秋空の下 体育祭で学生の絆深まる

参加者全員が抗体検査を受けて開催

熱戦を展開しコロナ禍を吹き飛ばす

を流し、一致団結して交流を図ること

体育祭はスポーツを通してともに汗
ため延期となり本日の開催となりまし

之歯学部長が「新型コロナウイルスの

容・注意事項を説明した後、宇田川信

入れや部活対抗リレー、チーム

んだ。プログラム午前の部は玉

さわやかな秋晴れの 月 日（日）
、体育祭実行委員会主催によ
る第 回体育祭が本学陸上競技場で開催された。歯学部学生や衛生
学院生、教員など約１７０人が参加して多彩な競技に一丸となって
奮闘し、スポーツの秋を満喫した。

を目的に、歯学部第２学年の伊藤公平
たが、張り切りすぎてケガのないよう

対抗の綱引きが行われた。玉入

学生たちは赤、黄、紫、オレンジの

たちと競い、澄み切った空に向

う」と挨拶し、
力強いエールを送った。 れは教員チームも参加して学生

が実施され、陰性を確認してからの開

た。中でも奮闘したのはバスケ

かっていくつもの玉が飛び交っ

当日は受付で参加者全員の抗体検査

人が企画・運営にあたった。

君が実行委員長を務め、学生有志約

に注意して、体育祭を成功させましょ

10

４つのチームに分かれ、競技に取り組

ットボール部で、あっという間

午後の部は障害物リレーから

幕を開けた。今年はコロナに配

慮し、パン食いや粉の中の飴を

食べる障害をなくし、スプーン

にピンポン球をのせたり、ぐる

ぐるバットやネットくぐり、学

力テストなど体力や知力を問う

多種の障害を行った。○×クイ

ズでは、宇田川歯学部長から出

題され、一般常識を問うものか

ら医療関係、本学にまつわる出

題まで多岐にわたり、学生たち

者です。どのくらい働き者かと

いうと、４３０Ｘは１日３２０

０㎡、５５０は５０００㎡も芝

を刈ります。充電の時以外はひ

たすら芝を刈り、ＧＰＳを利用

して自分の位置を把握し、刈り

残しの無いようにけなげに動い

ています。障害物があるとちゃ

んと避けて進み、動きもどこか

この２台のロボット芝刈り機

愛嬌のある可愛い２台です。

のおかげで、人手や管理コスト

周作君は「優勝できると思って

事優勝に輝いた第２学年の田中

部館前の東と西の芝地を動き回

した。土日の休日も雨の日も本

自動芝刈り機２台が導入されま

月２日（金）より、本学に

は校内を走り回り、芝の管理を

休止）に入りますが、また春に

ズンもあとわずかで冬眠（作業

持できるようになります。シー

も抑え、とてもきれいな芝を維

いなかったので、とてもうれし

して皆さんに喜んでいただける

の頭を悩ませた。接戦を制し見

いです」と豪華優勝賞品を持っ

って芝を刈っています。

に答え「体育祭を無事に終え、

た地元テレビ局のインタビュー

伊藤実行委員長は取材に訪れ

メ ー カ ー・ ハ ス ク バ ー ナ ー

バイやチェーンソーなどの

スウェーデンにあるオート

部活動の再開につながっていけ （ Hasqvarna
）の ロ ボ ッ ト 芝 刈

足の速いＡＵＴＯＭＯＷＥＲ５

ＷＥＲ４３０Ｘとオレンジ色で

トレードマークのＡＵＴＯＭＯ

閉会式で中村浩彰教務部長は

走ることの喜びをかみしめてい 「皆さんの楽しそうな顔を見る

競技者は久しぶりに部の仲間と

ことができて、大変良かったで
た。綱引きでは力と力がぶつか

天気の良い日には皆さんも一

（日本スコラ株式会社 統括部長 小松弘章）

緒に校内を歩いてみませんか。

きても安全を確保できるよう各

けの消防用設備の取り扱い説

午後の部では、病棟関係者向

に 通報、 初期消火、③避難

前島信也病院長は「避難の際

送する訓練が行われた。

から入院患者を１階まで避難搬

キャリダンを使い、病院棟４階

行われ、担架、キャリーマット、

自確認してほしい」
と強調した。 明、入院患者の避難誘導訓練が

安藤 宏先生は「災害がいつ起

芝刈りに戻る、とても賢い働き

まで戻り、充電が終わるとまた

ーが減ってくると自分で充電器

充電式になっていてバッテリ

いらっしゃいます。

しばし立ち止まって眺める方も

いロボット芝刈り機の動きに、

本学の来訪者の中には、珍し

５０です。

待しています」と総評し、実行

委員をねぎらった。

秋空の下、学生たちの努力が

実り、歯学部や衛生学院の垣根

を越えて親睦を深め、全員が楽

しめた体育祭となった。

ンパスイン１０１教室で授業を

受けていた歯学部第１学年生お

よび本館３階で授業中の衛生学

院第１学年生は、直ちに机の下

に身を隠し、シェイクアウト姿

勢をとって自分の身を守った。

揺れが収まると、自衛消防隊が

初期消火すると共に、学生たち

の避難誘導の実施訓練、安否確

ような芝地にしてくれます。

て喜びを語った。

スウェーデン製自動芝刈り機

と語った。 り機で、黒くてＬＥＤライトが
完勝した。部活対抗リレーでは、 ればいいと思います」

に全ての玉をかごに投げ入れて

～賢くてけなげな働き者～

す。来年も開催できることを期
げられ、力を出し切った学生た

り合い、白熱した戦いが繰り広
ちは互いに健闘を称えあった。
ランチタイムには学生食堂提
供のカレーライスと豚汁が振る
舞われ、学生らは午後の競技に
向けて英気を養った。

参加した。 時 分に地震が発

大学・病院の防火・防災訓練
日（金）
、大学および
学生、歯科臨床研修医、新入職
午前の部では、旧動物舎跡地

員ら総勢２２８人が参加した。
で消火器、本館７階と病院警備
室西側広場で消火栓の取り扱い
を学び、本館南棟４階屋上から
は斜降式救助袋で降下訓練を行
今回の学生の避難訓練には、

った。

シェイクアウト姿勢をとる第１学年生

25

25

キャンパス内の芝地で活躍 !

