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STORY

躍 進 期
大堀勉第７代学長・理事長の陣頭指揮により、

ンネル送信対応の次世代機能搭載の機種として

内丸地区の整備計画と広大な矢巾地区へのキャ

は、世界初である。また、電視顕微鏡室も生命科

ンパス移転・新病院開院のための総合移転整備

学技術支援センターとなり、動物研究センターもリ

事業がスタートする。

ニューアルし、最先端の研究が岩手から世界にむ

平成16年（2004）、岩手県立衛生学院歯科衛

けて発信され続けている。

生学科が本学に移管され、岩手医科大学歯科衛

矢巾移転計画は着々と実行に移され、東講義

生専門学校が誕生した。平成23年(2011)には本

実習棟・東研究棟に続いて西講義実習棟・西研

学歯学部に併設されていた岩手医科技工専門学

究棟が落成し、平成23年（2011）3月8日矢巾キャ

校と統合され、岩手医科大学医療専門学校に歯

ンパス落成記念式典が新キャンパスモールで挙行

科衛生学科と歯科技工学科が誕生した。歯学部

された。その3日後、あの未曽有の東日本大震災

では新しい歯学教育と歯科診療の方途を樹立す

津波が起きた。マグニチュード９の揺れと10数メー

べく、平成23（2011）年、ハーバード大学と覚書を

トルに及んだ大津波による多数の犠牲者・被災者

締結し、同大学の教育システム導入による歯学部

への医療支援活動と復興へむけての医療サポー

改革を推進することとなった。

トが不眠不休で展開する。小川彰第10代学長の

平成19年(2007)には薬学部が開設され、矢巾
キャンパスでの教育がスタートする。教養部は共
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平成16年
（2004）
～平成28年
（2016）

指揮による本学の獅子奮迅の医療活動が内外の
高い評価を得たことは記憶に新しい。

通教育センターとしてリニューアル、医歯薬の1年

罹災から3年が過ぎ、岩手県こころのケアセン

生が同じ場所で同じ時間に同じことを学修する3

ター、いわてこどもケアセンター、災害時地域医療

学部共修教育がはじまった。基礎講座も学部ごと

支援教育センター、いわて東北メディカル・メガバ

に別々の建物に置かれるのではなく、統合基礎講

ンク機構、と本学の地域医療及び医療教育の幅

座となった。学部を超えて、教 員も学生も1つの

が大きく広がっていった。医師・看護師・操 縦

キャンパスで空間と時間を共有し、切磋琢磨して

士・整備士・運行管理士が常駐するドクターヘリ

研究・教育活動を推進する岩手医大方式は、世

基地ヘリポートが竣工し、毎日のように矢巾キャン

界初の試みだった。

パスの上空をドクターヘリが行き来している。学生

さらに平成28年（2016）には岩手看護短期大

有志による防災ガイドブックも刊行され、衛生検

学が本学に移管され、平成29年（2017）4月の看

査部や吹奏楽部は被災地の仮設住宅ボランティ

護学部開設の準備が進められている。

アを継続している。

矢巾地区には研究開発の中核を担う医歯薬総合

平成31年(2019）の矢巾新病院開院、そして10

研究所が設置された。国内２台目の超高磁場７テ

年後、50年後、100年後の日本の医療を目指した

スラMRIが導入された。フルデジタル受信・多チャ

岩手医科大学の誠のあゆみは続いていく。

岩手医科大学創立120周年記念誌
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内丸地区の躍進

医療の高度化と多様化に対応すべく、附属病院に新たな組織が次々と編成された。

がん治療最前線
がんは、病死における日本人の死因のトップとなり、

附属病院内には、全国でもめずらしい専従スタッフが

男性の3人に２人、女性の2人に１人ががんに罹患する時

常駐する「がん患者・家族サロン」が設けられている。

代となった。本学では、がん治療のさらなる充実を目指

最新の情報を提供しつつ、がん患者とその家族の精神

して平成19年（2007）に腫瘍センターが設置され、その

的ケアを中心に寄り添う体制を作っている。看護師・薬

１部門として緩和ケアチームが整備された。この活動が

剤師・栄養士・医療相談員による「よろず相談」、ボラン

元となり、平成26年（2014）１月に緩和医療学科が設置

テイアによるピアサポートや、対話カフェなど14の定例イ

された。

ベントを開催している。

伊藤 薫樹・
腫瘍センター長

木村 祐輔・緩和医療
学科特任教授

がん患者・家族サロンホームページ
http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/gancenter/salon/

サロンでの折り紙イベ
ントのようす。各種イベ
ント情報、年２回発行
の「 サロンだより」や
「がん患者・家族サロ
ンホームページ」
を通し
て広く情 報 発 信を行
なっている

新しい医療のかたち
平成22年（2010）7月 睡眠医療学科設置

平成23年（2011）7月 臨床遺伝学科設置

睡眠に関連した疾患の診療は米国を中心とする諸

遺伝関連の話題が日常生活内においても取り

外国において目覚ましい発展をとげ、2014年には新しい

上げられ、医療分野においては各種遺伝子検査

国際疾患分類（ICSD-3）
が発表され、我が国における

やそれに伴う個別化医療が標準的医療になりつ

睡眠医療普及の必然性から睡眠医療学科が設置され

つある。一方で遺伝情報の解釈は未だ難解であ

た。睡眠科学や行動学のエビデンスを医療に応用し、

り、さらにその結果が当事者本人のみならず、親

全国の先駆けとなって普及啓発（dissemination）
と定

兄弟、配偶者、子どもにまで影響を及ぼす場合

着（implementation）
を図ることを使命としている。

があり、これらを常に念頭に置いた医療を行っ

福島 明宗・臨床
遺伝学科長

ていく必要がある。臨床遺伝学科では臨床遺伝
の専門家による遺伝カウンセリングを通して、き
め細やかな総合的な診療を実践している。
臨床遺伝学科と「いわて東北メディカル・メガバンク機
構」が共同で開発した、家系図自動作成ソフト「f-tree」。
専門知識がなくても手軽に医療用家系図を作成できる
平成25年（2013）～27年（2015）度
厚生労働省「革新的医療機器創
出促進事業補助金」により岩手
医科大学で新開発された治療機
器「無線通信機能を備えた電源
内蔵型CPAP装置」。災害などの
停電時にも睡眠時無呼吸の治
療が継続可能（意匠登録済み、
薬機法認可申請手続中）

櫻井 滋・睡眠医療学科長

高度看護研修センター設置
平成23年（2011）7月、高度看護研修センターが設置され、東北
で唯一の緩和ケア認定看護師教育課程が開講となり、水準の高
い緩和ケアを提供できる認定看護師を育成している。平成27年
（2015）10月には、創傷管理関連特定行為教育課程が開講され、
特定行為を行うための高度な臨床実践能力を身につけた看護師を
育成し、地域に貢献している。
岩手医科大学創立120周年記念誌
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高度先進医療の躍進

