多様化する歯科医療ニーズに対応
本学病院は、
４月より歯科診療部に「息フレッシュ外来」と「い
びき外来」の専門外来を開設し、診療を開始した。息フレッシュ
外来は、多角的な診断によって症状に合わせた口臭ケアを行い、
いびき外来は医科歯科連携により対象疾患である睡眠時無呼吸
症候群に対して専用マウスピースで歯科的加療を行うなど、多様
化する歯科ニーズに対応していく。

姿に患者さんがより悩みを深い

週１～２回、事前予約制で午前

バーが交替で行います。当面は

特別専門外来受付（☎０２６３

尽くしていく所存です。詳細は

します。歯が少なかったり、歯

や副作用、注意点などをお話し

とから、装着後に治療効果をみ

効果については個人差があるこ

意が必要です。また、本装置の

が困難となる場合もあるため注

症の症状がある場合には、適応

周病が進行していたり、顎関節

中のみの開設です。

- ２- ３０７）までお問い合

（歯科保存学講座 教授 亀山敦史）

わせください。

ものにし、失望してしまうこと

口臭に悩む方の一助となれる

さえあります。このような症例
に対応すべく、病院内の新規専

よう、メンバー一同でベストを

いびき外来

受診していただきます。お問合

るため再度紹介元の医療機関を

わせは、地域連携歯科受付（☎

るものと考えています。

歯科では、主に閉塞性の中程

このたび病院地域連携歯科は

専用マウスピースで気道確保

門外来のひとつとして『息フレ
ッシュ外来』
が開設されました。
当外来では、近年世界で広く
使用されている簡易型ガスクロ

度以下の気道閉塞患者を対象と

マトグラフィー「オーラルクロ

対象疾患である睡眠時無呼吸

マ」を用いた口腔内ガスの揮発 『いびき外来』を開始しました。
性硫黄化合物（硫化水素、メチ
ルメルカプタン、ジメチルサル

常を捉えることができますが、口臭は

蝕や歯周疾患など視覚的に何らかの異

歯科で対象とする多くの疾患は、齲

ってしまうケースが多々あります。ま

殊性から歯科医師が何をすべきか、迷

さんが歯科医院を受診しても、その特

も限りません。実際に口臭に悩む患者

口腔内から不快な臭気を放っていると

学会指導医、常任理事）
、病院

外来担当は、筆者（日本口臭

によって口臭の状態を多角的に

質問票を有効活用した医療面接

嗅覚を利用した官能検査、口臭

気を特徴とし、交通事故等の誘

対応と口臭ケア指導を行います。 の兆候とされ、日中の突然の眠

診断し、各々の状態に合わせた

発や生活習慣病との関連も指摘

害される病気です。いびきはそ

下し脳が覚醒するなど睡眠が障

止が生じ、体内の酸素濃度が低

閉塞性に睡眠中の呼吸減少や停

き、ＳＡＳの診断

査を受けていただ

の医療機関にて検

院内科を含む医科

ます。

置での加療を行い

保を目的とした装

して、専用のマウスピースで下 ０２６３
症候群（ＳＡＳ：
２１１７）まで。
Sleep
Apnea
教授 蓜島弘之
（ 地域連携歯科学講座 講
）は、中枢性ないし 顎や舌を前方に固定し、気道確
）
師 冨士岳志
Syndrome

