歯科系大学中、堂々の第２位

私

65

62

95.4％

北海道大学歯学部

国
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大阪歯科大学

私

87
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92.0％

私

70
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大学、北海道大学、大阪歯

科大学、日本歯科大学新潟

生命歯学部の５校の合格率

が ％を超えた。本学の新

卒合格率が ％を超えるの

は、１９８６年（第 回歯

科医師国家試験）以来 年

第１１４回歯科医師国家

ぶりである。

試験は、必修問題 題中に

おいて 問の採点除外など

の取り扱いがなされたほか

に、臨床実地問題において

３問の採点除外問題が設定

された。今回は、基礎的な

問題と難易度の高い問題の

差が大変大きく、
「 史上最

総出願者数は３千８５２人で

衛生学、口腔外科領域の難易度

験合格のハードルはさらに高く

に関する問題も加わり、国家試

過言ではない。特に、
必修領域、 全身疾患を有する患者への対応

大の難問試験」と評しても

あったが、実際の総受験者数は

が上昇した印象であった。

試験受験者は昨年同様、厳しく

５６８人、各大学において国家

と、２年後の１１６回歯科医師

度改善検討部会の報告書による

厚生労働省歯科医師国家試験制

３月３日（水）に公表された

者の育成のためには、歯科医師

頼される歯科医療人および研究

の進行の下、研修管理委員会の

研修歯科医 人が参加し、筆者

ては、東京歯科大学、松本歯科

新卒者の学校別合格率におい

・２％となった。

％、 私 立 大 学 の 平 均 合 格 率 は

公立大学の平均合格率は ・７

昨年より１％低かった。国立・

で、合格率は ・６％を示し、

年より

診療と多岐にわたり、協力型施

補綴・口腔外科領域の診断から

は、保存（修復・歯内・歯周）
・

健や、
和漢薬を服用する高齢者、

療のグローバル化に伴う国際保

領域別に設定される。また、医

別の合格基準を総論と各論の２

選べ）を採用することや３領域

おいて新たにＸ２タイプ（２つ

国家試験において、必修問題に

充分とりながら１日で開催され

ため、発表会場の換気と休息を

はコロナ禍にての開催となった

されるものであったが、今年度

益々の発展を目指したい。

診療体制の整備が必須であり、

して歩む６年間の教育・研究・

い。今後、教職員と学生が協調

でしかないことは言うまでもな

国家試験の合格は単なる通過点

例年、本報告会は２日間開催

研修管理委員会副委員長・
プログラムⅠ責任者・初診室教授

お待ちしております。

（

音琴淳一）

ならびに指導歯科医の先生方を

ますので、さらに多くの発表者

来年度も本報告会は開催され

く感じた１日となった。

報告会の成熟によるものと嬉し

臨床研修医制度ならびに本症例

発に行うことができた。
これは、

科医同士を中心に例年以上に活

れ、発表後の質疑応答も研修歯

設の指導歯科医の先生も参加さ

川信之歯学部長はじめ協力型施

ることとなった。会場には宇田

（歯学部長・学生部長 宇田川信之）

先生方の座長により 分の発表

設における診療内容や成果も提

発表に先立って、亀山敦史研

われた。

修管理委員長・副病院長による

挨拶があり、
「 コロナ禍にて臨

床がうまく進まなかったことも

あったこの１年間でしたが、診

療の成果をしっかりと参加者に

伝わるように発表してほしい」

という激励とともに、発表が開
始された。

発表は前日までに作成した事

前抄録に従って、大きなスクリ

ーンに今までの診断から治療の

成果が示された。その発表内容

示された。

と５分の質疑応答により執り行

本学の建学の理念に基づく信

人多い２千１２３人

絞られている。総合格者数は昨

なることが予想される。

３ 千 ２ ８ ４ 人 で、 未 受 験 者 は

歯科医師国家試験に向けての出発式で健闘と誓う学生たち

が、その後厳しい感染
合格率
受験者数 合格者数

対策の下、対面授業を
開始し、学生教職員一

日（土）
・ 日（日）

90

全国

の両日、緊張した面持

95

体となった教育体制を
第６学年生たちは１
日（ 木 ）
、歯科医

くも国家試験不合格となった既卒５人

34

継続維持できた。
月

師国家試験受験のため

は全員見事に雪辱を果たし、新卒およ

79

80

バス３台に分乗して東

厚生労働省は３月 日、第１１４回

ちで東京工科大学およ

14

京に向かい、宿泊先の
ホテルの部屋に籠って
勉強。試験本番の１月

歯科医師国家試験の合格者を発表し
び既卒合わせた合格者数は 人（合格

試験を受けた。

松本歯科大学

日本歯科大学新潟生命歯学部

学生教職員一体となった努力が結実
第１１４回歯科医師国家試験の合格発表が３月 日（火）に行われ、
本学の新卒受験者は合格率 ・４％、全国の国公私立 歯科系大学の
中でも堂々の第２位に躍進した。２０１６年以降、本学の歯科医師国
家試験の新卒合格率は飛躍的に向上し常に上位を維持しているが、今
回は 年ぶりに ％を超える快挙となった。

