月 日付
新藤 澄江 （外来看護師室看護師（契約職員））

〔退職〕 
４月 日付
笠原百合子 （病棟看護師室看護師主任）
〔契約満了〕
４月 日付

于 雅軒 
（研修歯科医）
何 家瑜 
（研修歯科医）
（研修歯科医）
呉 旭軒

薛 博元 
（研修歯科医）
（研修歯科医）


www.mdu.ac.jp

中山霊園に墓参

４月２日（土）
、この日の空

邁進されることを祈念して筆を

入門Ⅱ」の講義の中でこの言葉

れわれ校友は創立者の高い志を

することを誓った。

受け継ぎ、歯科医師育成に尽力

んの入学を歓び，日本のみなら

率は受験回数が増える毎に厳し

岡藤範正（ 期生）

（ 校友会常務理事

４月 日（水）キャンパスイ

いとのデータが発表されてい

〔採用〕 
４月 日付
大林由美子 
（特任教授）
小野 珠乙
（特任教授）

〔兼 務〕
４月 日付

大学院歯学独立研究科（硬組
杉野 紀幸（ 織
 疾患制御再建学講座）兼務）
安藤 宏 （ 大学院歯学独立研究科（顎口）
腔機能制御学講座）兼務

（
）
Mohammad Zakir Hossain
〔定年退職〕  ４月 日付

４月 日付

事務局大学病院事務室
竹内 由里
（管
）
 理栄養士

〔採用〕 

事務局大学病院事務室管理
竹内 由里（ 栄
）
養士 （契約職員）

■お問い合わせ■

験された口腔疾患についてや、

大林先生は香川大学医学部歯

年から２０１５年にかけて急増
生）と共に松本市の中山霊園に

一日体験入学

ず、世界に歯科医学の分野を担

立記念誌」に矢ヶ﨑先生が贈っ

ン新入生棟２０６教室において

る。しかしながら、基本的な項

ＭＤＵゼミナール開講

念願の合格をめざし

きっと創立者は新入生の皆さ

て紹介をしている。

創立者からの歓迎のお言葉とし

を膨らませて入学した皆さんへ

にふれ、新たに大きな希望に胸

て慈悲あり”と言葉が刻まれて

お墓を参った。

眠る創立者・矢ヶ﨑 康先生の

擱くこととする。
（香川県支部 学術担当 西村健司）

している。そこには抜歯をため
らう歯科医師が増えた背景が
あるが、その結果むしろ

蝕がほとんどであり、細
いる。

この言葉は１９８５年に発刊

たお言葉である。
「 愛は寛容で

ミナール）が開講した。

新年度のＭＤＵ

された『校友会 大阪府支部設

あり、愛は親切です。また人を

（ゼ
Seminar
ねたみません。愛は自慢せず、

目を地道に学ぶことで多くの受

新卒で不合格となった７人に加

ＭＤＵゼミナールは、大阪に

え、神奈川歯科大学、朝日大学、

高慢になりません。いつまでも

ナー（小出圭司先生）と本学が

奥羽大学、愛知学院大学等で学
（校友会常務理事 岡藤範正（ 期生）

人を超えていた既卒受験者は、
第１１５回歯科医師国家試験に
おいては 人にまで減少した。
昨年度、既卒者で合格したのは
４人で、全員が昨年度のＭＤＵ
ゼミナールの受講生であり、第
１１４回歯科医師国家試験では
既卒合格９人のうち６人が受講
生であった。講師陣はドクター
ズセミナーの先生方が大阪から
毎週派遣され、本学の教授から
助教までの講師陣と共に教育に
昨今の歯科医師国家試験は難

当たっている。
度が増し、次年度１１６回歯科

※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。

骨 吸 収 抑 制 薬 関 連顎 骨 壊 死

科口腔外科学講座を退官される

創立者・矢ヶ﨑 康先生に思いを馳せる

態学的解析等が行われている

（ Anti-resorptive agent-relat- 我々の同窓でもある先生の思い
ed osteonecrosis of the jaw : 出を披露していただいたり楽し
）に関する疫学的、病 い講演会となった。
ARONJ
が、未だ十分には解明されてい