高度先進医療化が際限なく展開する医学界にあって、
本学の医療技術は時々刻々の変化の先頭を疾駆している。

PET・リニアック先端医療センター開設

平成22年（2010）12月

PET/CTとリニアックを融合した外照射放射線治療を実施する最新鋭システムを導入。全
身機能画像検査で潜在・進行するがんの局在を検出して、画像誘導原体照射、定位照射、
IMRTを敷衍して、岩手県全域の高精度放射線治療に特化した取り組みを行っている。
ロボティックカウチ画像誘導照射システム

世界第1号の第2世代320列CT
平成24年（2012）7月に岩手医科大学附属病院循環器医療センターに導入。第1世
代の320列CTより高速で低侵襲の撮影が可能で、冠動脈疾患や弁膜症などの心疾患
の診断精度が大幅に向上した。
また、放射線被ばくも低減されたことから、特に小児に
おける先天性心疾患の診断に威力を発揮している。
この装置の開発には、高度な診察技術の確立を目指した国産CTメーカーと本学と
の産学共同研究の研究成果が多く採り入れられている。本学が先陣を切った本機は、

循環器医療センターに設置された第2世代

以後わが国ばかりでなく、欧米を中心に世界中の医療機関に導入されるようになった。 320列CTの第1号機

循環器センターの躍進
人工心肺非使用による冠動脈バイパス術
心臓血管外科講座では、虚血性心疾患に対して、人工
心肺を使用せず心臓が拍動した状態で人工心肺非使用
心拍動下冠状動脈バイパス手術（OPCAB）を行ってい
る。通常よりも術後の予後や回復が格段に良くQOL向上
に寄与している。
人工心肺非使用心拍動下冠状動脈バイパス手術風景

高度先進医療が救った命
平成5年
（1993）
9月25日、
三田俊次郎の師・三浦自祐の曽孫、
三浦俊夫院長の産院
で2,735gの女の子が誕生する。
顕在性二分脊椎症と診断され、
本学附属病院に救急
搬送。
合併症として、
水頭症、
側湾症、
股関節脱臼があり、
生後3日目に、
小児外科、
脳外
科、
整形外科、
麻酔科総出による13時間に及ぶ大手術を行い、
一命を取りとめる。
幸せ
に恵まれる子になってほしいというご両親の祈りから
「さち恵」
と命名。
第1子を祖母に預
けて、
お母様はさち恵ちゃんにつきっきりで看護。
術後6か月、
ようやくNICUから一般病棟
に移った矢先、
小脳に腫瘍が発見される。
生後6か月で、
2回目の開頭手術。
手術チーム
には小川彰脳外科医も居た。
切除した腫瘍は幸い良性で、
術後1か月に退院の運びとな
る。
下半身に障害が残ったものの、
さち恵ちゃんはたくさんの出会いに恵まれ、
文字どおり
幸せな人生を歩む。
そして、
現在縁あって本学図書館に在職中である。

第16回全国障害者スポーツ大会「2016希望郷
いわて大会」
（ 平成28年〈 2016 〉10月）のアー
チェリー競技に出場した武田さち恵氏とお母さま

さち恵ちゃんこと武田さち恵氏は、
4年前、
友人に誘われてアーチェリーを始めた。
生後すぐに2度の大手術を乗り越えた天性の頑
張り屋の彼女は、
平成27年
（2015）
、
全国障害者スポーツ大会
「紀の国わかやま大会」
で銀メダル、
平成28年
（2016）
「希望郷いわて
大会」
で銅メダルを獲得した。

130

岩手医科大学創立120周年記念誌

躍進期

歯科医療の躍進

03

近年歯科診療の領域もIT化が進み、診療技術と治療効果が躍進しつつある。
その実態について、歯学部補綴・インプラント学講座・近藤尚知教授に紹介していただく。

寄 稿

デジタルデンティストリーの現状と未来について

近藤 尚知

近年、
インフォメーション・テク
ノロジー
（Information technology：

口腔内スキャナーの臨床応用が開

IT）の歯科医療への導入によって、歯科医療の現場は大きな

始され、
今後は広く普及するものと

変革の時を迎えようとしている。
とりわけCAD/CAM（Computer

予想されている。
口腔内スキャナー

Assisted Design/Computer Assisted Manufacturing）
の導入

は、
支台歯の形態を画像データとし

は、
日常臨床における治療ワークフロー自体を大きく変えつつあ

て保存することができるため、
印象

り、
その潮流は今後一層加速しつづけるものと予想される。

採得と咬合採得に必要なシリコンゴム等の材料は不要である。

近藤 尚知教授

CAD/CAMという言葉自体も、頻繁に使用されるようになって
まだ間もないので、聞きなれないという方も少なくないかもしれ
ない。上述のように、CADとはコンピューターの支援によってク
ラウンやアバットメントなどのデザイン
（設計）
を行うことをさし、
一方CAMとはコンピューターの支援によりCADによって設計し
たものを製作することをさす。
CADは、従来法における
「模型の製作とトリミング、
クラウンの
ワックスアップ等」
の作業をPCのモニタ―上でソフトウェアを用
い、画像処理に置き換えて行うことにあたる。
またCAMは、従来
法の「クラウンの鋳造、形態修正、研磨等」の作業をCADの作
業で得られたデータからPC制御の切削加工機でクラウンの形
態を具現化することにあたる。
したがって、CAD/CAMによる製
作行程においては、従来法で使用される石膏模型やそれに付
随する加工作業は不要となり、新たにPC上での画像の加工・
変換とデータの受け渡し作業が多くを占めるようになってきた。
本学においても歯科治療のIT化は顕著であり、
CAD/CAM
だけでなく、
口腔内スキャナーの臨床応用が可能となっている。
口
腔内スキャナーとは、
特殊な口腔内カメラによって支台歯等を含
む歯列の形態を画像および3次元データとして記録する装置で、
新たな印象採得の方法として注目されている。
昨今は国内でも

A

B

C

D

臨床応用が可能となった口腔内スキャナーとその画像
口腔内スキャナーとCAD/CAMによって、印象材も石膏も不要とする新
しい歯科診療システムが構築されようとしている。口腔内スキャナーは、現
在までのところ、少数歯のクラウン・ブリッジの製作と単独歯欠損のインプ
ラントへの適用に留まるものだが、今後ハードウェアとソフトウェアの改良
によって、複数歯欠損症例、
さらには無歯顎の印象採得にも適用可能と
なることが予想される。
これらの最新のIT導入による歯科医療の発展は、
患者負担の軽減と治療期間の短縮を可能とし、歯科疾患を持つ患者の
QOLの回復と維持に大きく貢献できるものと期待される。

E

F

セラミッククラウンの製作過程

Ⓐ 術前 咬合面観
Ⓑ 術前 側方面観
ⒸⒹ 模型とセラミッククラウン
Ⓔ 装着後 咬合面観
Ⓕ 装着後 側方面観
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新天地矢巾