た。本学の新卒受験者 人中 人が合

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶ

吉田拓真君は「全国第２位とい

学年委員長を務めた

ＩＤ

う結果は大変嬉しく、多くの仲

）のため、昨年３月 日から

の好成績となった。第１位の東京歯科

の第６学年（ 期卒業生）の授業はＷ

―

び大正大学の２会場で

率
・７％）と健闘した。

格し、新卒合格率は ・４％と躍進、

29

ｅｂ配信授業へと急遽変更となった

全国 歯科大学・歯学部の中で第２位

71

大学に合格率０・１ポイント差に迫る

間と共に歯科医師になれたこと
を誇りに思います。われわれ

期生は松本歯科大学への愛校心

が高く団結力も高い学年でし
た。様々な感染対策を講じてい
ただいたおかげで、コロナ禍前
と変わらぬ環境で安心して勉学
に取り組むことができ、それが
私たちの成功の最大の要因であ
ったと感謝しています」と話し
ている。
今回の歯科医師国家試験の

病院・臨床研修歯科医症例報告
会は３月４日（木）
、本学図書

95.5％

75

95

62

立

44
会館学生ホールにて開催され

126

15

65

95

僅差であった。また、昨年卒業し惜し

本館６０２教室で総合講義を受ける第 6 学年生（44 期卒業生）

大学名
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私

23

19

東京歯科大学

16

第 114 回歯科医師国家試験新卒合格率（上位 5 校）

活発な質疑応答を展開
２０２０年度の松本歯科大学

臨床研修歯科医
症例報告会を開催

61

31

95

16

28

30

た。体調不良の１人を除く臨床

質疑応答をする臨床研修歯科医

本学新卒者合格率 95.4 ％
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飯島 勲

こ れ が 本 当 の 木 を 見 て「 森」を 見 ず
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」
より、東京オリ・パラ競技大会組織委員会・森 喜朗会長辞

