健康講座 「おはなしカフェ」 で病院を PR

リラックスした雰囲気 で歯科・医科健康講座

スペシャリスト が専門分野 を解説
導した。最後に「筋トレで大事

ーニングなどを実践しながら指

らないように声門を閉じるトレ

筋トレ、食べたものが気管に入

戦略）は、認知症を引き起こす

るわけではなく、定期的に補聴

ジプラン（認知症施策推進総合 「補聴器はつけたらすぐに聞こえ

厚生労働省が策定した新オレン

鍛えることが必要です。使って

使用することを勧めた。さらに

５人に１人に達すると推計され、 らいと感じたら早めに補聴器を

売店などの大学施設紹介や、病

また、終了後にはレストランや

りに足を止めて聞く人も多い。

者さんが行き交うため通りがか

れた。会場の病院ラウンジは患

中で行われ、質問も多く寄せら

一郎科長による電動歯ブラシな

要素として加齢、遺伝、高血圧、 器の音量を調節しながら聴覚を

ど歯科専門用品の紹介もあって、

糖尿病、喫煙、頭部外傷、難聴

すことができます。早めに対処

なのは毎日続けることです。た

して認知症を予防しましょう」

だし、飲み込みづらい、むせが

相馬教授は「加齢による難聴

好評を博した。

院初診室（総合診断科）
・川原

は薬や処置では治りませんが、

とまとめた。

いない補聴器も当科で合わせ直

な診断のもとにやらなければか

１月 日（月）は「矯正歯科

を危険因子に挙げている。

えって危険なこともありますの

補聴器を使って聞こえと脳のリ

の楽しい話」をテーマに、歯科

気になるといった人は、専門的

で、気軽に受診してください」

ハビリはできます」と説いた。

「ご存知ですか？ 認知症と難聴

耳鼻咽喉科学の相馬啓子教授が

として、難聴によって認知機能

は思考や情動とも関わりがある

いうだけではなく、言語ひいて

度で参加無料・申込不要で気軽

おはなしカフェは各回 分程

科矯正の最新事情を話した。

歯科保存学講座・亀山敦史教授

、最終回となる３
並びや噛み合わせの大切さと歯 「肩こりの話」

矯正学講座の岡藤範正教授が歯

と歯科衛生士長・西窪結香歯科

ら整形外科長・小林博一医師が

回は２月 日（金）午後１時か

３月までに全５回開き、第４

月 日（金）の第２回では、 また、難聴は単に聞こえないと

と呼びかけた。

モンが出て筋肉がつくことを前置きし、 の関係」と題して、難聴になる

用している難聴者が健常者と同

が低下することや、補聴器を装

松本歯科大学病院は、地域医療の拠点として地域住民の健康意識を
高めるとともに病院の認知度向上をめざすことを目的に、ミニ健康講
座「おはなしカフェ」を 月 日（金）
、本館北棟１階病院ラウンジで
初めて開催した。コーヒーやお茶を提供しリラックスした雰囲気の中で、
歯科・医科診療部門のスペシャリストが毎回異なるテーマで専門分野を
解説。病院の充実した歯科医科連携診療や受診手順なども紹介し、健
康づくりに役立つ情報を分かりやすく伝えていく。

と認知症のリスクが高くなるこ

27

月３日（火）午前 時からは、

誤嚥を防ぎ、誤嚥性肺炎の危険性を低

維持できれば、病気や老化などによる

口腔に関しては従来の飲み込む機能を

には約７００万人、高齢者の約

認知症高齢者数は２０２５年

の研究論文を引用し、聞こえづ

等の認知機能であるという海外

を飲みながら和やかな雰囲気の

に参加できる。コーヒーやお茶

力と方法」について話す。

衛生士が「ホワイトニングの魅

な偏見はなぜ生まれる

験に 触 れ、
「 そのよ う

り者 」と罵られた体
スピーチコンテスト」が

を投げかけた。

のでしょうか」と疑問

然とした偏見はあったかもしれ

ませんが、日本人と触れ合うう

ちにそうした偏見はなくなりま

した。また、私と出会った日本

人の方々も韓国人に対する偏見

を持たなくなったように思いま

す」と話し、日韓関係の修復を

図るためにコミュニケーション

最後に「私は今、歯科大学で

の重要性を訴えた。

学んでいますが、卒業して母国

に帰っても、ボランティア活動

などを通じて両国の人々が偏見

をなくすよう務めます。微力な

がらそうすることによって、日

韓関係が改善する望みを持って

その第一の要因は「国に対す

外に話が通じる あの人はいい

と向き合って話をしてみると意

界平和の架け橋になりたいと思

自分が学んだことを生かして世

います。
日本と韓国だけでなく、
伍君が出場し、優勝に輝いた。

人だ と感じる場合が多いので

!