広大な敷地への総合移転整備計画の第1弾として、矢巾キャンパスが竣工した。

矢巾のシンボル

移転の動き

～キャンパスタワーと大堀記念講堂

平成18年(2006)11月
総合移転整備計画第1次事業新築工事上棟式

岩手山、紫波三山の山容を遠望するロ
ケーションの矢巾の地に、天を突くようにキャ

（矢巾キャンパス用地）

平成19年(2007)4月
矢巾キャンパス竣工 薬学部・共通教育センター開設

ンパスタワーが設置されている。第7代大堀

平成23年(2011）3月
総合移転整備計画第2次事業竣工 医学部・歯学部基礎統合・移転

の大堀記念講堂では、市民公開講座、全学

勉理事長・学長の名前を冠した500人収容
部学生を対象とした講義や講演会、
さまざま

紅葉のヒポクラテスの樹と

な学会シンポジウムなどに活用されている。 キャンパス・タワー

キャンパスモール
全面ガラス張り、4層吹き抜けの開放的な空間。矢巾キャン
パスの大動脈として、講義実習棟・研究棟・本部棟、そして大
ドローンによる矢巾敷地空撮。矢巾キャンパス北側のC敷地にエネ
ルギーセンターの塔が見える。
その南側が新矢巾病院建設予定地

堀記念講堂を連結する。キャンパスモールは、学生の成果発
表会やさまざまなイベントにも活用される。

統合基礎講座
多角的視野と多面的な判断力を必要とする全人的医療
実践のために、学部間の垣根をはずし、学部横断的な研究
環境・学修環境を構築。解剖学・生理学・生化学・微生物
学・薬理学・病理学・衛生学公衆衛生学・法医学・医療工
学を
「統合基礎講座」
としてひとつ屋根の下に組み込んだ。

薬学部附属 薬用植物園
平成28年（2016）6月、3年次の３学部合同多職種連携教育科目「チー
ム医療リテラシー」のポスター発表会のようす
薬学部開設ととも
に設置。管理は、
薬用植物園管理
委員会

一座建立の精神
矢巾キャンパス、
ヒポクラテスの樹の脇に大堀勉第7代理
事長・学長揮毫の一座建立碑がある。大堀記念講堂の入

大堀記念講堂入り口の「一座建立」パネル

り口にも
「一座建立」のパネルが掲げられている。元は茶席での和合の精神を表す言葉だが、
チーム医療への強い思いの表れである。

「碑文解説」

『八十年史』
（平成20年〈2008〉
10月）掲載の

大事業の成るに当たっては、一個人の力では誠に微々たるものであり、多くの人力と物力とさらには天機という幸運がなければ
できない。即ち建物を建てるには、設計した人、施工する人はもとより資材を運ぶ人、指導する人、地ならしをする人や財政的、
精神的援助をした人に至るまでそれぞれの役割をする人の協力が必要である。
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躍進期
05

災害医療の躍進

未曽有の大災害、東日本大震災津波を機に、
本学の医療は大規模災害を想定した先進的な地域医療へと躍進する。

災害医学講座開設

平成23年
（2011）
9月

独立した講座としては日本初となる災害医学講座は、
東日本大震災の経験から得られた課題を検証し、今後、
起こり得る大規模災害時の医療支援のあり方を提言する
ことを目的に、平成23年（2011）9月に開設。医療支援活
動とともに、
ひとりでも多くの命を救うため、得られた知見
を基に学内外の医療従事者等の育成に貢献している。

災害医学講座はマルチメディア教育
研究棟内にある

災害時地域医療支援教育センター

眞瀬 智彦・災害時地域医療
支援教育センター長

平成23年
（2011）
12月

全国に発信できる災害時地域医療支援体制の確立
と、実践的な災害医療教育による人材育成を目的に設
立。災害医療に関する講義やシミュレーション演習等、多
種多様な研修会を開催し、有事の際の活動スキル向上
と、行政・病院・消防・警察・自衛隊など関係機関との連
携強化を図っている。全国規模で受講者を募集するいく
つかの研修は、他に類を見ない内容で、期待も高い。

平成25年（2013）4月8日に開催された
落成セレモニー

マルチメディア教育研究棟内の災害
用備蓄倉庫。建物独自の非常用発
電機を設置、燃料の補給なしに熱源
で最大７日、発電機で最大３日稼働さ
せることが可能となる15,000Ｌのオイ
ルタンク設置。給水が遮断された場合
でも１日300人が飲用水7日、雑用水
1.5日、下水用3日分を使用できる単
独の受水槽、緊急排水槽も配備

クリニカルシミュレーショ
ンセンターには、模擬手
術・
ＩＣＵ室 、災 害シミュ
レーション室 、デブリー
フィングルーム設置

WHO（世界保健機関）主催

「災害からの医療復興国際会議」
国際会議」
平成25年(2013)3月5日・6日 大堀記念講堂

近年の大災害を経験した国（中国、ニュージーラン
ド、日本）を含む西太平洋地域17か国から保健医療行
政関係者など70名以上が参加。過去の災害における
保健セクター復興活動からの教訓・課題や保健セク
ター復興のための鍵となる戦略的方向づけなどについ
て意見交換を行い、復興への声明を発表。

防災ガイドブック

平成23年
（2011）
9月

東日本大震災津波の発生を受けて、本学学生有志
が自主的に防災ガイドブックを発行した。
このガイドブッ
クは、医・歯・薬3学部の学生が、教員による指導・監
修のもと、災害時に役立つ医学・歯学・薬学に関する
医療情報や緊急時における公共機関の連絡先等を
掲載したもの。地域住民の皆様や附属病院をはじめと
する医療機関に配布した。

左から4人目が達増知事、
その隣が小川理事長

防災ガイドブック制作発表記者会見

平成24年（2012）
に
改訂版が出された
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躍進期
06

地域医療の躍進

震災後の医療復興のなかで、健康な市町村づくりと被災者のこころのケアに
取り組むプロジェクトが次々と展開している。

ドクターヘリ運航

平成24年
（2012）
3月

慢性的な医師不足と医療過疎が進む岩手県では、
ドクターヘリ
導入促進事業が急務だった。3月30日、
「岩手医科大学附属病院
ドクターヘリ基地ヘリポート」
が完成し、5月8日から運用が開始され
た。医師、看護師、操縦士が常駐し、出動要請から3分以内に離陸
可能である。連日のようにキャンパスの上空を旋回している。