だ。東京の選手村には、東京都

場の隅のほうで、日本の外交官

がついてしまったが、森さんほ

今回の一件で残念なイメージ

て認められているのは、日本の

森さんが「世界のモリ」とし

扇 千景を建設大臣兼国土庁長

順子を環境庁長官に、保守党の

わけではない。この点について

家試験の成績が全国 の歯科大

は、昨年度新卒者の歯科医師国

そしてなによりも本学の教育

ど女性登用を真剣に考えてきた

４月８日には歯学部では第

方針のすばらしさを証明してく

が名刺を必死に配っているの

官に任命しただけでなく、その

期生を迎える入学式が開かれる

れているのは、全国各地での卒

に、森さんは名刺を出すそぶり

後の小泉内閣時代にも、秘書で

予定だ。本学創立以来すでに半

人はいないと私は思っている。

首相だったからではない。若手

ある私に「小泉さんは女性大臣

世紀、重なる年輪に思いを馳せ

すらしない。
「世界のモリ」の

のころから、教育、スポーツの

の登用を一人でも多くしてくれ

森政権時代に通産省出身の川口

分野の政策に熱心に取り組んだ

るだろうか 」と心配の電話を

凄さを目の当たりにした。

文教族のドンとしてのパワー

学中で堂々の第２位であったこ

歯科医学研究の側面でも、本

とを記すだけで十分であろう。

学の評価が高いことは、国の科

学研究費補助金の採択件数の多

さなどで示されている。

業生諸君（君たちの先輩だ ）

実習を通じて学生が習得した基

ＳＸ）によって診療参加型臨床

態度を、
今度は一斉技能試験
（Ｃ

して常識を覆した。実際、Ｗ杯

の熱意と人脈で多くの人を動か

かったと思う。それを、森さん

ラグビー関係者すら信じられな

本で開催するなど、日本国内の

メントに進出したことがない日

した。過去に一度も決勝トーナ

プも森さんがいたからこそ実現

年のラグビーワールドカッ

なく歯質・歯肉の保護が評価さ

石除去では歯石の除去だけでは

護も評価項目となっている。歯

れる。う蝕処置では臨在歯の保

ルストップの形成などが評価さ

後まで途切れなかった。同じ会

言葉を交わしたい人の行列は最

があいさつに訪れる。森さんと

者やスポーツの関連団体の幹部

ひっきりなしに各国の閣僚経験

要人カクテルパーティーでは、

言及していた。Ｗ杯開会式前の

べて「ミスターモリ」の功績に

のセレモニーに登壇した人はす

実習室使用に御協力頂いた北川

科、
保存科を始めとする先生方、

力いただいた課題担当の補綴

で頂きたい。今回ＣＳＸにご協

め新５年生には一層努力し励ん

２０２１年度は正式実施のた

思う。

はいない。

永田町では森さんを悪くいう人

たりしている。元気なころは自

をつくって海外の議員と対戦し

ーでは国会議員日本代表チーム

を開いたり、サッカーやラグビ

切りにして国会議員の野球大会

け深刻な損害を与えたかを自覚

ラウンドを走っていた。
だから、 が、それが日本の国益にどれだ

ら出場して、あの大きな体でグ

すべきだ。

い。政権に打撃を与えたい野党

以外にそれができる人はいな

ければならないときに、森さん

さらに数百億円の資金を集めな

うな学校」ではない。
「歯

大きくするのはよくある手口だ 「そんじょそこらにあるよ

も、マスコミも、外圧で騒ぎを

大工」養成のため専門学校

き上げられたこの学園は、

変な苦難を乗り越えて築

迎の挨拶を申し上げたい。

てくる新入生諸君に、まずは歓

希望に胸を膨らませて登場し

開業して多くの患者さんたち

の目を見張るような活躍である。

開催延期で民間企業から今後

命がけで取り組んできた。人工

本的な治療技術を包括的に評価

れる。支台歯形成ではフィニッ

純一先生、黒岩昭弘先生、そし

してくれた。

透析が必要な体なのに、世界中

する。この つの試験はパッケ

シュラインの連続性などが評価

て様々な準備をしていただいた

ざるを得ない。

だ。大物議員にありがちな料亭

民の血税はほとんど使われてい
ない。それはなぜか。閉会後の
マンション転用を想定して、販
売元のゼネコンが建設したから
だ。ベイエリアのタワーマンシ
ョンということもあり、数十倍
の抽選になる部屋も出るほどの
延期により、入居時期も遅れる

人気だった。残念ながら、開催

い。だから今、あえて私は森さ
ことになってしまったが、この

で親睦を深めるパターンではな

を飛び回り、政界・財界の要人

ージとして実施される。公益社

の対象となる。５年生は１年間

学事室の方々に厚く御礼申し上

く、森さんは東京ドームを貸し

と会って、さまざまな調整を一

団法人医療系大学間共用試験実

の臨床実習で培った実力を発揮

げます。来年度の本格実施も是

森さんと官僚ＯＢたちの知恵の

手に引き受けてきた。
「 森さん

施評価機構（ＣＡＴＯ）により

して挑んでいた。拡大鏡の使用

非宜しくお願いいたします。

たまものだといえる。

だから」と協賛金を拠出した企

２０２１年度は松本歯科大学に

が許可されているので是非実習

回復し、東京オリパラを人生最

業も多い。

おいてもＣＰＸ、ＣＳＸ共に正

時から使用し試験をより正確に

られる方が多い。当初は古

い歯科大学の学閥社会の中

での苦労もあったに違いな

いが、歯科医師会の会長や

理事、あるいは地方議会の

議員などの大役を担ってお

入学志願者の偏差値をも

られる方も少なくはない。

って大学をランキングする

風潮もあるようだが、大学

の真の価値は「入学者の学

力の高さではなく、卒業者

の社会貢献度」で評価され

るべきものではないだろう

といった遠大な教育目標が掲げ

職官僚や我欲にまみれた経営

ても、卒業生の中にあくどい汚

ずば抜けた秀才を集めてはい

か。

られているが、
「 歯科医師とし

者、患者に対する配慮を忘れた

「大学とは何か」について、

あり、本当の意味での「大学＝

格を備えた「人間」を作る場で

ことを、なによりも誇りに思っ

刻んできた本学の一員となった

創立者 矢
･ ヶ﨑 康先生の高邁

新入生諸君に申し上げよう。

うに思われる。

学が、けっして少なくはないよ

医療者などが輩出するような大

ての経済的成功」といった世俗

れてはいない。

的な栄達については全く触れら

代の世界史的位置の認識」

主主義的人格の陶冶 」
「現

「人間の尊厳の認識」
「民

価値観と世界観の確立」

「 近代民主主義の本質的

ほしい。

学の理念」をもう一度見て

創立者が掲げられた「建

試験の予備校でもない。

でもないし、歯科医師国家

創立者 矢
･ ヶ﨑 康先生が大 として確固たる地盤を築いてお

からの信頼を集め、地域の名士

選手村の建設は森さんの調整

式実施となり、４年次のＯＳＣ

後の仕事と位置付けて、まさに

森さんは肺がんから奇跡的に 「開催前に売る」という発想は、

んの功績を語る。

任の舞台裏についての記事を要約して紹介します。
東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会の森
喜朗会長が辞任した。
「 女性が
たくさん入っている理事会の会
議は時間がかかる」という発言
が辞任の発端だが、この発言は
女性蔑視と取られても仕方な
い。しかし、たった一言でその
人のそれまでの人生すべてを否
定するかのように、徹底的に叩
き潰す最近の風潮にはどうして
もなじめない。
森さんの発言を非難する人の
力の凄さを知るわかりやすい例