!
されている。 回目を迎えた今

９０（平成２）年より毎年開催

を嫌いだと言う人が最近は多い

のことのように怒り、他国の人

府間の争いや葛藤をまるで自分

しい状況に直面している人は、

を挙げ、
「ストレスを抱えたり厳

第三の要因としては現実逃避

りません。原稿作成に助言して

誉は私ひとりだけのものではあ

して表彰された邊君は「この栄

厳正な審査の結果、優勝者と

回は、長野県内の６大学・専門

ーションの不足。
「メディアで構

のとき日本文化に興味を持ち、

そして邊君は、
「私は中学２年

みに良き歯科医師となるよう努

尹 智湖君に感謝し、受賞を励

会場に応援に駆けつけてくれた

築されたイメージが先行して他

怒りの矛先が他国に向けられや

と感じます」
と警鐘を鳴らした。 その根源が見つかりにくい場合、 くれたクラスメートをはじめ、
スリランカ、ベトナム、モンゴ

国への偏見や嫌悪感をもってい

の中から選抜された中国、
韓国、
ル、マレーシア、ロシアの７カ

日本語の勉強を始めました。今

ジ

ホ

力します」と感想を語った。

ユン

日向 啓君、日隈さくらさん、
国９人の留学生が出場。ひとり

る人でも、その国の人とちゃん

すい」と分析した。

５分間の持ち時間で日本での体

二つ目の要因は、コミュニケ

学校から 人の応募があり、そ

す」と持論を述べた。

います」と締めくくった。

同してしまうこと」と指摘。
「政

る感情を個人に対する感情と混

松本東ロータリークラブ・真峰 透会長より表彰を受ける邊君

同コンテストは松本東ロータ

29
リークラブの主催により、１９

11

振り返れば、日本人に対する漠

蓜島教授は、老化の特徴として筋肉

ので、
筋肉のトレーニングは大切です。 とについて解説した。

28

が衰えて脂肪に変化しパワーダウンや

験などを流暢な日本

邊君は「私が日本留

語で語った。

学を決めた理由」と題

し、日本と韓国の両国

間における偏見や誤解

をなくすための考察を

スピーチした。兵役に

従事した邊君が軍隊生

活で日本の小説『雪国』

を読んでいたとき、軍

なぜ日本の小説を読ん

回留学生による日本語

催され、歯学部第１学年の邊 俊

月

!