嗅覚の特殊性から自分自身で感じ取る

た、適切な口臭測定機器が備わってい

されています。全国に５００万

ファイド）濃度測定や検査者の

ことができません。したがって、自ら

初診室の音琴淳一教授（日本口

人もの患者が推定されています。 と紹介状が必要と

息フレッシュ外来

の口臭によって周囲を不快にしている

ないために正確な口臭の状態を診断す

臭学会専門医 ）
、口腔病理学講

最新検査機器等で多角的に診断

ことに全く気付いていない方がいる一

ることができず、困惑する歯科医師の

診室の大木絵美助教（日本口腔

検査学会認定医）および病院初

座の村上 聡准教授（日本口腔

松本市南部の皮膚科クリニック

者さんに身近に受診してもらえ

応を行ってきましたが、より患

で口腔内装置による歯科的な対

当院でも医科と連携し、各科

膚腫瘍などに対する手術治療も

診断を積極的に行い、さらに皮

を用いた精度の高い皮膚病変の

ていただき、効果

必要な検査を受け

にいびき外来にて

なります。その後

せは松本歯科大学 二條皮ふ科

よう努めていきます。お問合わ

さらに地域の医療貢献ができる

治療前には、当

方で、口臭に悩んでいる方が必ずしも

診断学会認定医）の４人のメン

として松本・塩尻地区のみなら

これまでの二條皮ふ科クリニッ

の診療に参加いただきながら、

二條先生には引き続き週２日

-

省寧波市の寧波協禾口腔医院

４月７日（火）
、中国浙江

と短詩が添えられていた。マ

交われば 疾病も虹となる」

き誇っている 時運良き風が

が、中国国内で医療用品の国

スクは３月初めに発送された

（病院）から本学病院にマスク

その経緯は、当該医院に勤

５００枚が寄贈された。

外発送に制限がかけられるな

ジャオウェン

ど諸問題があり、結果的に１

ワン

際医療人材育成理念に感銘を

務する王 昭 文 氏が本学の国

カ月を要した。

王氏は本学総合歯科医学研

受け、現在新型コロナウイル

究所の研究活動にも興味を持

ス感染症拡散期を迎えている

日本の医療機関に協力したい

っており、感染終息後、本学

（学事室 室長 酒井康成）

べられた。

への訪問を期待していると述

という思いから実現した。

マスクの箱には「日本がん

ばれ」
のメッセージと共に
「心

は桜の如く 太陽に向かい咲

-

（病院長 前島信也）

３６２２）まで。

85

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

ず他の地域からも患者さんが訪

クリニック（☎０２６３

睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置（上）
装着前（左下）
、装着後（右下）

行っています。

51

中国・寧波協禾口腔医院よりマスク寄贈

ニンボーシエフゥ

クの患者さんと、本学病院皮膚

科における患者さんの診療を中

現在は一般皮膚科診療が中心

断することなく継続しています。

ですが、本学病院で導入した、

体表の浅い部分に対応する最新

大して観察するダーモスコピー

の高周波エコー装置、病変を拡
本学病院は２０１８年７月に

検査機器などを移設し、これら
が着任して診療を行ってきまし
たが、４月より松本市村井の二
條皮ふ科クリニックを継承し、
ニック」として新たに診療を開
始しました。林教授を中心に非
常勤の皮膚科医師２人も診療参
二條皮ふ科クリニックは、二

加して運営しています。
條貞子先生が 年前に開設し、

二條皮ふ科クリニックで診療する林教授

皮膚科を開設し、林 宏一教授

サテライト診療所を開設

「松本歯科大学 二條皮ふ科クリ

オーラルクロマを用いた検査状況を説明する亀山敦史教授

う

51

れ、医療に貢献してきました。

二條皮ふ科クリニック
松本歯科大学
20
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病院に 「息フレッシュ外来」 「いびき外来」を新設