Ｅと同様にこの２つに合格しな

（歯科保存学講座 教授 増田宜子）

本学は、なによりも地域社会

ここで論じるだけの紙面はない

のリーダーと成り得る素養と人

は、
「 心が折れそうになった実

て欲しい。

回

な理想の旗の下に 年の歳月を

習も、乗り越えられたのは、熱

が、元東大副学長の吉見俊哉先

日（日）
、名古屋で第

これからの６年間の勉学は確

生 人は、それぞれの思いを胸

送られ、門出の日を迎えた卒業

後輩たちからの祝福の拍手に

学の専門教育を疎かにしている

を受け入れるからには、歯科医

師の資格獲得を目指す学生諸君

とは言っても、本学が歯科医

のだから。

なすばらしい人生が待っている

乗り越えれば、先輩たちのよう

し、挫けてはいけない。それを

物があるから、
一読を勧めたい。 かにきびしいものがある。しか

」なのである。
university
例年は笠原悦男学院長から一

心にご指導くださった先生方、

衛生学院卒業証書授与式
春の訪れを感じさせる陽気と

人ひとり卒業証書が手渡されて

理想の歯科衛生士をめざして

••••••••••••••••••••••••••

ければ進級できないことになる。 行えるようにしてもらえたらと
２月 日はトライアルのため
機構派遣監督者の代わりに協力
校間の相互乗り入れにより日本
歯科大学より山瀬 勝先生、東
京歯科大学より半場秀典先生に
御来校いただき、試験の監督を
日（火）
、本学講

験（ＣＳＸ）はマネキンの顎模

起立し、大型スクリーンに本人

月

本的な態度、治療技術を身につ

の顔と卒業証書が映し出される

なった

友人、
周囲の方々のおかげです」 生の岩波新書など、多数の出版
型（機構作製）を使って行われ、 堂にて衛生学院卒業証書授与式

かたちで行われた。

50

％は、森さんの苦労を知らな

29

と感謝の言葉を述べた。
除去（ 分）
、
歯石除去（ 分）
、 月

課題は根管形成（

歯科衛生士国家試験を受け、卒

行っていただいた。一斉技能試

歯学部新入生諸君に !
いたが、今年は新型コロナ対策

けていることを確認するために

業式の前日に抗原検査を行い、

35

歯学系診療参加型臨床実習後

大学誌編集主幹
特任教授

のため、呼名とともにその場に
５年生での臨床実習後に実施さ

支台歯形成（ 分）の４課題で

が挙行された。卒業生 人は
れる。つまり、学力だけではな

ある。評価項目も厳密に決めら

3
30

分）
、う蝕
く技能や態度も試験によって評

卒業生代表の大柳飛佳さん

価されるわけである。ＣＰＸに

7

客観的臨床能力試験「一斉技能

笠原

50

森会長
辞任した東京オリ・パラ組織委員会

全員の陰性を確認し式に臨んだ。

16

れており、根管形成ではアピカ

25

第 43 期卒業生 35 人

19

よって臨床現場における学生の

15

試験（ＣＳＸ）
」のトライアル
が 月 日に行われた。ＣＳＸ
は、 月 日に行われた臨床実
学生が歯科医師に求められる基

!

?

26

浩

創立者の 「視点」

に、一歩をふみだした。

35

3

課題に取り組む第 5 学年生

2

地試験（ＣＰＸ）と同様に、歯

22

二

40

一斉技能試験（CSX）トライアル

24

1

24

25

99

第 5 学年の臨床技能を評価
2
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長野県歯科医師会認定スポーツデンティスト講習会