ドクターヘリ基地ヘリポートには医師・看護師・操縦
士・整備士・運行管理士が常駐

いわて東北メディカル・メガバンク機構
いわて東北メディカル・メガバンク機構が活動を開始し

平成24年
（2012）
7月

文部科学省

た。医療と被災地域を
「健康」
という絆で結び、健康調

東北メディカル・メガバンク計画

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）

査による地域医療の充実とコミュニティづくりのサポート

岩手医科大学
災害復興事業本部

を目的とし、医療復興と健康な市町村づくりを目指す。
ま

東北大学
東北メディカル・メガバンク機構

いわて東北メディカル・メガバンク機構［本部：矢巾キャンパス］

組みを行っている。

地域連携・医療情報ＩＣＴ部門

矢巾センター

臨床研究・疫学研究部門

沿岸地域
医療支援の拠点

メガバンク・データ管理部門
生体情報解析部門
イノベーション推進・人材育成部門
広報・企画部門
事務局

（いわて東北メディカル・メガバンク事務室）

メガバンクによる健診風景

サテライト

岩手県
こころのケア
センター

地域と密着した
医療支援活動

いわてこども
ケアセンター

久慈地域
宮古地域
釜石地域
気仙地域

災害時
地域医療支援
教育センター

岩手県・各市町村・岩手県医師会

た、
「バイオバンク」の構築により未来の医療を拓く取り

いわて東北メディカル・メガバンク機構組織図

岩手県こころのケアセンター

平成24年
（2012）
2月

東日本大震災津波の被災者の心身の健康を守るた
めに、
きめ細やかで専門的なこころのケアを長期的に
実施するために岩手県が設置、岩手医科大学に運営を
委託することとなった。沿岸4地域には「地域こころのケ
アセンター」
を設置し、全県的な視点で俯瞰しながら、地
域の特性に応じたサポートを実践している。

酒井 明夫センター長

平成24年（2012）2月15日、
こころのケアセンター開所式。
宮舘寿喜岩手県副知事（写真左）
と小川彰学長・理事長

いわてこどもケアセンター

平成25
（2013）
年5月

震災関連のさまざまなこころの症状や、そのほかこどものこころの問題全般
について医療的支援を行うために開設された。こどものこころのケア外来や、
宮古・釜石・気仙沼の 3 か所での巡回診療（沿岸ブランチ診療）を行っている。
市町村や、児童相談所、学校や地域との連携をはかり、支援者向けの研修会
や症例検討会、人材育成なども行っている。

134

岩手医科大学創立120周年記念誌

矢巾キャンパスマルチメディア教育
研究棟内のこどものケアセンター待
合室

余滴

赤ひげ 先 生
地域医療40年

岩手県立大槌病院院長・岩田千尋氏は東日本大震災津波後の地域医療の復興に尽力。
平成26年（2014）10月、第3回日本医師会赤ひげ大賞を受賞した。
赤ひげ大賞は、長年にわたり地域で献身的な医療活動に取り組む医師を表彰
する賞である。岩田医師は医学部20期生（昭和46年〈1971〉卒業）。40年にわたる
地域医療の推移と被災後の医療についてご寄稿いただいた。

岩田 千尋 氏
県立大槌病院にて

寄 稿

平成26年
（2014）
10月31日、
「第3回 赤ひげ 「赤ひげ大賞」表彰状と記念品
表彰式のステージに立つ岩田氏
大賞」

地域医療40年

岩手県立大槌病院 理事

平成27年
（2015）
9月30日
『産経新聞』。地域医療に
尽力し続けてきた岩田医師の功績を伝えている

岩田 千尋

私は、昭和46年3月に岩手医科大学医学部を卒業し同年4

医師が減少していき、平成13年には7人を数えた常勤医も平成

月に岩手医科大学第１内科大学院に進学しました。大学院修

21年には3人となったため、
平成22年より121床から61床を休床

了後昭和51年6月に海藤勇第１内科教授のご高配により県立

して運営せざるを得なくなりました。

大槌病院内科長として赴任しました。当時の病院長は第１外科

このような厳しい状況の中、平成23年3月11日午後、大槌

出身の盛合薫夫先生で地域医療のまさに実践者というべき方

病院は東日本大震災津波に襲われたのでした。大槌町の大

でありました。

半とともに病院も全壊してしまいました。3日間浸水を免かれた

昭和40年から50年代にかけて岩手県沿岸部は特に医師不

病院の3階で過したあと、3月13日に職員70人と患者30人で

足が顕著で大槌病院では盛合先生が招聘された台湾出身の

高台にある大槌高校に避難しました。
その後患者を病院、施

医師2名の先生も常勤医として診療を行っていました。

設など安全な場所に移し、
しばらく大槌高校保健室で診療を

昭和40年代後半に40校を超える新設医大が出現するとしだ

行っていましたが、4月25日より上町ふれあいセンターを診療

いに医師も増加していきました。大槌病院の医師も岩手医科大

所として活動しておりました。6月27日よりは日本災害医療ロジ

学第一内科、第一外科、整形外科、眼科、産婦人科、皮膚科な

スティック協会より寄付されたノルウェー製の仮設の建物で診

どより支援を受け、医療機器も整備され、消化器を中心とし充

療を開始しています。

実した病院となっていきました。
この頃になると町内の診療所

震災後の5年間、病院職員の献身的な働きはもちろんのこと岩

の先生方との連携も活発になり、病院の回診、検査、予防接種

手医科大学、岩手県医師会、医療局、全国のＤＭＡＴ、
ＪＭＡＴ、

などの診療を手伝っていただくようになりました。

その他たくさんの方々より多大なご支援をいただいたお蔭で、平

平成4年には、病院の大掛りな増改築が行われ、
ますますの
発展が期待されていました。

成28年5月より新病院で診療を始めることができました。
しかしな
がら医師不足は簡単に解消することはないと思います。
これから

また平成5年10月、突然の人事異動があり、私が大槌病院長

は高齢化社会を迎えて医療の状況は大きな転換を余儀なくさせ

を拝命することになりました。
それからしばらく医師不足は緩和さ

られています。大槌病院の今後の役割としては各医療機関、施

れていましたが、平成10年頃より再び医師確保が困難な状況と

設、行政等との連携を密にし、特に急性期患者の紹介、急性期

なり、平成16年に始まった新医師臨床研修制度以後は慢性的

治療後の患者の受入れ、
また予防健診、健康教育、慢性期の治

に医師が不足する事態になっていきました。
大槌病院も
大槌病院 しだいに

療などの部分を担うことになると思います。
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躍進期
07

多職種連携教育の躍進

専門職連携はチーム医療のベースとなる。
そのための専門職連携教育（IPE；interprofessional education）
は誠の医療人育成のために欠かせない。
3学部共修の柱が6年制のカリキュラムに貫通する。