でいるのだ？この裏切

の友人から「おまえは

邊 俊伍君が優勝に輝く
ュ

ノ

ジ

ビョン

日（金）
、松本市内のホテルで開

「第

歯学部第1学年・韓国出身
30

て説明し、その対処法を伝えた。

12

くすることができます」と話した。そ

病院ラウンジで飲み込む機能の老化防止について話す蓜島教授

スピードダウンをもたらすが、高齢者

をテーマに、食べることの老化につい

之教授が「飲み込む機能の老化防止」 「しかし若いときよりも修復力は弱い

初回は地域連携歯科学講座の蓜島弘

29

のための喉仏を鍛える開口訓練や舌の

11

11

でも夜しっかり睡眠をとると成長ホル

20

20

留学生による日本語スピーチコンテスト
30

25

No. 433, February 1, 2020
Matsumoto Dental University News

松本歯科大学
発行所 学校法人 松本歯科大学
長野県塩尻市広丘郷原1780
（0263）
52－3100
www.mdu.ac.jp
１部60円

へと帰っていった。わが子の無

翌朝、テレマコスは母親の許
して差し出された手を嬉しそう

な犬は覚えていたのだった。そ

昔に別れた主人の臭いを、忠実

婚者たちは怒り狂った。
「 そん

まな飲み食いを楽しんでいた求

席に入って来たので、勝手気ま

襤褸をまとった乞食老人が宴

お入りくだされ」
と招き入れた。

広間に居たテレマコスは、豚

けの骨を投げつけるのはまだし

酒がまずくなる」と、かじりか

な汚い奴はとっとと追い出せ、

ろ

事な姿に、ペネロペイアは涙を
に一舐めすると、倒れてそのま

飼いの姿を認めて外に出た。門

も、立ち上がって足蹴にしよう

ぼ

流しながらひしと抱きしめた。
ま息絶えた。

の傍にいたオデッセウスにも気

さて、親切な豚飼いは乞食老
へ連れて行った。壮麗な屋敷の
づいて、
「 外つ国の方とお見受

人の願いを聞き入れて、彼を町
門の前まで来ると、大勢の者が

とする者もいた。
（つづく）

勝山公恵

小澤松子

小林美鈴

「そばの実サラダ」

「おやつ… ピーナツパン」

「自然そのままきんぴら」

「彩りカムカム牛丼」

「ゴロッと野菜のおこげ風あんかけ」

月

ホンフ

日（木）
、中国雲南省

日本の医療・教育体制に高い関心

暖冬。松本に越してきて 年

以上になるがこんなに楽で暖か

い冬は初めてだ。かなり前から

地球温暖化が叫ばれるなか、僕

を含め多くの日本人がピンと来

し台風や暖冬などを経験し、気

ていなかったように思う。しか

していることから、近年一帯一

候の変化を目の当たりにした。

いろいろな意見があるが、一

路構想の恩恵を受け、凄まじい

本の管理された医療施設、特に

一行はまず病院を見学し、日

関心を深めることにある。

を通して、より専門的な理解と

ぶ学生に日本の歯科大学の見学

来学の目的は、中国で歯学を学

模索している状態とのことであ

人材教育として海外との連携を

構築が急務とされている。その

その人材が少なく、教育体制の

ているが、圧倒的な人口に対し

歯科分野の需要は飛躍的に伸び

に、残念ながらこれが当たった

聞いたことがある。今年はまさ

来た年の後の冬は雪が少ないと

ば雪が少ないとか、大型台風が

に健康や医療への意識が高まり、 いので、秋にしっかり雨が降れ

状況は大きく改善された。同時

形になった。

年の降水量は決まっているらし

衛生管理や患者目線に立った医

った。

設を見学。実習館１０１教室で

院の胡 海楠先生は、本学大学

附属曲靖市第一人民医院口腔医

一行に同伴した昆明医科大学

ニュースではフキノトウが収穫

上がった付近しか滑れなかった。

らない。スキー場もゴンドラで

以上に雪が無く、雪かきの跡す

に行った。聞いてはいたが予想

先日、子どもと白馬へスキー

療体系に関心を寄せていた。そ

は、歯学部第２学年の歯科理工

されたり、福寿草が咲いている

フゥ ハ イ ナ ン

チュチン

学実習で金属の耐性実験などを

院のプログラムに大変興味を抱

現在中国の医療現場で不足して

同校は３年制の専門学校で、

後の国際医療人材の育成に期待

生が入学し増加傾向にある。今

は、近年、中国本土からの留学

も降雪などで思うようにできな

手にとってはとてもありがたく、

い。このあたりに住む自転車選

シュ

き、今後は学生の派遣等を検討

ジンジャア

興味深く見ていた。引率した徐

すると話していた。

いる基礎医療人材を育成してい

生士の役割についてなど、大変

暖冬は悪いことばかりではな

だ。

市、飯田市など長野県内から広

有意義で活発な討論が行われた。 い週が必ずあるからだ。しかし

本学の歯学部および大学院に

く大勢の先生にお集まりいただ

行います」と驚いていた。

話が出たりと気分は３月のよう

に関する学習は大学院レベルで

錦佳先生は、
「中国では歯科材料

クンミン

の後、講義館、実習館等の各施

科の学生と教員７人が来学した。 経済発展を達成し、人々の生活

の紅河衛生職業学院口腔医学学

歯科理工学実習の実験を見学する一行

名画で楽しむギリシア神話〈 〉

乞食老人のイメージ（ヴィクトル・ユーゴー「瞑想」から）

オ デッ セ イ ア ⑨
オデッセウスはテレマコスか

内部でにぎやかに宴会を催して
けした。客人を歓迎するのはこ

（笠原 浩）

いるらしく、おいしそうな匂い

ちが盛大に飲み食いして

森 淳子

「テクニック不要！ごろごろ
具材のかぼちゃマフィン」

林 美和
廣瀬沙織
◎最優秀賞

「蓮根とエリンギのタラコ
クリームスパゲッティ」

「秋の味覚の春巻き２種」

〔学内受賞者〕
宮澤美咲
○優秀賞
高橋美圭
○入賞
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ら不遜な求婚者たちの数や行状
を詳しく聞き取った。そして息
子に命じた。
「 夜が明けたらそ
なたは家に帰れ。わしは後から

いるらしい。お前がおこ

「カムカムクッキー信州味」

平林直美 「野菜ｄｅ味噌漬けキッシュ」
「レンコン宝石箱」

「キャラメルナッツタルト」

「干し柿ロール」

中島裕子 「あのやカみムどカりム大コ豆ロとコ季ロ節サ野ラ菜ダ」

専門学校生が大学見学

情報交換する「談話会」として

回長野県歯科口腔外科協議会

耳鼻咽喉科学・相馬啓子教授が特別講演
第

日（土）
、本学図書会

始まった。会を重ねるごとに内

月

館２階学生ホールにおいて、第

容も臨床から研究と充実し、最
多数行われるようになってきた。

近では歯科衛生士からの発表も

回長野県歯科口腔外科協議会

今回は、本学口腔顎顔面外科

が行われた。
平成から令和へと変わり、今

学講座の芳澤享子教授が大会長
腔外科に関わっている先生方が

を務め、長野市、上田市、佐久

症例報告や臨床統計のほか、歯

き、 演題の発表が行われた。

鼻咽喉科医からみた歯性上顎洞

咽喉科学の相馬啓子教授が「耳

また、特別講演では本学耳鼻

今年はその心配が少なく、ここ

まで順調に来ている。

天気は自分でコントロールで

われ口腔外科医と密接なつなが

上顎洞炎の内視鏡手術などわれ

最善を尽くすしか方法がないの

行い、あとは素早く受け入れて

報に合わせてしっかりと準備を

は受け入れるのではなく、今か

かなと思う。ただし地球温暖化

らでもできることをみんなが行

っていくことが急務だ。

次回は信州大学歯科口腔外科

（口腔顎顔面外科学講座 講師 中山洋子）

の主管により開催予定である。

講演であった。

りのある観点から大変興味深い

炎」
と題してお話しいただいた。 きない。大自然が相手では、予

科衛生士からは病院での歯科衛

「ヤングコーンと
トレーニング計画を遂行しやす
る。中国南部の雲南省は地理的 したい。
mainichimazegohan アスパラごはん」 白石真愛 「砂肝の山かけ」
関 功介 「ポリテントゴののパシリャパキリシキャノキコデピザザーとトピザ」
蕨岡 馨 「クフリラーンムスチパャンウをダ添ーえて」 にベトナム、ラオスなどと隣接
（学事室 室長 酒井康成） い。通常の冬であれば、トレー
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ニング総時間をこなしていくに