鷹股哲也特任教授が MG 製作について講演

おいてＷｅｂ配信用の講演収録

整・研磨調整のポイントを解説

会ではその動画を流して理解し

考慮した設計が必要であること

のもとＭＧの製作過程を事前に

触れ、スポーツドクターやコー （歯科技工物製造会社）の協力

が交付される。

には、同歯科医師会より認定証

ポストテストに回答した受講者

スポーツデンティストを養成す

区で活躍してもらう充分な数の

ーツ歯科について学び県内各地

会（長野国体）を見据え、スポ

ながる」と強調した。また前歯

ることが、正確なＭＧ製作につ

象採得を行って正確な模型を作

肉頬移行部まで十分な範囲の印

アルジネート印象材を用い、歯

の植田彰夫特任教授が世話人代

３年に本学口腔インプラント科

このネットワークは、２０１

月７日（日）に開催された。

トワークが主催する講演会が３

長野県歯科インプラントネッ

やって良い症例、
いけない症例』 果が得られること、そしてサー

大学）より『サイナスリフト、

会理事長の嶋田 淳教授（明海

から日本顎顔面インプラント学

われ、まず、口腔外科学の立場

この日は３つの特別講演が行

あっても固定性と同様の治療効

て、インプラント可撤性義歯で

ジカルガイドの留意点」と題し

義歯でも満足するのか」
、
「サー

が「患者はインプラント可撤性

の日の講演会は閉会した。

開催されることを祈念して、こ

も落ち着き、再び対面式として

とができた。次回以降はコロナ

もそれぞれの知識を整理するこ

共有することは重要であり、私

上下顎を固定するなどの場合は

合食を用意しています。また、

に本学本館２階の共同教授室に

歯科医師会より本学の鷹股哲也

その講習会の一環として、同

合、栄養食事指導を行っていま

が食事療法を必要と認めた場

軟化・吸引・圧接および咬合調

習の依頼があり、
３月 日（日） チレン酢酸ビニル共重合体）の

特任教授にマウスガード製作講

す。特に月曜日は糖尿病専門医

に使用ＭＧ材であるＥＶＡ（エ

方などについて詳述した。さら

データの変化と実際の食生活に

明し、２回目以降は体重や血液

初回時に適正な食事について説

いるが、今回はコロナ禍によっ

年は参集型の講演会を開催して

るスタディグループである。例

な病院に勤務する先生方からな

方には、内科治療の必要性を説

少なくありません。そのような

治療を中断されてしまった方も

まま数年経過された方や途中で

ついて講演があった。

洞底挙上術）の手技、留意点に

と題してサイナスリフト（上顎

した。公益社団法人・小児歯科

学年の郭 子揚君に授与されま

学会学部学生優秀賞が本学第６

２０２０年度の日本小児歯科

とが望まれています。

野の臨床や研究に邁進されるこ

生優秀賞が今後の小児歯科学分

にこの日本小児歯科学会学部学

域の病院、診療所と共に情報を

インプラント治療に限らず地

べく、２０２０年度よりＷｅｂ

部の模型の調整法や唇側・頬側

表となって発足し、県内の主要

病院食は、栄養状態の改善、疾

開口が困難になるので、経口流

ついて食事時間、食事量、食品

明し、内科の治療として継続し

郭君は「入学した頃は日本語

状況が不良の場合、管理栄養士

により毎食確認されます。摂取

食事の摂取状況は、病棟看護師

択メニューを採用しています。

食は２種類の献立から選べる選

また一般食を対象に、朝食と夕

夕食は 時に配膳しています。

温で朝食は８時、昼食は 時、

宅で咀嚼や嚥下に配慮した

します。また、退院後も在

やとろみの調整などを検討

困難であれば、食種の変更

れているかを確認し、摂取

た食事がどのように食べら

栄養士は、術後に提供され

が提供されています。管理

に応じ、これらの４種類の食種

がけています。

できることを提案するように心

はありません。負担感なく改善

が、毎日継続することは簡単で

法は難しいものではありません

きるように支援します。食事療

活にあわせて食事療法が継続で

の検査食を準備することで適切

提供しています。安定した物性

の評価に用いる嚥下テスト食を

タッフと協同で、摂食嚥下機能

にも協力しています。調理室ス

ーションセンターで、機能検査

さらには摂食嚥下リハビリテ

画検討委員会において、郭君が

今年度は小児歯科学の将来計

と記念品を贈呈しています。

学部学生優秀賞」を設定し賞状

象者に対し「日本小児歯科学会

い意気込みを持った学部学生対

定です。さらなる活躍を期待し

学の歯科医師臨床研修を行う予

この賞を励みに今後も努力しま

れ成長することができました。

が、先生方や友人たちに助けら

日本小児歯科学会 学部学生優秀賞を受賞

第６学年・郭 子揚君が

••••••••••••••••••••••••••

（歯科補綴学講座 樋口大輔）

病の治癒・病状の回復を促進す

による糖尿病専門外来があるた

の組み合わせ、間食、嗜好飲料

もよくわからない状態でした

ジカルガイド作成時には誤差を

る役割を担っています。供食の

動食（とろみのない液体食）も

め、糖尿病の栄養食事指導日と

て栄養指導を受けることをお勧