第 1学年「多職種連携のためのアカデミックリテラシー」
ＰＢＬ
（問題基盤型学習）

アカデミックリテラシー

本学では、平成15年（2003）、教養部時代にいちは

大学での学びの基本的な事項を学ぶ。『スタディ・ナビ

やくIPEを導入しPBLを行ってきた。近年、医療教育分

ゲーション in IMU』をテキストとして、建学の精神、図書

野でIPEの必要性が叫ばれるようになり、IPEを3年

館利用法、大学生としてのコミュニケーションのあり方、

生、6年生に拡大して、3学部合同のワークショップを展

論理的な思考法、レポートの書き方などを身につける。
平成26年(2014)、平成27年（2015）には、ディベー

開している。
「問題基盤型学習」
ＰＢＬは20年近く実施されてきた
が、近年は
「信頼される医療」
をテーマとし、3学部360名

トやビブリオ・バトルを取り入れたアクティブラーニン
グを積極的に導入した。

を9名１グループに分けてKJ法や二次元展開を行い、問
題点を抽出しポスター発表会を開催している。

SGL教室でのKJ法

キャンパスモールでの
ポスター発表会

書評合戦ビブリオ・バトル。1冊の本
の魅力をプレゼンテーションし、聴衆
が読んでみたい本に投票。グループ
マッチ→クラスマッチと勝ち上がった
バトラーが大堀記念講堂でファイナ
ルバトルを展開し、
チャンプ本決定

第 3 学年「チーム医療リテラシー」
平成27年（2015）、各学部において専門科目の学修が
進んだ段階でのIPEの柱のひとつとしてチーム医療リテラ
シーを開講。全学部360名余りを3学部の学生からなる6
人1グループに編成し、各学部の教員がファシリテーター、
チューターとなって、医師・歯科医師・薬剤師やその他の
コメディカルによるサポート体制についてディスカッション
し、成果発表会を行った。
テーマは緩和医療であった。

最終学年「3学部合同セミナー」
平成24年（2012）
からスタート。
あらかじめ提示された
症例について、6名１グループで医療チームを形成して症
例検討会を行い、医師・歯科医師・薬剤師の立場から、
医療チームのアセスメントを決定し、発表会を行う。
平成28年
（2016）
4月9日、雫石プリンスホ
テルで行われた3学部合同セミナーのようす
136
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チーム医療リテラシーのワークショップのようす

躍進期
08

医学教育の躍進

薬学部が開設され、医学部・歯学部・薬学部3学部合同の講義・実習がスタートする。
平成19年（2007）4月に薬学部開設、3学部の矢巾キャ

共通教育センター改め教養教育センターがその中に組

ンパスの利用がはじまった。教養部は共通教育センターに

み込まれ 、全 学 的な視 野でリベラル・アーツ教 育を実

改組して矢巾キャンパスに移り、医・歯・薬３学部合同の講

施。医学部・歯学部の上位学年は内丸キャンパスを利

義・実習がスタートする。平成25年（2013）、3学部のカリ

用している。

キュラムを考えるための全学教育推進機構が設置され、

薬学部

平成23年（2011）10月、第1
学年早期体験学修。写真左は
松葉杖体験、右は心肺蘇生法
の実習

白衣授与式

医学部・歯学部

矢巾キャンパスでの歯学部講義風景

矢巾キャンパスでの医学部実習風景

内丸の学び。2号館５階、
１番講義室における医学部講義風
景。かつての講堂が１番講義室・２番講義室に分割された
2号館５階の1番講義室、2番講義室を
囲む廊下。昭和７年（1932）建設当時
の面影を残す
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全人的医療基礎講義
学外の講師を招聘して、
平常の学びの枠を越えた3学
部共修の合同講義が年に数回行われる。

附属図書館矢巾分館
分館には貴重書展や企画展示を行うコーナーも設け
られている。入学間もない1年生には図書館ガイダンス
や文献検索演習なども実施され、講義で調べ学習が行
われることもある。

本学客員教授・川田龍平氏による薬害に関する講義

エントランススロープでは岩手
医科大学リポジトリ広報大使
「めいちゃん」
が誘導

３学部合同卒業式
平成24年(2012）3月8日、薬学部第1期生114名
を含む医学部82名、歯学部59名の卒業式が、岩手
県民会館大ホールにおいて挙行された。
県民会館大ホールで行われた薬学部
第１期生を含む3学部合同卒業式

ラーニングコモンズ
矢巾キャンパスには、多目的ラウンジ、ラーニングコ
モンズ、コラボレーションエリア、プレゼンテーションエ
リアなどの自己学習・グループ学習用のスペースが設け

部教員が常駐し、学習支援を行う。
エリアによっては、リラックスできる椅子やパーティショ
ンを置いて自由に学習できるレイアウトになっている。

られている。昼休みにはコラボレーションエリアは薬学

写真左から、多目的ラウンジ奥のグループ学習エリア、食堂棟奥のファミリーレストラン風コラボレーションエリア、食堂棟のラーニン
グコモンズに設置された電子黒板を使った医学部3年生の解剖学の補講
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歯学部改革プロジェクト

09

歯学部では、平成23年（2011）
ハーバード大学と覚書を締結し、歯学部改革プロジェクトを進行している。
この改革は、ハーバード大学歯学部の教育システムの概

歯学部1～6年の各学年10名程度を基準としたソサエティを作

念と形式を導入し、岩手医科大学歯学部としての新しい教

り、
それぞれに2名の教員(チューター)を配置し、学生を総括的

育システムを構築することにより、教育、臨床および研究に

にサポートする。実際の陣頭指揮をとっておられる学長顧問・

おける将来のリーダーを育成する事を目的とする。臨床科

永井成美氏（歯学12期、旧姓 石川）にご寄稿いただいた。

目の統合や、学年の枠を超えたソサエティ制度を実施した。
永井 成美氏プロフィール

Society system 歯学部1～6年から
10名程度のSocietyを作り、各Society
に2名の担当教員（Tutor）
を配置。ハー
バード大学歯学部で長年にわたり実施さ
れ、大きな教育効果が確認されている

寄 稿

1982年
1988年
1990年
1993年
1995年
1999年
2001年
2007年
2014年

岩手医科大学歯学部卒業
歯学博士
補綴専門医
岩手医科大学歯学部講師
Boston大学歯Master取得
文部省国際学術研究、Boston大学留学
Harvard School of Dental Medicine、Instructor
Harvard School of Dental Medicine、Assistant Professor
Harvard School of Dental Medicine、Associate Professor

歯学部のビジョン：世界に羽ばたく誠の人間の育成

永井 成美

永井 成美 氏

岩手医科大学創立120周年おめでとうございます。

研究が2017年3月から始まります
（PI: 20期・浅野明子先生）
。ま

前 理 事 長・大 堀 先 生から激 励のお手 紙を頂いたのは、

た、
三浦副学長・学部長管轄で、
口腔機能と脳機能に関する臨床

Harvard School of Dental Medicine (HSDM)に赴任してから

および基礎研究が岩手・HSDM・Beth Israel Deaconess Medical

３年目の2004年のことだったと思います。光栄であり、
とても嬉

Center (Harvard Medical Schoolの臨床教育病院)の共同研究

しく、HSDMでの経験を生かして母校に貢献する旨を約束した

として、
2017年秋から始まる予定です(PI:30期・小林琢也先生)。

と記憶していますが、
あっという間に年月が過ぎました。2011

教育、
臨床、
研究を通じたHSDMとの交流が、
岩手において、
世界

年、当時の学長、現理事長の小川先生のご指導により、学長顧

に羽ばたく歯科医を目指す礎になればと願っています。

問として歯学部の改革に参加させて頂くことになり、大堀先生と
の約束を果たせる機会を頂戴し、心から感謝しております。
“世界に羽ばたく大学”は岩手医科大学創立120周年のス
ローガンであり、
“誠の人間の育成”は大学の基本理念。
これがま