○入賞

○塩尻市健康増進賞

赤沼眞弓

○丸泉賞

吉田英美

○フォンターナ デル ヴィーノ賞

畑中智恵子

○うず潮賞

○松本歯科大学賞

和田珠美

の国の慣わし、遠慮せずに中に

ぼれにありつけるかどう

「 また不埒な求婚者た

か、様子を見てきてやろ

棟２階カフェテリアにおいて、

中国雲南省より
12

とともに歌声が聞こえてきた。

れ、
酷い仕打ちを受けていても、 なたに危害を加えることはある

う。わしが奴らに恥ずかしめら
まい。状況を確かめたら、わし
う」と、豚飼いは館に入

入賞作品の中から数点のレシピ

館の門前に立つオデッセウスと忠犬

年老いた乞食の姿で豚飼いのエ

知らん顔をしておれ。オデッセ
豚飼いにも手伝わせて、広間の

が頷いて合図する。そうしたら

ウマイオスに連れていってもら

ウスが帰国したことを、だれに
っていった。

に策を授けた。
「我が家の中でそ

も気づかせてはならない。そな
武器を集め倉庫の奥に運び込む

たの母親にも教えるな」
。
たオデッセウスに、やせ

そこに立ち止まってい

武装して待ち構えているところ 『煙を被らせぬためにしまってお
衰えた老犬がよろよろと

のだ。求婚者たちが気づいたら
きます。鉄は火にあたると傷ん

人もの求婚者とその従者が

に単身で乗り込むことに不安を
でしまいますから…』と言え」
。

近づいてきた。 年もの

感じていたテレマコスに、さら
ンスタグラムとツイッターにカ
ムカムメニュー専用アカウント
を開設して作品を募集し、応募
期間を通して過去の受賞作品や
投稿作品を発信するなど、広く
告知を行ったことで過去最多の
最優秀賞の「カムカムクッキ

応募件数につながった。
ー信州味」は高野豆腐を焼き上
げてクッキーにするという点が
高く評価された。川原一祐学長
より表彰状と賞品を手渡された
和田さんは「このような賞をい
ただきありがとうございます。
皆さんもぜひご家庭でお試しく
ださい」
と受賞の喜びを語った。

年開催されている。今回は県内

を再現した試食会が行われ、参

古代ギリシャの宴会のイメージ（紀元前５世紀の壺）

初は小さな会で、長野県内で口
〔学外受賞者〕

12

16

また、学内最優秀賞には宮澤
美咲さん（第４学年）の「秋の
味覚の春巻き２種」
が選ばれた。

第６回カムカムメニュー・写

外より過去最多となる 件の応

加者はよく噛むことを確かめな

表彰式終了後は創立 年記念

真コンテストの表彰式が 月７

募があり、審査の結果、和田珠

30

受賞者は次のとおり。
（敬称略） 回で 回を迎えた会である。当

がら味わっていた。
６回目を迎えた今回は応募方

に輝いた。

ムクッキー信州味」が最優秀賞

66

20

20

実さん（安曇野市）の「カムカ

高野豆腐を焼き上げた「カムカムクッキー信州味」

日（土）
、本学図書会館２階学
生ホールで催された。
コンテストは食感や噛み応え

12

があるメニューを市民や学生か

◎最優秀賞

講演する相馬教授

最優秀賞は 「カムカムクッキー信州味」

ら募り、
「 よく噛んで美味しく

16

20

33

法に新たにＳＮＳを加えた。イ

11

20

40

第 6 回カムカムメニュー・写真コンテスト
健康に」をテーマに 年から毎
14
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本学歯科放射線学講座の田口 明教授は 月 日（木）
、医療法人雄
久会・塩尻病院の開設 周年記念・市民公開講座に招かれ、塩尻市レ
ザンホールで「骨粗鬆症予防 ―歯科で骨粗鬆症は見つかるのか？」と
題して講演した。歯科治療で撮影されたパノラマ 線写真によって骨粗
鬆症のリスクがあるかをスクリーニング（判別）できることを説明し、
歯科と医科の連携によって骨折患者を減らせると示唆した。