10

31

催となった。伊藤実行委員長が競技内

第 31 回体育祭で奮闘した参加者たち

地震・火災発生を想定して迅速に行動

月

30

自動草刈り機「AUTOMOWER430X」

部活対抗リレー（本学写真部撮影）

病院の防火・防災訓練が行われ、 生したという想定のもと、キャ

11

認が行われた。第１学年主任の

した。

ズな避難を実践できた」と講評

け合いもあり、短時間にスムー

の避難訓練では「互いの声の掛

項目が最も大切」と話し、今回

誘導、④動けない人の搬送の４

②

16

歯学部生に加えて衛生学院生も

①

10
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んだよな。だけど、その後に小

達の未配達地域ってのがあった
よくよく点検してみたら、なん

域が残ってるんだな。しかも、

都道県、 カ所の速達未配達地

てるのかね。

っぱり場所によって神経を使っ

スでも網にかからないけど、や

らね。それだけ支払ってもちっ

号は１９８５年 月号で、第

本紙

な」と言ったところで学校教育

とも届かないとか、払わなくて

「本当の教育」を探し求める

しい卓見ではないだろうか。

今月号は『週刊文春』 月 日号「飯島 勲の激辛インテ
リジェンス」より、日本郵政の度重なる不正問題に関する記
事を転載します。

たぜ。そしたら何よ。今回どう
も気になったんで調べてみた

わけよ。

円だろ。それが急いで速達っ

てなるとプラス２９０円だか

良かったけど、民主党政権で改

郵政民営化も実現したまでは
われないためかな。

の創刊
Campus Today

ス、そして第２面創立者矢ヶ﨑

康先生の「桔梗が原随想」の

り、ただ子供たちの性格が歪む

だけで枝葉の心配に終わってし

問題は子供たちではなく、教

まうに過ぎなくなろう。
」

育の在り方にあるのだというの

である。今から 年も前に書か

れた文章だというのに、すばら

先生の情熱が、当時所属されて

いた民主主義科学者協会で、大

ますますおかしいと感じてい
説明にも来ないような状態だっ

役人も大臣室にはろくに政策の

ら唱えていたからね。郵政省の

った上伊那地域は未配達に一切

も自分の家がある駒ヶ根市とい

の生まれ故郷の辰野町や、今で

だけど、何だか変でさ。オレ

速達になんかしたことないって

日、届くんですから」だって。

都内だったら普通郵便でも即

ば、速達料金はいりませんよ。

ウチの郵便ポストから投函すれ

っそり耳打ちよ。
「飯島さん、

欲しいぜ。

山奥はともかく、しっかりして

件が連発だよな。郵便も離島や

引き出し事件だの、お粗末な事

の、ゆうちょ銀行の預金の不正

かんぽ生命の不正契約問題だ

られ、失われつつある状況を憂

する保守政治家たちに捻じ曲げ

が、当時の「逆コース」を推進

た「すばらしい新教育の精神」

うやく日本の人民が手にし得

大な犠牲を強いられた後に、よ

相手にした無謀な戦争による多

先生はこの文中で、世界中を

響もあったに違いない。

た慶應義塾の福沢諭吉先生の影

や、その血脇先生が薫陶を受け

医学専門学校の血脇守之助先生

だ。先生の恩師である東京歯科

へと大きく膨らんでいったよう

うなかで、
「理想の学園づくり」

勢の学者や文化人などと語り合

たところへ、オレの故郷の長野
たよ。
「 こんなに速達が届かな

該当していないし、理事を務め

言うから驚いたぜ。

回目が掲載されている。

の基本的な事柄を正さないかぎ

考えてみると、長野県は日本

もさっさと届くとか、どうなっ

面には学士入学と外国人留学生

封書が 円、ハガキだったら

アルプスの険しい山岳地域を抱

てるの だったら速達の制度自

の受け入れが開始されるニュー

日本郵政の増田社長

泉内閣の決断で郵政民営化が実
と肝心のわが長野県がそのうち

えてるから、山頂とか山奥に建

体、さっさとやめろと言いたい

し っ か り し ろ、 日 本 郵 便