学会では、学業および臨床成績

は食欲や嗜好など食べられない

歯科の術後は、口腔内の状態
が変化し、噛めなかったり、飲

管理栄養士が行う栄養管

っています。
理や栄養指導は外来も対象

会分類２０１３に準じ、ミキサ

会が提唱している嚥下調整食学

当院の内科外来では、生

の改善が求められます。
活習慣病の治療に対し医師

健診センターでは健診の結果

（小児歯科学講座 教授 大須賀直人）

ています。

試験では常に全国でもトッ

学生優秀賞として表彰されまし

プクラスでありました。ま

た。郭君は在学中の学業が優秀

管理栄養士の業務について紹

た、小児歯科学の臨床実習

に評価できるようゼリー、全粥

介しましたが、管理栄養士を身

および座学での成績も極め

により、メタボリックシンドロ

近に感じていただけたでしょう

て優秀であることから推薦

であり、第６学年時の模擬
ていない人に対して早期に介入

か？ 今後も適切な栄養管理と

ミキサー、全粥などの物性に留

することにより、発症の予防効

効果的な栄養食事指導により、

されました。表彰された優

ームあるいはその予備軍と判定

果を期待するもので、保健師あ

秀者は、その学業や臨床態

意しています。

るいは管理栄養士が生活習慣の

患者さんに寄り添う歯科・医科

度・技能・知識が周囲に認

ています。生活習慣病が発症し

改善による減量を支援します。

の治療に貢献できるように努力

められることとなり、さら

をしたいと思います。

（管理栄養士 竹内由里）

特定保健指導を受診する方の中
ベルにもかかわらず、未受診の

には、内科での治療が必要なレ

された方に特定保健指導を行っ

す」と感想を述べ、４月から本

要因を確認し、可能な範囲で嗜

事療法の指導、③健康の保持増
進のための栄養指導です。

当院の病床数は 床で、手術 み込みにくかったりして、食べ
目的の入院が多く、歯科、眼科、 られる食事の形態は限られてし

となります。脂質異常症、

病状、年齢、性別、体格、食物

糖尿病などの生活習慣病は

まいます。当院では、咀嚼や嚥

アレルギー等を考慮して適正な

ー食、ソフト食、軟菜ソフト混

耳鼻いんこう科、内科の混合病

食習慣が大きく影響し、そ

栄養量を含む内容で提供される

受賞を喜ぶ郭君（右）と筆者

18

棟です。入院中の食事は治療の 下に配慮した食事として、日本
一環です。
主治医の指示により、 摂食嚥下リハビリテーション学

31

の説明や市販品の紹介を行

病院における管理栄養士の主

14

食事が必要な場合は、調理

次に、補綴学の立場から筆者

際には温冷配膳車を使用し、適

準備しています。口腔内の状態

なっています。
栄養食事指導は、 の頻度などを確認し、日常の生

が優秀であり、小児歯科学へ高

てＷｅｂ開催となった。

を用いたスポーツデンティスト

の全周のアンダーカット部のバ

報について講演した。

治療の基本と再生療法の最新情

いた歯周組織再生療法の Back
」と題して、歯周外科
to Basic

（朝日大学）が「成長因子を用

周病学の立場から辰巳順一教授

吉成伸夫教授を座長として、歯

最後に本学歯科保存学講座の

行った。

ンプラント治療について講演を

など、超高齢社会に対応するイ

同講習会のカリキュラムは全

やすいよう配慮した。

この講演前には、鷹股特任教

した。

鷹股特任教授は冒頭でスポー

が行われた。

演題があり、全てを視聴して

チらと緊密に連携し、歯科医師

録画撮りしておき、Ｗｅｂ講習

授は有限会社デンタルクラフト

の立場から競技者の健康支援や

ツデンティストの役割について

東京オリンピック・パラリン
傷害予防、競技力の維持向上な

長野県歯科医師会は２０２０年度の新規事業として、同歯科医師
会認定のスポーツデンティストを養成するための講習会を開催。その
講習会の一環として本学の鷹股哲也特任教授が「マウスガード（ＭＧ）
製作の実際」について Ｗｅｂを用いて講演を行った。

ピック開催に向けて現在、さま

講演したスライドと筆者（右上）

リの除去、口蓋部分のくりぬき

長野県歯科インプラントネットワーク・ミーティング

インプラント治療の最新情報を共有

どのため指導・助言を行うこと
続いて「ＭＧ製作の実際」と

ざまなスポーツ競技におけるス

題して講演し、上顎石膏模型に

ポーツデンティストのニーズが
会は、２０２８年に長野県で開

の重要性を話した。

催される第 回国民スポーツ大

高まっている。長野県歯科医師

10

講習会をスタートさせた。

82

めしています。

ビデオカメラの前でマウスガードについて解説する鷹股特任教授

好を取り入れた食事に変更し、

管理栄養士の仕事

な業務は①入院患者の食事と栄

管理栄養士

摂取状況の改善に努めています。 の工夫や食品の選び方など

シリーズ 専門性⑯

養の管理、②疾病者に対する食

12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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vol.31