が、さらなる治療技術の向上と

ラント治療が行われてきました

に携わる中で、その画像から口

時からパノラマＸ線写真の診断

田口教授は広島大学病院在籍

うことが必要です」と説いた。

期的に歯科で口腔衛生管理を行

歯を失う可能性もあるので、定

を確立したことを述べた。

スクを判別する視覚的な評価法

見ることによって骨粗鬆症のリ

の結果、皮質骨の厚みと形態を

方法を模索。 年にわたる研究

前の早期に骨粗鬆症を発見する

齢患者を見るにつけ、骨折する

と診断され、高い精度で早期発

％が骨量減少もしくは骨粗鬆症

進。医科に紹介した患者の約

症スクリーニングを積極的に推

パノラマＸ線写真による骨粗鬆

市、呉市においては、歯科医が

っている。愛知県、広島県広島

のリスクが高いと助言されたら、

写真によって歯科から骨粗鬆症

らでは遅いので、パノラマＸ線

につながります。骨折をしてか

るものであり、健康寿命の延伸

検査を受けるきっかけを提供す

骨粗鬆症スクリーニングは精密

大腿骨骨折で歩けなくなった高

られないかと考えた。とりわけ

学会で認められ、国際基準とな

このスクリーニング法は国際

田口教授は、
「 歯科における

見に貢献している。

腔・顎顔面領域以外の病変が得

超高齢社会において医療費の

歯科用実体顕微鏡３台を新たに設置

高精度な歯内治療を可能とする

あるのは３分の１のみ。定期的

変化し、現在、歯科用実体顕微

歯内治療はこの 年で大きく

烈な明るい光と拡大された視野

い手探りであった根管治療が強

です。従来、見ることができな

整形外科に早期受診をしてくだ

さい」と呼びかけた。

の正確な状態を示しながら説明

することができ、信頼関係の構

さらに、拡大された根管治療

築にも役立っています。

形態を学生や臨床研修歯科医が

なテクニックやさまざまな根管

を与えられることができるよう

り正確に、より患者さんに安心

管治療を行うことによって、よ

マイクロスコープを用いた根

顕微鏡を用いた歯内治療

学べるようになり、教育におい

になりました。

映像によって、根管治療の詳細

ても重要な役割を果たしている

うになり、過剰切削や穿孔等の

と言えます。
で正確な処置が可能となりまし

することによって痛みや違和感

矢印は根管の入口、▽は第４根管（ＭＢ２）を示す

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

さらなる増加が予想されるわが
国では、骨折の発生率をできる
だけ減らし、要介護にいたる高
齢者の数を少なくすることが重
要な課題となっている。日本の
骨粗鬆症患者は約１３００万人