岩 手 医 科 大 学の基 本 理 念である「 誠の人 間 」の「 誠 」は、
Harvard大学のモットーである
「VERITAS]と同じ意味を持ちます。
2017年からの歯学部改革２期目のテーマとして、
この「VERITAS」
の精神に準じたHarvard大学の“論文Authorship基準”および

さしく歯学部のビジョンです。
“世界に羽ばたく“ためには、
世界に

“Mentor-Mentee基準”を岩手に導入していきたいと考えていま

通用する教育、
臨床、研究を知り実行できることが必要です。

す。
日常的に基準厳守を妨げる様々な間違った慣例や誘因が存

ODE (Oﬃce of Dental Education、
佐藤和朗教授)の設立によ

在しますが、
まずは“岩手の基準”を作成します。Mentor-Mentee

り、
診療参加型臨床実習やSociety・Tutor制度など、
古い垣根を

基準では、Mentorの基本姿勢である“Dedication and Trust”を

取り払って教員が一丸となって教育する体制が整ってきました。

徹底させた“誠のMentorの育成”が重要となります。三浦副学長・

「百聞は一見にしかず」
「鉄は熱いうちに打て」
：2015年の歯学部
創立50周年を機にStudy Abroad Programが発足し、
HSDM研

歯学部長のご指導のもと、
この歯学部改革が岩手医科大学全体
にも新しい風を吹き込んでいければと願っています。

修の機会は、
1~5年生、
研修医、
大学院生と若い層へと大きく広

最後に、
岩手・HSDMの学生交流への歯学部圭陵会からの

がり、
これまでに25名以上の学生、
延べ100名を越す研修医や教

多大なサポートに心から感謝申し上げるとともに、
創立120周年

員が研修の機会を得ています。
また、
HSDMの学生達が４年連

記念誌への寄稿の機会を頂きましたこと、
ありがとうございました。

続して岩手で研修させていただいており、
この場を借りて心から
お礼申し上げます。
本年度はNagai labで学位研究を行ったASP大学院生第一
号（早期修了）が誕生します(メンター：15期・永井雅純先生)。
臨床研究に関しては、岩手の複数分野とHSDMとの共同治験

岩手医科大学創立120周年記念誌
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学生支援の躍進

10

矢巾キャンパスには学生支援のための多くの施設が設置された。

学友会館 琢成館とクラブ活動
学友会館は琢成館と命名された。鉄筋コンクリート4階建て、部室として使用できる
部屋が24室あり、予約して使用できるフリースペースと会議室が1部屋ずつ備わる。現
在体育局12、文化局9、同好会3団体が使用している。
オーケストラ部と合唱部の部室
は防音設計、存分に練習できる体制が整っている。3階建ての体育館もあり、3階は武
道場、2階に柔道部、剣道部、空手部、バスケ部、卓球部など体育局の部室が8室あ
り、1階にはトレーニング・ルームがある。屋外施設としては、
テニスコート4面、
ラグビー
部とサッカー部が使うグラウンドがあり、平成28年（2016）、OBらの尽力もあって弓道
場「彰誠館」
が落成した。

オーケストラ部

平成25年（2013）設立の吹奏楽サークル
は、東日本大震災津波被災地での演奏活動
を積極的に行っている。平成27年（2015）
には住友商事東日本再生ユース・チャレンジ・
プログラムの助成を受けた。写真は平成27
年（2015）
5月31日、第1回田老ふれあいラ
イブ
（会場・グリーンピア三陸みやこ）
での演
奏風景

弓道部

囲碁部

学生寮 ドミトリー圭友館
矢巾キャンパス移転後は、医学部1年生は全寮制となっ

クリート5階建。完全個室とユニットごとの共有スペースか

た。歯学部・薬学部は希望者が入寮する。学生たちはチー

らなる。ユニットは最大12名収容可能。
マネージャー夫婦

ム医療に必要なコミュニケーション能力、協調性、利他的

が常駐し、食堂・学習室・大浴場・客室を備える。年に一

な精神を身につけて進学していく。生涯にわたる友人関

度寮生と教員による食事会も行われている。

係のきっかけとなる場合が多い。
学生寮は、
ドミトリー圭友館と名付けられた鉄筋コン

食堂

矢巾キャンパスから見下ろすドミトリー圭友館
（中央）
。右側が食堂棟。左側は琢成館
居室
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学生支援あれこれ
学生と教員の距離が近いというのが本学の歴史的な特長である。新キャンパスでも学生のサポート体制が目に見える
かたちとなった。

キャリア支援センター

キャンパスサポーターとオフィスアワー

薬学部の開設にともない、キャリア支援センターが設立

よろず相談窓口として教養教育センターの教員4名と事務

された。卒業後の就職・進学など多角的なキャリア支援

員1名からなるキャンパスサーポーターがある。勉学・人間関

を行っている。

係・進路などちょっとした相談に応じるとともに、他の相談機
盛 岡 新 卒 応 援 ハロー
ワークの学 卒ジョブサ
ポーターによる面接

関への橋渡しも行っている。年間100件前後の相談がある。
また、全教員はオフィスアワーを持ち、全学的に学生相談に
応じる体勢を構築している。

健康管理センター
教職員のみならず学生の心身の健康サポートのための
健康管理センターも開設され、とくに入学して間もない新
入生には、メンタルヘルス講義や心理テスト、健康診断な
どを行い、心身のサ
ポートに力を入れて
いる。併設の学生相
談室では多様な相談
に応じている。

研究室のドアに表
示されているキャン
パスサポーターのプ
レート

東研究棟1階に設置され
た健康管理センター

禁煙啓発ポスター
* .  + ,  ( 6 > 8 5 & 7 3 "
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学生部では禁煙ポスターのデザインとコピーを平成22年
（2010）
から毎年募集し、
禁煙活動を展開している。

平成24年度
（2012）
コピー：和山 健吾
（薬学部1年）
イラスト：三浦 勇生
（薬学部1年）

平成26年度
（2014）
太田 藍理
（歯学部1年）

平成28年度
（2016）
鷹嘴 彩香
（薬学部4年）
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平成25年度
（2013）
コピー：古川 美咲
（薬学部2年）
イラスト：新毛 麻美
（薬学部2年）
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平成27年度
（2015）
コピー：片倉 康量
（医学部2年）
イラスト：畠山 初音
（薬学部2年）