矢ヶ﨑先生の墓標は、中山霊

のは愛である」という気持ちが

園の高台にあり、松本平を眺め

は澄み切った青空で、校友会専

顎骨壊死の発生を増加さ

が、先生の飽くなき探究心は衰

せるという文献が出てき
る絶景の中にある。墓標には、

ない。

ている。抜歯は発症契機

の手紙」にある“愛は寛容にし

新約聖書「コリント人への第一

務理事・原田寿久先生
（２期生）
、 込められている。

とはなりえるが抜歯の原

えることなく新たなステージで

因を考えると歯周病、う

ＡＲＯＮＪ発生率は２００８

日（土）
、香

川県歯科医師会館 多目的室に
菌感染からくるものが多

令和４年２月
て松本歯科大学校友会香川県支
い傾向にあることが推察

病態と対応をご教授いた

提携し、国家試験に図らずも不

講生を合格に導いた実績を胸
教員の先生方も昼夜問わず質

合格となった卒業生を国家試験

に、今年度は新たな試みとして
問に応じていただき、今も心か

おいて歯科医師国家試験予備校

た。そんな中で本学は 人（新

ら感謝をしております」と喜び

を主宰しているドクターズセミ
卒 人、既卒４人）が歯科医師

んできた受講生を受け入れて開

残るものは信仰と希望と愛で

として産声を上げ、新卒合格率

講することとなった。

たちも続きたいという願い

「 良き歯科医師は良き人間で

合格に導くことを目的に、２０

のもと、国家試験合格に向

これまでに２００人を超える

１１年より開講した。

その 期生の学年委員会

この日は本学で歯科医師臨

ただき、本当に嬉しく思い

ある。
」これは松本歯科大学の

を語った。

で委員を務め、本学で研修

床研修を行う 期生十数名が集

ます。私たち 期は自ら学

受講生が学び、開講当初１００

は ・４％。国公立・私立を併
２位の結果となり、昨年に

る校友は、キャンパスインに足

医として励むと共に大学院

し校友会員となった全員の名を

けて頑張りました。その成

第１１５回歯科医師国家試験

ぶ気持ちで同級生同士が自

医師国家試験は４～５年に一度

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

29

① 6月19日㈰ ② 7月10日㈰
③ 7月24日㈰ ④ 7月31日㈰

10

30

30

日㈰

一日体験入学

日㈪

（第５学年）

（大学院）

Ⅰ期試験

日㈬

発表会

（歯学部）

マッチング・大学院説明会 （第６学年）

（衛生学院）

（診療助手（病院補綴科）
）

一日体験入学

日㈪

１

部学術講演会が感染対策を徹底
部位に顎骨壊死が発症す

される。また、骨隆起の

講師には香川大学医学部歯
ることがあり、発現部位

した上で開催された。
科口腔外科学講座・大林由美子

剤と口腔の関連について』と題
だいた。他にも先生の経

准教授をお迎えし、
『薬剤関連 や性状には注意が必要に
顎骨壊死および 全身疾患や薬 なる。今回はその様々な
してご講演いただいた。

13

※6・7月開催分のみ掲載

11

13

香川県支部会員

せ、東京歯科大学に次ぐ全国第
セージとして、校友会員各々の

次いで誇らしい成果をもた

名のネームプレート加わる

校友会館の卒 業 生 銘 板 に
期生
日（水）
、キャンパス

名のプレートが掲げられた。

を踏み入れると必ずこの銘板に

で学ぶ植野裕司先生は、「本

われた。

１期生から順に掲げられてい

い、自身のプレートを探し当て

は全国で１９６９人の歯科医師

主勉強会を開催しました。

10

１

１

12

19

20

22

５月
イン新入生棟の東側に設置され

足を留め、ご自身の名前のみな

学の先輩方が国家試験に合

らした。

ドプレートに、今年卒業した

らず校友知人の名前を探し当

格し躍進される姿をみて私

一日体験入学等で母校を訪れ

期生 名のネームプレートが新

て、学生時代に思いを馳せるこ

た校友会員の名を記したゴール

たに加えられ、お披露目会が行

とができる。

る。キャンパスインが竣工した

果をこのようにゴールドプ

その際に、校友会会長・会頭の

を輩出したが、合格率は ・６

レートの形として残してい

案で、母校はいつでも校友の帰

矢ヶ﨑 雅先生（１期生）の発

％と過去最低水準の結果であっ

45

13

79

て、歯科医師となった歓びを再

45

折に、キャンパスイン新入生棟

友会の事業の一環として、卒業

このゴールドプレートは、校

45

還を待ちわびていることをメッ

自身のプレートを探す研修医

松本歯科大学校友会――――
――――

83

墓参した原田専務理事と山本常務理事

多くの受講生が集まった MDU ゼミナール開講式

11

75

90

26

Alumni News
45
83

は「校友会館」と名付けられた。 度噛みしめていた。

45

26

「薬剤関連顎骨壊死および
全身疾患や薬剤と口腔の関連について」

香川県支部 学術講演会を開催
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