な医科の検診を受ける人はわず

鏡は「高精度な歯内治療」を行

で、そのうち椎体骨折で症状が

か４・６％にすぎない。

によって可視化され、より精密

松本歯科大学病院保存科（歯

た。さまざまな困難な症例（根

功率も向上しています。

がなくなる場合が多くあります。

歯内治療に関する詳細やご予
管の探索、根管内異物の発見・

また、拡大された治療画像の

約などは、保存科（☎０２６３

内）では昨年 月、新たに３台

除去、歯根破折の発見、穿孔部

記録によって、患者さんに患歯

写真は上顎第一大臼歯の第４

の歯科用実体顕微鏡を設置し、

の発見と封鎖、
外科的歯内療法）

根管（ＭＢ２）の探索に有効な

くは自覚症状がないため、約１

合計５台の顕微鏡を用いてマイ

に対して積極的に取り組めるよ
根管は直径数百マイクロメー

破骨細胞分化因子発見から

偶発症をなくし、低侵襲な手術

０００万人は未治療のまま症状

クロエンド（歯内治療）を行っ

トル単位の細く複雑な構造をし

が可能になりました。治療の成

が進行していきます。骨折する

ています。

と警鐘を鳴らした。また、
「女性

ているため、顕微鏡が大変有効

- ２- ０１７）までお問い合

と死亡率が高いのも特徴で、早

の骨粗鬆症患者は、女性ホルモ

年を記念

ンの減少により歯周病が悪化し

において、本学総合歯科医学研

の共同研究により、
「ＲＡＮＫＬ

大学大学院教授）らは、本学と

や青木和弘博士（東京医科歯科

生物学会において「ＲＡＮＫＬ

そこで今回、第 回日本分子

ＫＬ発見から 年を経過したこ

する」とのタイトルで、ＲＡＮ

催された。このシンポジウムで

（歯科保存学講座 教授 増田宜子）

わせください。

ＲＡＮＫＬ発見から今後の研究

細胞のカップリングにおける重

好評であった。また、筆者は骨

ト医学研究所元所長）
を迎えて、 可能性」について発表し、大変

の方向性が語られ、熱い議論が

要性について言及した。

日本分子生物学会シンポジウ

行われた。本学からは、総合歯

科医学研究所の小出雅則准教授

（口腔生化学講座 教授 宇田川信之）

たい。

なる研究の発展を大いに期待し

松本歯科大学を核とした、さら

大きな原動力となった。今後も

研究の地平線を切り拓くための

後のＲＡＮＫＬを含めた骨代謝

今回の国際会議の開催は、今

表し、多くの質問に対応した。

損マウスの表現形質について発

であるスクレロスチン遺伝子欠

開発に成功した骨吸収阻害因子

本学からは、山下准教授が最近

九州大学病院にて開催された。

よるサテライトシンポジウムが

ックスを集約した８人の演者に

得て、骨代謝研究の最近のトピ

子口腔解剖学分野）のご協力を

ムの翌日には、久木田敏夫教授

が「歯周病治療に対するＲＡＮ

究所の山下照仁准教授と保田尚

ＫＬリバースシグナルの応用の （九州大学大学院歯学研究院分

孝博士（オリエンタル酵母株式

リバースシグナル」というＲＡ

学医学部附属病院薬剤部講師）

会社生物科学研究所長）がオル

ＮＫＬの骨形成における重要性

また最近、本間 雅博士（東京大

ガナイザーとして企画したシン

月 ４ 日（ 水 ） お よ び ５ 日

ポジウムが開催された。
研究所在籍時、本学総合歯科医

０１８）
。
学研究所長の高橋直之教授と筆

リバースシグナリングは骨形成
を世界に先駆けて同定した。こ

とを記念したシンポジウムが開

骨細胞分化因子（ＲＡＮＫＬ）
」 と骨吸収のカップリングを制御

者らとの共同研究により、
「破

保田博士は雪印乳業生物科学

を明らかとした（ Nature
誌 ２

（木）
、福岡市の福岡国際会議場
（口腔インプラント科 特任教授 植田章夫）

の育成に努める所存です。

ら信頼していただける歯科医師

私どもは、
口腔内環境の改善、 に努めるとともに、患者さんか

ＲＡＮＫＬ発見記念国際シンポジウム開催

一例です。４つ目の根管を治療

期発見・早期治療が重要です」

現状を紹介し、
「 骨粗鬆症の多

田口教授は講演でこのような

う上で必須の機器です。

10

治療を提供し、健康寿命の延伸

11

能の改善を図っています。

だくことに重点を置き、処置後

地域医療への貢献を目的として、 維持を患者さんに理解していた
も患者さん、歯科衛生士、歯科
中で注意深いメインテナ

医師のトライアングルの
ンスの継続がインプラン
ト 治 療 を 成 功に 導 く 上
で 重 要で あ る と 考 えて
います。
今後とも、口腔インプ
して確実なインプラント

年が経過した現在、ＲＡＮＫ

の分子クローニングの成功から
Ｌ中和抗体薬は高カルシウム血

は、ＲＡＮＫＬ発見に寄与した

そしょう

症、骨粗鬆症および関節リウマ

大学名誉教授・セントビンセン

チ治療薬として年間４千億円の
販売実績を誇るまで成長した。

オルガナイザーの山下准教授（右から 4 人目）と保田博士（右から 5 人目）を囲む演者ら

２００７年２月に口腔インプラ
ント科が開設されました。口腔
インプラントは、歯科補綴学、
口腔外科学、矯正歯科学、歯周
病学、歯科放射線学など、広い
領域の学識と高度な専門的技術
を必要とする医療です。このた
め関連診療科の専門医と連携し

95

28

X

プラント治療を提供しています。 ラント科は安全・安心そ

て安全・安心そして確実なイン

態からインプラント治療の

より多くの患者さんにイン

22

51

11

講演する田口教授

また骨質、骨量など顎骨の状

した歯を補うため、顎骨に人工

適応に制限がある症例に対
そしゃく

歯根を埋め込み上部構造を装着

し、骨移植、骨再生誘導法
ソケットリフトなどの骨増

、
上顎洞底挙上術、
性の改善を図る治療方法で、現 （ＧＢＲ）
在では予知性の高い欠損補綴法
松本歯科大学病院では、１９

の一つとして認知されています。 生法を用いることにより、

42

80

することによって、咀嚼や審美

歯周病や齲蝕などによって欠損

うしょく

口腔インプラントは、重度の

口腔インプラント科

16

博士（メルボルン
Jack Martin

22

パノラマX線写真で骨粗鬆症が見つかる!

シリーズ 診療部門紹介⑧

プラント治療による口腔機

治療後
治療前

歯科放射線学講座・田口 明教授が市民公開講座で講演

７０年代後半より多くのインプ

画像解析

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •そ•し•ょ•
う •••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