現したし、そんなのとっくにな

ら、いまだに速達が届かない地

っている山小屋なんか、人が居

ぜ。

飯島 勲

域ってあるのさ。

住していても速達は届きません

小泉氏は郵政相なのに、省益

カ所って半分以上を占めてる

これ、日本郵便の Ｐ上にひ

ってのは分かるんだけどね。

帰って再配達じゃないの ヤマ
ト運輸や佐川急便は、まずこん

くなったんだろうと思い込んで

っそりと公開されているんだけ

内閣官房参与
松本歯科大学常務理事
特命教授

どね。見てみると、全国の の

なぜかって 郵便局がお粗末な
のよ。ウチはマンションのわり

県に速達を出したんだよね。そ
いんだったら、高い料金払って

ている松本歯科大の所在地にな

たりね。外から帰ってきて、部
屋の玄関開けたら荷物が届いて
ますってランプが点滅してるじ
ゃん。

院での成果が論文として実って

いは認定医を目指した時、大学

の個を喪失させられた国家主義

を覚えている。それは従来まで

の感激をもって受けとめたこと

「その精神に対して涙が出る程

いる。

しかし失礼ながら、松本市内

きな夢が構想されたという話だ。

合大学を作り出したいという大

われていた信州の地で私立の総

医療安全管理委員会委員長 澁谷 徹
（

秋季入学の報告と進学の勧め

厳が基本となり、自由な世界観

的皇道精神から離脱し、この尊

なければ政治力だってあるはず

事業を立ち上げるだけの財力も

にもご友人たちにも、巨大な新

の一開業歯科医に過ぎない先生

してみるとそれはなかなか大変

大幅に増大し、その内容もまた

ところが、ここで追い風が吹

）

になることは、大学院を卒業し

を求め得る民主主義的思想に立

がない。

今回、中国からの留学生３入

「それが昭和 、

脚したものだったからである。
」

な事で一時は落胆して断念しよ

「 様々な角度から検討し計算

も入学したが、政府の入国拒否

と従来の公選制の教育委員会が

年になる

によりオリエンテーションに参

加できず残念であった。早晩、

任命制となり、小、中学校の教

各々の選択した分野に特化した

うとさえした程であった。
」

コロナ禍の収束に伴い研究の仲
ではあるが、よくぞ今日までそ

間に加わってくれることと思う。 科書のボリュームが突如として
のレベルを保つことができたも

年を経て先達の去った大学院

を禁じ得ない。また、開校から

大学院秋季入学者説明会
日（月）
、大学院の秋

てから初めて判る事でもある。

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

あわててまた一階まで下りて

島からああだこうだうるさく言

に記載していただきますようお

いればその出願に大いに後押し

とも話し合って、教育県とも言

アルにも書かれているように、

願いいたします。

日本郵政の増田寛也社長、気

たりね。

したら、いつまでたっても届い
も普通郵便と一緒じゃないか」

る塩尻市も外れてるんだよ。飯

る政府中枢機関の事務職員がこ

たって連絡がないんだよ。もう
とオレも文句言ったけど、役人

ボックスに小包みを入れてあっ

年近く前だな。オレがお仕え
は馬耳東風さ。

当初は信州大学のご友人たち

した小泉純一郎元首相が郵政相
当時は全国の至るところに速

インフォームドコンセントに関

合い入れて頼みますよ

ゾルが発生する危険性のある処

して必要事項をもれなくカルテ

これはオレのインテリジェン

置を行うことが多く、標準的な
ウイルス感染者を診察した場合
の就業制限等の対応などに触れ
られ、適切な感染防止対策をと
後半では、医療安全管理委員

ることの重要性を強調された。
会から２０１９年度の医療事
９月

した。研究を志し、大学院へ進

のである。現在の大学院スタッ

あるが、総合歯科医学研究所の

をもった基礎的研究の積み上げ、

が、加えて、創薬につながる夢

育成が大学院の教育目的である

（大学院研究科長 特任教授 平岡行博）

大切なものを奪い取られてしま