平成28年度
（2016）
鈴木 章太
（医学部2年）
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余滴

矢巾から宇宙へ
JAXA/NASA Ⓒ

薬学部・阪本泰光助教が研究代表を務める
タンパク質結晶宇宙実験が
平成23年（2011）～平成28年（2016）
に、
国際宇宙ステーションで行われた。
阪本助教は、平成28年（2016）7月、宇宙ス

2016年7月14日、米国サンディエゴにて
（左から）Julie Robinson/NASA ISS Chief
Scientist、Josh Cassada/NASA宇宙飛行士、
阪 本 泰 光 、J a m e s K i rkp a tri c k/A me ri c a n
Astronautical Society、Executive Director、
Gregory Johnson/CASIS President

寄 稿

テーションでの優れた研究成果に送られる
ISS Award賞を受賞した。
日本人で2人目の受
賞である。研究内容について、薬学部構造生
物薬学講座の阪本助教にご寄稿いただいた。

宇宙ステーションでの共同研究

阪本 泰光助教

阪本 泰光

近年、抗菌薬の効かない多剤耐性菌の出現が世界的な問

目となるISS Awardを2016年7月にサンディエゴで授賞しまし

題となっています。我々は、
ある種の多剤耐性菌や歯周病菌が、

た。一地方に立地する本学が、様々な研究機関(JAXA、高エ

糖非発酵グラム陰性細菌 (NFGNR) であり、糖や炭水化物で

ネルギ ー 加 速 器 研 究 機 構 、大 阪 大 学 蛋 白 質 研 究 所 、

はなくタンパク質やペプチドを炭素源や栄養源とすることに着

SPring-8、長岡技術科学大学、昭和大学)とオールジャパンに

目し、この仕組みを構造生物学という手法により分子レベルで

よる研究体制を構築することによって世界的な成果をあげら

解明することで創薬への応用を目指しています。

れることを示しました。
この授賞は、JAXA、長岡技術科学大学

NFGNRの細胞膜は、外膜、ペリプラズム及び内膜の三層

の小笠原渉先生、鈴木義之先生、昭和大学の田中信忠先

から構成されています。
そして、
ペリプラズム内では、DPP（ジペ

生、当講座の野中孝昌教授、大学院生の六本木沙織さん、飯

プチド産生酵素）によってペプチドからジペプチドが産生さ

塚一平さん、卒業生の館岡千佳さん、森澤さおりさん、藤本真

れ、
そのジペプチドは、
アミノ酸よりも優先的に内膜を通過する

友さんをはじめとする多くの学生をはじめとして、
ここに書きき

ことから、DPPが阻害されると細菌の増殖や生育を抑制する

れないほどの多くの共同研究者の方々の力によるものです。
こ

と考えられています。NFGNRのDPPファミリーは、岩手出身の

の場をお借りいたしまして深く感謝いたします。本研究は、
さら

小笠原渉・長岡技術科学大学教授が世界で最初に発見しま

に共同研究の輪が広がり、化合物の開発等を通じて次のス

した。
その後、別のDPPファミリーが、相次いで発見され（2011

テージに進みつつあります。今後も皆様方のご支援並びにご

年には歯周病菌DPP11を本学木村重信名誉教授らが発

協力をお願い致します。

見）、歯周病菌の増殖や生育に重要な酵素であることが示さ
れました。
我々は、2014年にDPPの構造解析に世界で初めて成功し、
その構造比較解析から、創薬標的分子とする上で重要な鍵と
なる基質認識機構を分子レベルで解明しました(Scientiﬁc
Reports (Nature姉妹紙) 3報)。
また、
これらのDPPの構造解析
を宇宙ステーションで行うことにより、活性中心付近の水分子
やカリウムイオンの配置を明確化し、創薬上有用な情報を得ま
した。
これら、一連の研究成果と抗菌薬開発への取り組みに対
して、NASA, AAS, CASISより日本人として2014年以来、二人
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NASA TVのインタビュー風景
Lori Meggs /NASA ISS Commentatorから授賞インタビューを受
けている

油井亀美也宇宙飛行士 ミッション報告会 ～亀の恩返し～
in岩手県矢巾町

平成28年（2016）3月13日
岩手医科大学矢巾キャンパス大堀記念講堂 他

矢巾キャンパスが宇宙に！
平成28年（2016）3月13日、
油井亀美也宇宙飛行士の報告会を本学で開催。
報告会は、油井飛行士の講演、
トークショー、
宇宙服などの展示会、
ミニ実験「タンパク質の結晶を作ろう」
など盛りだくさんな内容で、子どもたちを含む
1,000人以上の来場者で賑わった。

ゆ い

き み や

油井 亀美也 氏
昭和45年（1970）長野県生まれ。防衛大
学校卒業後、航空自衛隊入隊。平成21年
（2009）、宇宙飛行士に選ばれる。平成27
年（2015）、ISS（国際宇宙ステーション）
に
約5か月滞在

学ぼう 宇宙に浮かぶ
実験室「きぼう」
微小重力環境を活か
した実験

ミニ実験
「タンパク質の
結晶を作ろう」

1Fキャンパスモール
展示会場

油井宇宙飛行士による
ISS
（国際宇宙ステーション）
第44・45次ミッション報告&
質問コーナーのようす

油井宇宙飛行士から
本学へ記念パネル贈呈

子どもたちから油井宇宙飛行士と
JAXA職員に感謝の花束

岩手医科大学創立120周年記念誌
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矢巾から世界へ

グローバル社会のなかで、地方に立地しながら、
世界に向けてさまざまな取り組みが発信されている。

歯学部での
ハーバード大学生の研修
平成28年度より、
ハーバード大学生の研修プログラム
Externshipを実施。平成28年（2016）4月12日~15日、
ハーバード大学の学生2名と教授1名を迎え歯科医療
センターで研修を行い、治療実績や研究内容について
情報交換した。

超高磁場7テスラMRI導入
超高磁場7テスラMRIは、フルデジタル受信・多チャ
ンネル送信に対応した世界初の機種。独自の技術開
発によって、200ミクロンの超高精細画像の撮像はも
ちろんのこと、脳梗塞などにおける微細血管異常や酸
素代謝変化を無侵襲に捉えることが初めて可能となっ
た。
「超高磁場ＭＲＩ診断・病態研究部門」として国
際的先端研究ネットワークが形成され、世界のこの分
野の中心的存在となった。