vol.13
vol.18

病院だより

12

22
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基礎研究から症例報告まで幅広い発表

に対する安全な全身麻酔管理法
される学会は、ポスターを前日
ことで、
職員や学生、
一般の方々

の夕方からラウンジに掲示する

最優秀発表賞は森 智紀院生の
などが目にすることができる。

する」が選ばれ、高橋直之総合

骨吸収と軟組織の石灰化を促進

胞のビタミンＤ受容体を介して

とを期待したい。

生や学生も積極的に参加するこ

ンの先生はもちろん、若手の先

なく参加しやすいので、ベテラ

また、発表は堅苦しい雰囲気は

維と呼ばれるユニークな線維と

歯根膜中ではオキシタラン線

のようなマウスの表現型の違い 〔死亡退職〕

すると軟口蓋裂のみ生じる。こ

し、上皮特異的にノックアウト

な 線 維 で あ る 弾 性 系 線 維 は、

して存在している。オキシタラ

く発現しており、ＴＧＦ β
-に

内超音波検査がいかに有用かを
発 表 し、今 後 腫 瘍 の Depth of
の評価のために口腔内
Invasion

超音波検査プローブ導入の重要
稔院生らは、高齢者におけ

性を伝えた。本学大学院の印南

-

日（金）
、福岡歯科大

「ＴＧＦ βシグナルと結合組織発生」

月

すると、 Hertwigs
’上皮鞘周囲

」そして「 Everything
」 βシグナルの亢進が起こってい
LIGHT

子先生、竹﨑友吏子先生（共に

いのが現状です。本年は井上正

な時間を過ごされたようです。

神谷

月 日付

仁 （病 院医科内科医師（契約職員））

月 日付

病棟看護師室看護師チーフ

連携型口腔診療部門（口腔外科）勤務

１日㈯・２日㈰

第 回歯科医師国家試験 （東京）

一般入試

３日㈪・４日㈫

特待生１種選考試験

松本歯科大学

６日㈭

松本歯科大学大学院

松本歯科大学衛生学院

卒業証書授与式・学位記授与式

合格者発表

日㈪～ 日㈮

日㈪

進級試験

日㈮

日㈬

（衛生学院第１学年）

大学院発表会

日㈯

一般入試

ＡＯ入試

（第５学年）

特待生１種選考試験

編入学試験

（第４学年）

（第２・３学年）

臨床技能試験

（第５学年）

共用試験ＯＳＣＥ

日㈯

進級試験

日㈬

定期試験

北野 秀明 （事務局総務課事務員（派遣職員））
１月１日付

１月１日付

今井由布子 （事務局総務課事務員（派遣職員））

北野 秀明 （事務局総務課事務員（契約職員））

よって制御されていることが明 〔契約満了〕
らかとなった。

岡先生は、小児歯科臨床医と

（口腔生化学講座 准教授 中村美どり）

生のご活躍を期待したい。

けでキレイになるポイントなど

をご自身の実体験の成果を写真

で見せていただいたり、顔の筋

トレ、美しい立ち方などみんな

で実際にご指導いただき、いか

に日ごろより偏った姿勢をとっ

ているかが分かるなど、反省点

高根ひろみ （ 
）
中澤 里美 （手術室看護師（契約職員））
佐藤美穂子 （手術室看護師（契約職員））
••••••••••••

学院生と一緒に楽しみながら取 〔配置換〕

を両立させ、基礎研究を若い大

’ して診療に従事しながら、育児 〔採用〕
Hertwigs

細胞特異的にノックアウトする

本セミナーにおいて、
岡先生は、 制御を受けて歯根膜形成にも重

た阿部孝二先生（１期生）のご

来年は熊本県において本会が

www.mdu.ac.jp

について発表した。
「活性型ビタミン は、骨芽細

用の作用機序が従来の抗炎症薬
歯科医学研究所長から表彰状と

松本歯科大学学会（例会）
とは異なることを示し、新たな
副賞が授与された。

回松本
抗炎症薬としての生姜の可能性

日（木）
、第

歯科大学学会（例会）が本館１
を感じさせた。

ることが明らかになっている。

ＩＳＩＡさんのお姉さまである。

物学」について講演された。

冥福をお祈りした後、曽我菜穂

各県支部の活動報告があり、

開催されます。是非多くの若手

お話を聞くことができ、有意義
長崎の中華料理に舌鼓を打ちな

と改善したらキレイになる希望

を与えてもらう良い機会になり
ました。

また、グループに分かれて食

事を楽しみながら、各自が今抱

えていること、子育て、親の介

護、後継者、自分や身内の健康、

自分のこの先…など、世代によ

りさまざまですが、三歯科大学

が混じり合って、初顔合わせの

グループもたくさんありました

が、参考にしたりアドバイスし

たりなど和気あいあいと楽しく

（４期生 吉田尚子）

（Ⅰ期）

月

階学生ラウンジで開催され、基

を歌い上げ、その圧倒的な生命

（歯科麻酔学講座 講師 谷山貴一）

学成長発達歯学講座成育小児歯

力溢れる歌声を披露した。岡先

蛋白を組織学的に観察
Fibrillin

今回のようにラウンジで開催

る認知症の程度と口腔機能
科学分野准教授・岡 暁子先生を

生は、九州大学歯学部在学中、

に多く発現していることを見出

講師らは、舌癌患者に対し口腔

及び歯数との関連から、歯
お迎えし、大学院セミナーを開

同居していた妹の歌手志望とい

した。さらに、この

福岡歯科大学・岡 暁子先生が講演

を保持し咀嚼機能を維持す
催した。岡先生は、大学人とし

う大きな夢を叶えるためにサポ

上皮鞘がＴＧＦ β
-シグナルの

歯科放射線学講座の黒岩博子

礎研究から症例報告まで幅広い
分野から一般演題 題のポスタ
歯科薬理学講座の荒 敏昭准

ー発表が行われた。
しょう

ることが認知症予防に関与
て以外に知る人ぞ知る有名人で

ートされたそうである。

歯科麻酔学講座の小川さ

紅白歌合戦でＭＩＳＩＡさんは

案がなされ、各県の賛同が得ら

子先生（３期生）にご挨拶いた

を出すことが報告されました。