いつつ成長過程のとてつもなく

になり、かくして本学誕生への

可能ではないと考えられるよう

自分の専門でもあり、創立が不

科の単科大学であるならば、ご

総合大学は無理にしても、歯

は一層進み、新しいナショナリズ

わが松本歯科大学が先生の

熱の所産であったことを肝に銘

「本当の教育」を探し求める情

じておこう。

「小、中、高校の子供たちに

どんなに『いじめっ子』をする

ても言及されている。

「いじめっ子」の問題につい

ムへの道が開かれたかにみえる。
」 一歩が踏み出されたのだった。

った。そして学校教育の画一化

の尊厳から遠ざけられ個性を失

いたのである。１９７０年代、

年間の報告数はこれまでで最も

んだ院生は５人であったが、今

設立とそれを基盤にした大学院

歯科医師の絶対的不足が一大社
回の参加者は県内在住者の２人

故防止に努めていただきたい。

歯学独立研究科の開校、科研費

のに変化させられてしまった。
」

多く、なかでも患者への影響度

また、歯科医療を行うにあた

研究を極めてほしいと切に願う。 教師でさえ困るような難解なも
分類０または１のヒヤリハット

フのお仕事にも、敬愛の念を覚

教授に「ＣＯＶＩＤ‐ と院内

ってのインフォームドコンセン

会問題となり、歯科大学新設ブ
であった。それぞれに勤務医と

える次第である。

感染予防」と題して、新型コロ

高度で専門的な能力を磨いて医

（中略）
「教育の本質的な誤り

報告が増加傾向にあった。ただ

して働いておられる中、新たな

９月 日（月）に２０２０年

ナウイルス感染への対応に関す

獲得額の推移に見る研究能力の

ームが起こった。
学びに加わる意気込みは、緊張

度第１回医療安全講習会を開催

トが十分でなかったために、治

が発生し、子供たちは次第に個

残念なことに患者への影響度分

科学への貢献と次世代研究者の

にあって、残念な思いがある。

した。今回は新型コロナウイル

るご講演をいただいた。新型コ

療現場で活かせる「高度専門職

大学院への進学者は減少傾向

類３ｂの事故報告もやや多く、

型どおりの大学院の説明では

した面持ちの中に表れていた。

た結果につき、
概要を説明した。 期入学者に対する説明会を実施

33
今後もぜひ積極的にヒヤリハッ

ス感染拡大を考慮し、密を避け

業人」の養成をも課題としてい
る。所属する学会の専門医ある

客観的な評価を解説するにつ
生方のお働きに改めて畏敬の念

け、大学院の設置に関わった先
ます。医療事故防止対策マニュ

療後に有害事象が生じた場合に
た。また、歯科医療ではエアロ

クレームとなる事例が散見され

して実施した。
前半では、病院長の前島信也

32
ト報告を提出していただき、事

18

故・ヒヤリハット報告を集計し

28

ロナウイルスの特徴や現在の感

講演をする前島病院長

染拡大状況などについて話され

19

るために１回の受講者数を制限

第 1 回医療安全講習会を開催

いて、次のように書き記されて

で、その政務秘書官をやってた

そうかと思えば、この前はあ

笠原

いって疲れたぜ。そうかと思っ

事務職員の耳打ち

大学誌編集主幹
特任教授

感染予防策の徹底と新型コロナ

!

30

革を中途半端に揺り戻しちゃっ

35

63

たら、先日は書留郵便扱いにな

に反する郵政民営化を真っ向か

11

51

頃も、速達がちっとも速く届か

なトラブルないな。

Ｈ

84

？

1

1

22

ってるものが、郵便受けに勝手

14

10

と高層階に住んでるけど、不在

？

?

票を郵便受けに投函せずに宅配

なくてさ。

面で配達するか、不在なら持ち

浩

最近、
女房の機嫌が悪くてさ。 に入れられててさ。書留って対

99

創立者の 「視点」

ＣＯＶＩＤ－19 院内感染予防を学ぶ
28
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きた。殺処分される猫を一