歯科医療センターにおけるハーバード大学生の臨床研修のようす

医歯薬総合研究所
平成23年(2011)、臨床医学・生命科学の進歩発展

統合大学院

に応じた医学・歯学・薬学の専門の枠を越えた総合的

平成25年(2013)、薬学部の完成とともに、薬学研

な知の拠点を構築するために、医歯薬総合研究所を設

究科が設置され、医・歯・薬3学部の研究科がそろっ

置している。超高磁場７テスラＭＲＩを基軸とした未来志

たことで、岩手医大型の医・歯・薬の壁を越えた生命

向型医療の横断的・学際的な研究の中心となっている

科学研究者の人材育成基盤が整った。将来的には看

ほか、低浸襲治療のデバイスの開発など、多くの先端的

護学研究科が開設されることによって、医療・医学の

な研究成果を、岩手から世界にむけて発信している。

未来を担う研究者の輩出が期待される。

超高磁場先端MRI研究センターでは、医科系総合
大学としての特色を活かし、学部・講座を越えた約20領
域の研究者とともに研究テーマごとに有機的な学際的

大学院生
働きながら大学院で研鑽を積む人たちもいる。

研究チームを組織し、精力的に研究を推進している。多
くの新たな画像評価法を確立し、脳血管障害、神経変
性疾患、精神疾患などの病態解明や早期診断につな
がる成果が次々に生まれている。
学内だけでなく、国内外の研究施設・企業との共同
研究・開発も精力的に進めている。
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玉川 靖則さん
大学院医学研究科／博士課程１年
［解剖学講座細胞生物学分野］•平
成４年（1992）北海道薬科大学卒、
岩手県立久慈病院 薬剤科勤務

佐藤 葉子さん
岩手医科大学大学院修士課
程修了［先端医科学講座体
防御学分野］岩手医科大学
附属病院・中央手術部勤務

躍進期
12

医学教育の統合

平成23年（2011）4月に岩手医科大学歯科技工専門学校と同歯科衛生専門学校を統合し、
歯科技工学科と歯科衛生学科を設置する
「岩手医科大学医療専門学校」
とした。
また、平成28年（2016）4月に岩手医科大学は岩手看護短期大学から経営を移管され、
同時に平成29年（2017）4月の看護学部設置に向け設置準備室を開設した。

岩手医科大学医療専門学校
昭和41年（1966）
に歯科技工士養成所として岩手歯科

平成23年（2011）
に岩手医科大学歯科技工専門学校

技工士学校（2年課程）
が開設され、昭和51年（1976）
に

と岩手医科大学歯科衛生専門学校を統合し、歯科技工

岩手歯科技工専門学校に校名を変更した。平成15年

学科と歯科衛生学科を設置する
「岩手医科大学医療専

（2003）
に岩手県立衛生学院歯科衛生学科が本学に移

門学校」
とした。

管認可され、翌年、岩手医科大学歯科衛生専門学校を

平成27年（2015）4月、歯学部校舎にあった歯科技工

開設し、同時に岩手歯科技工専門学校は岩手医科大学

学科を、歯科衛生学科のある上ノ橋に移設し、平成28年

歯科技工専門学校となった。

（2016）
に歯科技工学科あとの歯学部校舎に看護学部設
置準備室が設置された。

歯学部講堂で開催された医療専門学校 歯科衛生学科の幼稚園児
戴帽式
歯科保健指導実習

清流・中津川にかかる擬宝珠で名高い上の橋
近くの医療専門学校全景
歯科技工学科の実習風景

岩手医科大学・岩手看護
短期大学合同入学式
平成28年（2016）4月8日、岩手県民会館におい
て、岩手医科大学に経営が移管された岩手看護
短期大学の入学式が、岩手医科大学の学部・研
究科の入学式と合同で挙行された。
同年10月、内丸の看護学部設置準備室が矢
巾キャンパスに移り、
平成29年（2017）4月
に開 学 する看 護 学
部 のカリキュラムや
講義実習スペースの

医・歯・薬学部と看護短期大学との合同入学式

整備が着々と進めら
れている。

看護短期大学校舎全景
岩手医科大学創立120周年記念誌
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躍進期
13

120年の時を越えて

創立120周年
ロゴマーク・スローガン

平成27年、創立120周年記念事業実行委員会が設置され、
記念事業への本格的な取り組みを始動した。

ロゴマーク、
スローガンを公募し、
記念バナーフラッグやカウントダウンモニュメント等が制作された。

誠 の あ ゆ み 、未 来 へ つなぐ

キャンパスモールに設置された
バナーフラッグと矢幅駅前に
設置されたバナーフラッグ

ロゴマークは望月優氏
（千葉県）
、
スローガンは鈴木
香織氏
（岩手県）
のものが選定された

カウントダウン
モニュメント

特別対談として、脚本家・作家の内館牧子氏と理事長小川彰の対談が行われた。
んを治していきたいという思いから始まった。
それは創立当
初と変わらず、私たちが重視しているポイントです。岩手医科
大学では「研究のための研究」
というのは一切させないん
120周年記念対談
平成26年（2014）
9月25日

です。
あくまでも患者さん中心で考えています。実際の医療
現場で活かせる研究を岩手医科大学が担うというつもりで
います。本学のやるべき道、世界に伍していく道は、生まれ

内館 まさに九死に一生の経験でした。平成20年（2008）、私

たシーズを患者さんの治療に活かすような、
あるいは診断

は盛岡文士劇「宮本武蔵」に出演していたんですが、打ち上げ

に活かせるような研究に特化していきたいと考えています。

の席で突然具合が悪くなってきたんです。冷たい風に当たれば

内館

よくなるかなと思って廊下に出たんですが、
そのまま倒れてしま

いなと思います。
そして、
それは必ず人の口の端にのぼるんで

いまして。救急車で岩手医科大学附属病院に運ばれたんです

すよ。
この病院で助った。
ここの医師が良かった。
ここの看護

が、運良く日本屈指の名医の岡林均教授が執刀してくださった。

師は細やかだった。
そういう評判は全国に広がっていきます。

小川 岩手医科大学は地域医療に根ざし、地域の患者さ

医療従事者にも、求められる
「いい仕事」
をしてほし

（平成26年〈2014〉10月13日
『岩手日報』掲載）

内館牧子氏のエッセイ集『毒唇主義』
（平成26年〈2014〉6月、潮出版社）
には循環器医療セン
ター入院中の出来事も綴られる。
『 終わった人』
（平成27〈2015〉
年8月、講談社）
の主人公は盛岡
出身。本学循環器医療センター医師だった新沼廣幸氏に取材した
「盛岡セントラル病院」
も登場

記念イベント
「健康フェス2015・2016」
矢巾キャンパスにて、平成27年(2015)・28年(2016）
の９月に創立120周年記念イベント「健康フェス」が開
催された。川田龍平氏の特別講演会や本学教員によ
る公開講座、スタンプラリー、ドクターヘリ見学、ＤＭ
ＡＴ車両展示のほか、教職員及び学生が提供するさ
まざまな医療体験を実施した。両年とも1,500名近く
の地域の皆さまの参加があり、大盛会だった。
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さまざまなイベントが行われた
健康フェス2015のようす