病院だより

当院の嚥下調整食

２月 日（土）第４学年 人

今年は、新型コロナ感染症対

督者として参加いただいた、昭

動を抑制するが、その抑制作用

試験終了後の機構派遣監督
御礼申し上げます。
（ＯＳＣＥ小委員会委員長 森 啓）

介して大脳皮質ニューロンの活

せることで

も、興奮性細胞である錐体細胞

に携わる先生からの実際に「プ

実験内容に関わる内容や、臨床

表す。齧歯目に属するネズミや

ら、転じて無駄に歳をとる事を

が年齢とともに変化することか

増（馬齢を重ねる）
」は馬の歯

おり、
これらの四字熟語で「歯」 も臼歯の歯根を指す。
「 馬歯徒

字である「齖」と同じ発音にな

ある。それ故、
「牙」の古代漢

合するものを「牙」と呼ぶので

くて大きく上下が互い違いに咬

通称であり、
「歯」の中でも強

形文字の「歯」とは本来歯牙の

の」となる。言い換えれば、象

因って「咬緊牙関」の「牙」 上 下 が 互 い 違 い に 咬 合 す る も

ゼロの言葉と同時に本庄病院の

突然カウントダウンが始まり、

夜、病院の屋上に連れて行かれ、

『入院中の古狸先生が、ある

しまう設定だった。

パ腫に冒され、この世を去って

ばれるドクター役。悪性のリン

部長で信州のゴッドハンドと呼

という２つの漢字にどのような
違いがあるか考えたこともなか
った。入学式の時、一緒に来て
くれた母に「台湾では牙科大学
や牙科医院と言うのに、何故日

３月 日付

で有意に大きいことを見いださ

状態に関する内容など、多岐に
佐藤ちづる （
 事務局図書館事務課主任）
わたる質問に丁寧にお答えいた 〔退職〕
２月 日付

ロポフォール」を投与した時の

蕨岡

と「牙」は入れ替えることがで

ウサギなどが持つ「齧歯」とは

り、その後「齖」が簡略化され

本では歯科大学や歯科医院とい

講演後は、基礎研究者からの 〔配置換〕

れたことを話された。さらに、

だき、活発な議論を行うことが

田中 千代 

きない。ここで分かることは文

上顎と下顎に２本ずつ生えてい

て「牙」になったのである。

うのか？」と質問したことを覚
えている。昔台湾で日本語教育

強することに起因する可能性
を示された 。

波に見られるα波が、外部から

「プロポフォール」投与時に脳

でき、非常に有意義なセミナー

字の変化の過程でこの２つの漢

る門歯を指す。ここから分かる

南北朝時代（４３５ ―５８９

看板の電気が消えた。すると、

空には満点の星が現れ若いころ

イッセー尾形さんの本学での

の思い出がよみがえる…』

撮影は、病院の屋上に星空を見

るためにエレベーターに乗り込

むシーンだった。本館３階エレ

ベーターホールを夜に見立て、

真っ暗な中での撮影となった。

共演の福士蒼汰さんや高橋ひと

みさん、中村 蒼さんと迫真の

演技で魅了した。

和田 恵子 （事務局庶務課納品検収センター事務員）
３月 日付

の入力に対する錐体細胞の応答

であった。

字は確かに異なる意義を持って

ことは、動物であるという理由

年）の《世説新語》には「牙慧」

（総合歯科医学研究所 教授 増田裕次）

を 減 弱 さ せ、 fast-spiking
細
胞の活動タイミングに合わせ
て錐体細胞の発火同期性が増

細胞より
fast-spiking

いて医療行為を行うために事前

きな問題はなく無事試験が終了

は代表的な抑制性介在ニューロ

したとの総評をいただいた。

和大学・五島衣子先生、愛知学

し、非技能系課題ではアルコー
ＯＳＣＥ実施において、ご協

策のため、受験生は全課題実施

ルによる手指消毒をその都度行
力いただいた大学職員の皆様、

に学生の能力（態度・技術・知

い、技能系課題ではグローブを
並びにスタッフとして参加いた

ンである

ＯＳＣＥは模擬患者さん、模
装着して実施された。全スタッ

院大学・有地淑子先生より、大

型を用いた模擬診療形式で主に
フは事前にＰＣＲ検査を行い万

に際しゴーグル、マスクを装着

技術、態度を評価される。学生

者、外部評価者、各部門責任者

的で実施されている。

は緊張しながらも、懸命にそれ
だいた教職員の皆様に改めて感

この試験は全課題平均点 点以
謝するとともに、紙上を通じて

全の対策を講じた。

上を合格基準としており、受験
との合同反省会で、機構派遣監

を動物の脳スライス標本を用
いて丹念に調べてこられてお
り、これらの結果は国際的に麻
酔学の雑誌として権威のある
「 Anesthesiology
」な ど に 掲 載
されている。
講演では、
「プロポフォール」
は単一抑制性シナプス後電流