において生活する成猫・子猫の

を得て、キャンパスイン敷地内

止することになる。野外飼育猫

の他の猫ファミリーの流入を阻

な役割を果たし、周辺地域から

を実施してきた。

在８５０匹を超える不妊化手術

いて全身麻酔下にて不妊化手術

医師により、移動手術車内にお

となって担当する予定である。

好会（仮称）所属の学生が主体

の世話については、本学の猫愛

域猫活動」を推奨しているが、

とで猫のトラブルをなくす「地

勢手術により適正に管理するこ

地域で生活する外猫を丁寧

今回、キャンパスイン支援セ

が実施された。手術後は、混合

長野県は、野良猫を不妊・去

合計 匹を保護し、松木信賢獣

動が実を結び、地域におけ

匹でも減らすためのこの活
る苦情等で松本保健所に持
ち込まれる外猫を減らすこ

に保護し、不妊化手術を実
ンターが主体となり、猫の譲渡

好であることを確認した。

とに成功した。実際には、

古くから人と犬や猫は密接に
施し、その成果として年々保健

斡旋団体である「もふもふ堂」

本学においても人間性豊かな歯

関わりを持ち、私たち人間に対
所への猫持ち込み数は減少し

の小口美智子さんと「こねこの

松木獣医師は、本年４月より

して多くの癒しを与えている。
た。
「こねこの会」の活動開始

今後は、成猫数匹がキャンパ

液検査を行い、全匹健康状態良

血病）の罹患の有無を調べる血

移動手術車内で不妊化手術を行

れた外猫がいる現地において、

猫の負担軽減のために、保護さ

動物病院搬送の地域住民および

に目指していきたい。

が共生できる社会の構築を地道

を今後積極的に行い、人と動物

て、動物愛護活動に対する教育

言葉を述べた。

最後まで頑張ります」と誓いの

思とひたむきな精神を維持し、

ち一同は何事にも挫けぬ強い意

め、努力してまいります。私た

貢献できる歯科衛生士になるた

の目標を持って取り組み社会に

れるよう、またそれぞれが自身

方々からたくさんの学びを得ら

思います。病院に携わる全ての

を忘れずに実習に臨みたいと

（歯学部長・学生部長 宇田川信之）

う専門病院を立ち上げ、 月現

責任の重さと使命感を自覚し決意新たに

スイン敷地内で「番猫」のよう

エイズ）およびＦｅＬＶ（猫白 「臨床公衆衛生獣医師」として、 科医師を育成する教育機関とし

しかしながら、人間の身勝手な
時に松本保健所において１００
が、現在では安楽死が妥当と思

行動から捨てられてしまう動物

われる状態の負傷猫以外の猫の

会」の太田真理子さんのご協力

ＮＰＯ法人「こねこの会」
（代
ほとんどが譲渡され、飼い主の

０匹以上の殺処分があった状態

表＝田中洋子さん）では、２０

下で平穏な生活ができるように

や虐待によって殺されてしまう

０７年から松本城周辺で激増し

科衛生士の道に進む決意を表明

任の重さ、使命感を自覚し、歯

の臨床実習に臨む前に、その責

衛生学院歯科衛生士学科 戴帽式
松本歯科大学衛生学院歯科衛
生士学科第 期生の戴帽式が

日（火）
、本学７階講堂で
厳かに執り行われ、第２学年

月

猫に対して学生が餌を与えるこ

する儀式。教員、第１、第３学

年生らが見守るなか、笠原悦男

衛生学院長より一人ひとりにキ

治療トレーニングやブラッシン

も、口腔疾患の早期発見、歯科

う蝕や歯周疾患の治療の後に

内視鏡・嚥下造影検査などの精

し、スクリーニング検査や嚥下

ビリテーションセンターと連携

ことが重要です。摂食嚥下リハ

あり、両者を総合的に診察する

は器質的な咬合の回復も重要で

できるようになりました。全身

時無呼吸症候群の歯科的対応が

製作を行い、中等度までの睡眠

科補綴の専門医が口腔内装置の

内科医からの診断書があれば歯

びき外来」が新設されました。

また、
この四月から当科に
「い

ュな緊張感があればこそ良い仕

習が始まります。今のフレッシ

ょう。いよいよ病院での臨床実

多く、長く感じられたことでし

なりましたが、勉強することが

さんが入学してからはや２年に

笠原衛生学院長は挨拶で、「皆

ばせていただく”という気持ち

さんは、
「どんなときでも“学

けてください。臨床実習で揉ま

たいという気持ちを常に持ち続

うまくなりたい、もっと成長し

ん。一歩でも前に出て、もっと

のオリエンテーションの後、

と激励の言葉を贈った。
ことを期待します」
と力づけた。 ださい」

れ、一回りも二回りも飛躍する

月４日（水）から登院する。

ことを忘れず、力を合わせてく

悩まず、支え合える仲間がいる

を語り、
「 つらいときは一人で

験を通して実感した苦労や喜び

んが、臨地実習・臨床実習の経

戴帽式は、学生たちが病院で

人が式に臨んだ。

法などを実施し、患者の歯科に

グの成果確認のために定期検診

密検査の後に嚥下トレーニング

事ができます。しかし、緊張は

最後に第３学年の福岳綾乃さ

対する恐怖を低減させることや

を行い、口腔内のメンテナンス

疾患を有する患者や嚥下障害へ

すれども委縮してはいけませ

ャップが授けられた。

歯科治療への協力度の改善を図

も続けるなど指導管理にも力を