がら交流を深め、盛会のうちに

（Ⅰ期）

（Ⅰ期）

（Ｄ）

教授らは、漢方薬を構成する生

することを示し、認知機能
ある。なんと、昨年大晦日に放

おり助教らは、指定難病で

れ、実施することに決定しまし

だき、開会となりました。

開会に先立ち、九州人会のま

話し方など日々少し意識するだ

口角の上げ方、姿勢、歩き方、 充実した集いとなりました。

ました。

ある筋ジストロフィー患者 「 ア イ ノ カ タ チ 」
「 INTO THE コラーゲン線維と並んで重要 と、完全口蓋裂を生じるのに対

た。さらに同支部からは、大学

期生）が参加され、先輩方の

の耐震化工事についても寄付金

とめ役で今年３月に亡くなられ

期生 脊川 敦）

の先生方に参加していただけれ
（長崎県支部

ばと思います。

お開きとなりました。
私は去年からの参加となりま
すが、若い先生方の参加が少な

第６回女性歯科医師の集い

秋深まる紅葉の季節のなか、

「３つの
『Ｓ』で身体と心を磨く」
月１日
（日）
、
三歯科大学
（愛

オトナ美コンサルタントの近藤

人の女性歯科医師が参加して、
大学歯学部同窓会・松本歯科大

友子さんを講師にお招きして、

知学院大学歯学部同窓会・朝日
学校友会）女性協議会主催、「第

６回女性歯科医師の集い」が、 「 Smile Style Speaking
３つの

2月10日㈪～2月25日㈫

ン 線 維 の 主 た る 構 成 成 分 で あ から軟口蓋発生に注目して解析
國松 和司 
（特任教授） ７日㈮
一般入試
る Fibrillin-1
はマルファン症候 を行った。口蓋形成時に口蓋間 〔退職〕
月 日付
群の責任遺伝子であり、さらに 葉に発現する細胞外基質蛋白の
土屋総一郎 （講師（病院診療報酬点数指導）） センター利用入試
中には、
マルファン症候群ではＴＧＦ
平良 勝将 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 特待生１種選考試
や
Periostin
Tenascin
長谷川順一 （放 射線検査室診療放射線技師主任） 留学生入試
と
C いった軟口蓋に特徴的に強

低下の予防に歯科医師・歯

1

送された「第 回ＮＨＫ紅白歌

2

科衛生士の活躍が期待でき

Ｏ 入 試（Ⅱ期）
一 般 入 試（Ⅱ期）
※ センター利用入試
（Ⅱ期）
※ 編 入 学 試 験（Ⅱ期）
特待生 1 種選考試験（Ⅱ期）

ると思われた。

※1 Ａ

合戦」で紅組のトリを飾ったＭ 「 Craniofacial developmental 要であることを明らかにした。 り組んできたことについてもお
ＴＧＦ β
-シグナルを神経堤 話された。今後ますますの岡先
biology顎・顔面領域の発生生

●出願期間

10

きょう かんきょう

回九州

2月 29日㈯

12

姜と乾姜の代表的な成分である
６ シ-ョウガオールの抗炎症作用
メカニズムを検討し、抗炎症作

日（土）
、第

験日

15

17

D3

名古屋観光ホテルにて開催され 『Ｓ』で身体と心を磨く」とい

うテーマで講演をしていただき

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

場：本学病院ラウンジ
各回約20分・飲み物サービス・参加無料・申込不要

21

（Ⅱ期）（Ⅱ期）
（Ⅱ期）

0.20％
0.10％
0.01％
0.01％
0.10％
0.01％

109.94円
142.86円
120.98円
112.96円
3.59円
———

米ドル
英ポンド
ユーロ
スイスフラン
タイバーツ
日本円

最優秀発表賞を受賞した森院生の発表

月

歯科医学大会が長崎県にて開催
され、それに合わせ、九州、沖
縄各県より 人の卒業生が集ま
り、新地中華街「会楽園」にお
いて九州人会が開催されました。
長崎県支部長の古豊泰彦先生
（７期生）より、各県から学生九

ました。

（SMBC 信託銀行ＨＰ等より）

■お問い合わせ■

25

31

（Ⅰ期）（Ⅰ期）
（留学生）

本学・東京・大阪

31

113

▲

▲

▲

株価
日本
23,166.15円
28,734.45ドル
米国
金地金店頭価格 （消費税込み）
6,110円
売り（１グラム）
6,023円
買い（１グラム）
白金地金店頭価格（消費税込み）
3,864円
売り（１グラム）
3,733円
買い（１グラム）

東京外国為替相場と各国定期預金金利

（3カ月物）

（Ⅱ期）

験場

●試

12

３月 3日㈫ 午前11時～
「ホワイトニングの魅力と方法」
松本歯科大学歯科保存学講座 教授 亀山敦史

21

26

29

内外の経済 1月30日付

Economic News

35

12

会

38

38

２月28日㈮ 午後1時～
「肩こりの話」
松本歯科大学病院 整形外科長 小林博一

70

22

12

※ 1 ＡＯ入試 ･ 編入学試験の試験場は本学です。
※ 2 センター利用入試は、本学個別試験はありません。

“おはなしカフェ”では当院
のスペシャリストたちが専門
分野について分かりやすく話
し、質問にお答えします。
コーヒーやお茶を飲みなが
ら寛いで聞いていただけます
ので、ぜひお気軽にお越しく
ださい。

大学院セミナー

89

九州、沖縄の各支部より活動報告

11

12

長崎県支部

州人会への補助を行うという提

交流を深めた九州・沖縄の支部会員の面々

5

九州人会を開催し 34 人が参集
72

松本歯科大学校友会

●試

松本歯科大学病院 「おはなしカフェ」 のお知らせ

21

26

講師にお迎えした岡先生
講師の近藤さん（前列左から５人目）と三歯科大学女性歯科医師

11

Alumni News
10

――――
――――
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