く、歯科治療時の静脈内鎮静法

昨年 月 日（水）に本学が

の注釈は「壮歯也、象上下相錯

いるということである。
「 明眸

で「歯」を「牙」に置き換える

という単語がある。意味は人類

という明確な回答であった。
入学後３年生となった夏休

味を持たない。
次号へつづく

8

一ノ瀬浩子 （事
 務局大学病院事務室副主幹）

18

６日㈫～ 日㈮

３月 日付

（事務局総務課事務員）

オリエンテーション

松本歯科大学入学式

８日㈭

（大学院）

（第１～６学年）

（衛生学院第２・３学年）

健康診断

（大学院）

オリエンテーション

日㈬

発表会

（衛生学院第１学年）

（衛生学院第１～３学年）

９日㈮～ 日㈬

健康診断

オリエンテーション

オリエンテーション （第２・３学年）

９日㈮

オリエンテーション

歯学部・大学院・衛生学院

（第１学年）

塩原 則子 （事 務局図書館事務課主任司書）

上條 由美 （事務局衛生学院事務室係長）

（教授（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
）

倉澤 郁文 

〔定年退職〕

馨 （事務局庶務課納品検収センターチーフ）

28

31

ぞれの課題に取り組んでいた。

生にはかなり高いハードルとな
っている。

日本大学・小柳裕子先生が講 演

小 柳 先 生 は、 全 身 麻 酔 の 導

演をいただいた。

化のメカニズム」についてご講

「プロポフォールによる意識消失時の
脳波変化のメカニズム」について

３月 日（金）に、日本大学
歯学部歯科麻酔学講座助教・小
柳裕子先生をお迎えし、大学院

入・維持に使用されるだけでな （ uIPSCs
）の持続時間を延長さ
にも頻用される「プロポフォー

セミナーが開催された。
小柳先生には、
「 プロポフォ

受容体を
GABAA

ールによる意識消失時の脳波変

ように「歯」と「牙」を併用す

後 漢 時 代（ ２ ５ ―２ ２ ０ 年 ） 撮影協力をしたＴＶドラマ『神

字に近いことからも推察され

に成立した中国最古の漢字字典

様のカルテ』に出演された、イ

とされる《説文解字》で、
「牙」 ッセー尾形さんより直筆サイン
之形」とあり、これを翻訳する

しんぼうしかん

る。言語学の歴史から見ても、 る四字熟語がある。ここでいう
を指す臼歯であり、実際全力を

めいぼうこうし

「明眸皓歯」や「唇亡歯寒」など 「牙」とは古代中国語の永久歯

振り絞る際に噛むのは臼歯であ

皓歯」は唐代（６１８ ―９０７

ことができないという事実であ

の言葉から出た智慧のことを言

イッセー尾形さんは、
愛称
“古

の四字熟語で「歯」が使われる

と「牙とは強くて大きな歯で、 狐先生”と呼ばれ、消化器内科

が届いた。

一方で、
「以牙還牙（歯には歯

ることに起因する。

年）に活躍した詩人、杜甫の詩

る。以上の四字熟語から分かる

う。
「拾人牙慧」とは他人が言

こうきんがかん

を）
」
、
「咬緊牙関（歯を食いし

が出自とされ、明るい目と潔白

とおり、
「歯」と「牙」という

った言論や主張を受け売りする

ばる ）
」には「牙」が使われて

な「歯」が美しい女性を形容し

２つの漢字の使用方法は古代か

んだことが無く、
「歯」と「牙」

ている。この四字熟語における

ら現代における動物分類学上や

げっしもく

を受けていた母が教えてくれた

を記憶している。
「歯」とはすなわち外部から見
当時の私は一笑に付したが、 える前歯（門歯）を指し、歯列

のは、
動物は「牙」
、
人間は「歯」 最先端なのだろうと話したこと

後方の臼歯は見えない場所にあ
ムで問題提起してみようと思う。

瞬く間に 年が過ぎ、このコラ

深く考えたことは無かった。

るため該当しない。同様に、唇

み、ルームメイトであった日本
人同級生が台湾へ観光に来た際
に、台北市内に多く掲げられた

中 国 語 で「 歯 」 と い う 漢 字 う意味の「唇亡歯寒」の「歯」 の区別によって使い分けられて
は「牙」よりも早く出現した。 も当然門歯を指す。それ以外に いる訳ではないという事が考察
できるのである。

見て大変驚き、台湾には動物専

せっしやくわん

も「咬牙切歯（切歯扼腕）
」の

の「牙」には動物の歯という意

ことを比喩する。この古代単語

りん う ほ う

ル 」の 大 脳 皮 質 細 胞 へ の 影 響

識）
、適正を評価するための目
講演する小柳先生

人類と動物、ひいては体の部位

林 干昉

12

を対象に、２０２１年度共用試
験 歯 学 系 Ｏ Ｓ Ｃ Ｅ（ Objective
Structured Clinical Examina＝客観的臨床能力試験）が
tion
本館北棟４階多目的ホール、３

階臨床実習室、病院１階ラウン
ジ、２階保存科診療室を使用し
て実施された。
共用試験は歯科医師としての
資格のない学生が臨床実習にお

台湾だより
校友会台湾名誉支部長 ９期生


『
歯』と 『
牙』の違い①
私は１９８０年に松本歯科大

大学院セミナー
が無くなれば歯が寒くなるとい

学に入学するまで日本語を学

70

それは「歯」という形が象形文

イッセー尾形さん（中央）の出演シーン

イッセー尾形さんの
直筆サイン届く
30

『神様のカルテ』出演
12

9

14

Vol.5

用の歯科医院があるなんて何と

イッセー尾形さんのサイン

28

2020 年度臨床予備実習時の写真
台湾の歯科医院の看板

第 4 学年生が
共用試験ＯＳＣＥに挑む
80

学力・技能・態度を評価
20

「 〇×牙科医院」という看板を

40
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