の治療とあわせて、松本歯科大

が笑気吸入鎮静法・静脈内鎮静

りますが、う蝕などの口腔疾患

を指導しています。こちらも通

態や精神発達年齢の把握のため

歯科治療が困難であり、全身状

います。多くの症例で通法での

恐怖症の患者も多く来院されて

の診察を担当しています。歯科

高齢者や全身疾患を有する患者

地域連携歯科は、障がい者、

下集中歯科治療は歯科麻酔科と

らう必要があります。全身麻酔

さんにその必要性を理解しても

などを予防するためであり患者

制限は処置時の嘔吐からの窒息

応が可能となっています。飲食

制限をしたうえで日帰りでの対

静法は予約の６時間前から飲食

飲食制限なしですが、静脈内鎮

ります。笑気吸入鎮静法は通常

療前の飲食を制限することがあ

薬剤鎮静には予約が必要で診

摂食機能障害を呈する方も多い

当科が担当する患者さんでは

しても役割も担っています。

時行うなど歯科中核医療施設と

設・居宅への訪問歯科診療も随

んからの要望があれば病院・施

ないよう、通院が困難な患者さ

る「歯科医療難民」を発生させ

う努めています。また、いわゆ

方々の早期発見が可能になるよ

日に行い、通院が困難な住民の

の施設への出張検診を毎週火曜

す。そこで病院と提携した県内

の重篤化が問題となってきま

ています。

在 人の歯科医師が在籍してお

当科には教授の指導の下に現

軸として機能できればと考えて

乳がん検診啓発活動の一環として

療の特殊性から歯科衛生士の業

重ねて日々研鑽しています。治

の販売を始めた。ピンクリボン

対象としてピンクリボンマスク

した自動販売機で学生・職員を

本館エントランスフロアに設置

本学では 月 日（火）から

クの左下にはこのマークがあし

ャンペーンのシンボルで、マス

を目的とした世界規模の啓発キ

しい知識を広め、早期受診推進

ピンクリボンは、乳がんの正

活動に役立てられる。

福祉施設の無償乳がん検診推進

じて障がい者

る事業
「 momo
」を通
Project

機会を提供す

さを伝えその

ピンクリボンマスク自動販売機を設置

務も専門性が高く、全身管理の

マスクは、９月のＳＤ研修会で

らわれている。価格は１枚１０

は同社が推進する、女性に乳が

いただいた。

売機は同社から無償で貸与して

ために看護師も専属として協力

ご講演いただいた京都府立大学

０円（個包装）で、収益の一部

り、症例検討や関連する研究を

通法での診療が困難な方、摂

の塚本康浩学長とともにダチョ

してくれています。
食嚥下障害、睡眠時無呼吸症候

ウ抗体マスクを開発したクロシ

） ード株式会社の商品で、自動販
地域連携歯科学講座 主任教授 蓜島 弘之
助手 山上 裕介

気軽にご相談ください。
（

（病院事務室 係長補佐 早川大輔）

群などの症状がありましたらお

ん検診の大切

戴帽式を終えた学生は２週間

の重症度が高い、あるいは鎮静

入れています。高齢者・障がい

学病院における歯科医科連携の

患者さんまたはその家族から詳

の連携により実施され、全身の

しています。

しく医療情報を取得することか

安全な管理のために基本的には

います。

ら診療が始まります。患者の要

第２学年を代表して三澤真優

法では対処しきれない症例では

院困難な患者さんがいれば病

厳かに挙行された戴帽式

院・施設・居宅での診療も行っ

なってしまったわけである。

とによって、猫の繁殖が盛んに

きな問題となっていた。可愛い

は、防犯上や衛生面において大

敷地内で生活する外猫の増加

かねてから、キャンパスイン

なった。

た外猫の保護を積極的に行って

動物も少なくない。

ワクチンを接種し、ＦＩＶ（猫

10

者は歯科診療施設への通院が困

10

獣医師の松木先生

10

28

難となることが多く、口腔疾患

ます。

44

全身麻酔下集中歯科治療を選択

保護された猫

望も考慮し、必要なら患者に適

Special Care Dentistry

本学キャンパスイン敷地内に増えた外猫の対策として、ＮＰＯ法人
「こねこの会」と猫の譲渡斡旋団体「もふもふ堂」の協力を得て成猫・
子猫 匹を保護し、松木信賢獣医師（しんけん動物病院院長）により
不妊化手術が実施された。譲渡先が未定の猫の世話は学生有志が行っ
ていく予定で、人と動物が共生できる社会をめざす。

移動手術車内での猫の不妊化手術

科麻酔研修を修了した歯科医師

20

10

11

ピンクリボンマスクと自動販売機

10

地域連携歯科

のですが、食べる機能の回復に

20

キャンパスインにおける外猫の不妊化手術を実施

シリーズ 診療部門紹介⑪

二泊三日の入院をお願いしてい

10

人と動物が共生できるキャンパスめざす

した行動調整法を行います。医

静脈内鎮静下での歯科診療

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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に第 回校友会総会の開催を予

本来であれば６月 日（日）

ンス等に仮設テントの設置の協

して病院入口前や大学エントラ

になればと、本学の方針に呼応

面授業を行うことができる環境

皆さんが安心・安全な環境で対

定しており、全国各地より役員
力を行った。

期生・松村康平先生が優秀論文賞受賞

第 回日本障害者歯科学会に

てできるだろうかという疑問が

この付着物はいったいどうやっ

回日本障害者歯科学会

て松村（筆者）が「経管栄養の

湧き、形成過程について研究を

第

まだまだ予断の許せない状況

要介護高齢者における口蓋の剥

は必要不可欠であり、本学校友

科においてはマスクや防護具等

全国各地で叫ばれたことは記憶

スクや防護具等の物品の不足が

このコロナ禍の影響によりマ

き、更に出席者全員から近況報

﨑 雅先生よりご挨拶をいただ

ラン「スターダスト」にて矢ヶ

会務終了後は中国料理レスト

中で活発な意見交換を行った。

ればと、久しぶりの対面会議の

に校友会が微力ながら協力でき

を大切にするという大学の方針

とが多く、口腔内の黄色で乾燥

要介護高齢者の診療に携わるこ

私も開業してから経管栄養の

大変栄誉ある賞を頂戴し、興

配信されることになりました。

ンで参加し、ＺＯＯＭで収録・

め、自宅から授賞式にオンライ

今年度はコロナ禍であったた

ました。また剥離上被膜は咽頭

被膜が認められることがわかり

度口腔ケアを行わないと剥離上

ります。口腔内より食事を摂取

者になるほど除去の時間がかか

→粘調物→膜状物へとなり、後

時間以降から形成され、粘液物

行ってみてはいかがでしょう

における疑問や興味を研究しに

ん、松本歯科大学で普段の臨床

非経口摂取患者で口腔ケア後３

か？私も卒業後、大学に来学す

しない患者でも６～ 時間に１

に落屑し、誤嚥性肺炎の原因に

るたびに周囲の景観が変わり、

奮が冷めやりません。

した付着物は痰が固まって貼り

なることも今までの研究で報告

発展していく大学と塩尻の風景

いった。最初の感染者が確認さ

レベルの防疫も次第に展開して

時における検疫を強化し、地域

され、物資・人員の整備と入国

流行疾病対策センター」が開設

月 日には国家レベルの「中央

際する検疫を実施しており、１

武漢からの直行航空便で搭乗に

うになった２０２０年始めには

新たな感染症が世に知られるよ

あった。しかし、台湾ではこの

武漢から台湾へ帰省した女性で

号は２０２０年１月 日に中国

の罰金が科されるようにした。

ができるようになり、防疫措置

した場所が記録され、接触確認

より、隔離家族や感染者が滞在

電話を利用した検疫システムに

格な入国検疫が実施され、携帯

では流行の兆候が出た頃から厳

が教訓となり、今回のコロナ禍

ＲＳ（重症急性呼吸器症候群）

ない。２００３年に流行したＳＡ

いることも考慮しなければなら

勿論、台湾が幸運に恵まれて

最後

０万新台湾ドル（約３６０万円） るよう、遠き台湾の地から切に

に従わない違反者には最高１０

にコロ

日も早く平穏な生活を取り戻せ

これ以上の感染拡大を防ぎ、一

心穏やかに、然し気は抜かず、

ク着用など自主管理を徹底し、

ソーシャルディスタンス、マス

学に励む後輩たちには手洗い、

続いている。松本歯科大学で勉

である観光業は不景気の状態が

国制限により、台湾の主力産業

つつある。しかし外国との出入

くがコロナ禍以前の状態に戻り

現在の台湾ではレストランの多

玉帝「薬師如来はまだ来ないの

１枚足りません。
」

がもらえないので、まだ

神々「１週間に３枚しかマスク

玉帝「四面佛は何故まだ来ない？」

神々「まだ手を洗っています。
」

玉帝「何故千手観音の姿が見え

みて神々に問うた。

か？」
ます。
」

神々「必死にマスクを売ってい

ます。
ありがとうございました。

月４日（日）
、２０２１年

心がけ、試験が終わるたびに机

き、ソーシャルディスタンスを

熱が無いことを確認。試験室入

きない。そのため本学を第１志

り、入学手続をすると辞退がで

総合型選抜は専願の入試であ

体験入学に参加している。今年

の一日体験は、新型コロナの影

響で実施回数が少なかったが、

校友会の募集活動により、校友

子女が多く受験してくれたため

昨年に近い受験者数となった。

９月 日付

児林 芙弓 （事務局総務課事務員（派遣職員））
月 日付

〔採用〕

今回行った研究は博士論文と

（ 期生 松村康平）

度総合型選抜（Ⅰ期）と編入学

を殺菌消毒し、
換気を行うなど、

退室の際には速乾性アルコール

望とする人が受験しており、ほ

９月 日付

石田 奈美 （病棟看護師室看護師（契約職員））

有賀 弘美 （事務局総務課事務員（派遣職員））
月 日付

〔契約満了〕

し剥離したもので、歯科疾患で

して提出し、博士号取得に向け

日㈫

一日体験入学

１日㈰

日㈬

（事務局経理室事務員）

公募制推薦入試

学校推薦型選抜②

（歯学部）

多田 比紀 

〔配置換〕

あるということを知りました。

８人の仙人）は？」

選抜（Ⅰ期）が実施された。

玉帝「それなら八仙（神話中の
神々「海外から戻ったばかりで
玉帝「関聖帝君（写真）は？」

製剤による手指消毒と、マスク

試験当日は受付で検温をし、 新型コロナ対策を行った。
神々「彼は真っ赤な顔で３７・

着用を義務付けた。また、受験

在宅隔離されています。
」

５度の熱があったので、

とんどが今年または昨年の一日

10

査を実施、陰性を確認した。

の先生方にご出席をいただく予
ナウイルスの感染拡大という不

は一番の「宝」であり学生の「今」 離上被膜の形成過程」の研究で

ではあるが、大学において学生

会はリモート会議等を駆使して

告が述べられ、厳しいコロナ禍

い一丸となって乗り越えること

ついた物だと思っていました。

されています。松本歯科大学か

れてから９月 日現在で累計５

マスクは政府が全て徴収し、市

ナ禍に

自宅で自主隔離していま

生と受験生の間には衝立を置

す。
」

25

5

30

公募制推薦入試

学校推薦型選抜②

合格者発表

日㈯

１

定であったが、本年は新型コロ
測の事態に見舞われ、開催を断

全国各地の会員の状況把握を行

にあっても笑顔で校友を助け合

行う機会を頂きました。

念せざるを得なかった。

った上でいち早く全会員へＮ

をそれぞれが誓った。

毎週訪問診療をするたびに除去
期生 岡藤範正）

に驚かされています。

（校友会常務理事

らの一連の剥離上被膜の研究

最後になりましたが、本研究

しても、次には付着し、除去す

る時間もかかり、多量に付着し （６論文）により２０２０年度
皆さんの緊張状態を和らげたい

の機会を与えてくださった小笠

徹底するよう指導を行い、公衆

の保険改正で非経口摂取患者口
と思います。

１０例の感染者、うち回復者４

険証の提示で１週間に３枚まで

場での買い占めを抑制。健康保

ている時は一苦労でした。

衛生における防疫をハイテク技

今回の研究に関わると付着物

原 正先生をはじめ、研究にご
～玉皇大帝（道教の最高神）に

腔粘膜処置（１２０点）として

術がサポートすることにより、

は痰ではなく、口腔粘膜が乾燥

協力賜った皆様に感謝申し上げ

よる新型コロナウイルス肺炎防

保険収載されました。

検疫管理が容易となったため、

疫討論会～
神の宮廷で疾病対策会議が行

都市封鎖や大規模感染爆発を防
止できたことは奇跡と言える。

剥離上被膜は口腔乾燥がある

集いただいた副会長 松田泰明
マスクを始めとする感染症対策

優秀論文賞を受賞しました。

９月 日（木）に第２４７回
先生（３期生）
、理事 笠原哲

先生（２期生）
、監事 有賀 功

に新しい。とりわけ従来から歯

校友会理事会が県内役員の先生
支援を行った。

が他国に比べ大変低いというこ

８０例、死亡７人と、国内外と

関係す

われ、玉皇大帝は多くの空席を

の人的往来が多い台湾にとって

マスクが購入できるようにし、多

話で少

今年６～７月頃と比較して、

は感染者が少なく、国際的に見

公共施設への出入りや、公共交

くの人に最低限届くようにした。 る笑い

とであろう。

ても稀なケースとなった。特筆

ない？」

すべきは、明確な疾病対策と検

願っている。

同期をはじめ卒業生の皆さ

方のご出席をいただき会長・会
三先生（４期生）
、理事 野本

て研究を続けてきました。

頭 矢ヶ﨑 雅先生（１期生）
更には準会員であり将来は会

う ほ う

喜永先生（ 期生）に対しては

りん

を始めとする学内役員と共に会

台湾名誉支部長 ９期生

林 干昉

員として活躍を願う本学学生の

台湾だより

ルス感染症起因の肺炎患者第一

台湾における新型コロナウイ

台湾の新型コロナ対策について



到着後すぐに抗原および抗体検

ZOOM で受賞の松村先生と賞状

21

関聖帝君（蜀の武将関羽）

12

10

41

務を行った。会務に先立ちご参

矢ヶ﨑 雅先生を囲む理事会出席者
再会を歓び会長・会頭

しでも

26

（衛生学院）

（Ⅱ期）

松本歯科大学校友会――――

通機関の利用時にマスク着用を

ソーシャルディスタンスをとって受験に挑む

10

日㈫

校友子女選抜

日㈪

合格者発表

校友子女選抜

一日体験入学

日㈬

大学院発表会

日㈪

Ⅳ期試験

Ⅱ期試験

（第６学年）

（第５学年）

（歯学部）

（歯学部）

学校推薦型選抜（公募制・指定校）

（歯学部）

学校推薦型選抜（公募制・指定校）

（衛生学院）

（Ⅱ期）

95

10

37

校友子女が数多く受験

10

11

会長・会頭のもとに県内、学内役員が参集
Vol.4

17

疫によるコントロールで死亡率

新型コロナ対策を行い
総合型選抜を実施

14
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21

17

23

26
37

10

25

――――

26

30

Alumni News
20