名画で楽しむギリシア神話〈 〉

もいたが、テレマコスの
手槍に倒された。オデッ
セウスは次々と求婚者た

が嘲笑った。
「この乞食めが生意

求婚者の頭株のアンティノス

た。国主の留守中の乱暴狼藉許

セウス、ただいま帰ってまいっ

で告げる。
「 われこそはオデッ

仰天した求婚者たちに大音声

味方は息子のテレマコス

る求婚者たちは数多く、

オ デッ セ イ ア ⑪
ちを射殺し、矢が尽きる
さつりく

と豚飼いが運んできた二

気な、食い物にありつけただけ

と忠実な豚飼いだけであ

本の槍を手に取って殺戮

でもありがたいと思え」
。他の
しがたい。成敗するから覚悟せ

あざ

連中も同調する。
「酔っぱらって

ッセウスも疲れてきて、
スと伝令使メドンだけであ

を閉ざすように命じた。

そして、こっそりと豚飼いに扉
ぞ」
。そして凄まじい声を上げ

ッセウスといえど鬼神ではない

団となって立ち向かえば、オデ

う」と、
笑いながら弓を渡した。 「奴は一人、われらは大勢だ。一

者たちはすべてその場で殺され

神の出現に恐れおののいた求婚

などの助けを与えてくれた。女

敵が一斉に投げた槍をそらせる

どこへ行ったのだ」と励まし、

ロイア戦争のときの気概と力は

屋敷をすっかり清めよう」
。

火を持ってきてくれ、それらで

言いつけた。
「婆や、硫黄と

女エウリュクレイアを呼んで

最後に、オデッセウスは老

リュマコスは剣を抜いて叫んだ。 女神アテナに祈った。
女神は
「ト

しかし、もう一人の頭株エウ

アンティノスののどを射抜いた。 ったから、さすがのオデ

しかしながら、抵抗す

を続けた。

。振り向きざまに次の矢で
いるのか。図々しい老いぼれめ」
。 よ」
テレマコスがとりなした。「射
めと

ることができたとしたって、わ

ついに舞台は整った。オデッ
を貫かれて食卓の上に倒れ、料

て躍りかかってきたが、矢に胸

求婚者たちに取り入っていた

が母を娶れるはずもないでしょ

セウスは弓に壊れたところがな

裏切り者の家臣や使用人たち、

った。
（図１）

いか十分に点検した上で、やす
スが助命を嘆願した楽人ペシミ

会では編集委員長を務められる

など歯科矯正学の分野を超えて

幅広く活躍された。

最終講義では、学生や教員に

興味深い基礎・臨床研究の紹介

や、矯正治療と顎関節治療に加

２教室において行われた。歯科

３月

れた山田一尋先生の最終講義が

に大学病院歯科病院長を務めら

大学院歯学独立研究科長ならび

歯科矯正学講座の主任教授、

贈り、
最終講義を締め括られた。 日。暗いニュースや不安が募る

代に向けて激励のメッセージを

会に貢献してください と
｣ 次世 を通じて仕事し、学び、遊び、

ので、皆さんも切磋琢磨して社

えることが自らの勉強となった

立してほしい。自分は後輩に教

の先生にはこれらのＥＢＭを確

はＥＢＭが不足しており、矯正

が重要であるが、最新の治療に

正において最終的な咬合の設定

による矯正治療について解説さ

注文し、会話して情報を漁る毎

会の現実に気が付いた。ネット

らどうなるのだろうとネット社

トがつながらない状況になった

少しでも世界的にインターネッ

どで収集できることがあり、今

ースに先んじて情報をＳＮＳな

るのではないか。テレビのニュ

コロナ禍以前とは時代のスピ

え、最新のＣＡＤ／ＣＡＭ技術

矯正分野についての熱意あふれ

（矯正歯科 准教授 影山 徹）

れた。山田先生は デ｢ジタル矯 ードが 倍くらい早く進んでい

不貞を働いた女中たちには、事

日（火）
、本館６階６０
実を究明した上で、きびしい罰

（笠原 浩） 歯学部学生らが聞き入った。

が与えられた。
（図２）（つづく） る最終講義に、
教員や大学院生、

が、一旦立ち止まっていろいろ

何のために働いているのか？

と考える機会にもなっている。

学生も例年通りの学習ができ

界は、日本はどうなるのだろう

自分にしかできないことは何だ
始は５月中旬からを予定してい

研究・臨床に熱心に取り組まれ、

か？ 子どもたちの将来は？ 答

山田先生は２００７年に新潟
る。また５月より授業開始予定

これまでに 人の博士号取得者

分は役に立っているのか？ 世

ため、第６学年の歯科医師国家

ず危機的な状態ではあるが、わ

および 人の日本矯正歯科学会

ろう？ 社会にとって会社や自

試験に向けた総合講義やデイリ

の第１～５学年に対しても当面

れわれ教員も学習機会の確保な

主任教授として赴任され、
教育・

ーテスト、ウィークリーテスト

らびに学習効率向上に努め、医
して感染拡大防止にも貢献しな

療系大学に属する職員の使命と

認定医を輩出した。

２０２０年度松本歯科大学病

中、ウイルス感染を防ぐため座

事、認定医委員会委員長を、日

本顎変形症学会、日本口蓋裂学

席の間隔を空けて着席した臨床

院長で臨床研修管理委員会委員

長の亀山敦史教授（歯科保存学

講座）より「医療従事者として

の自覚を持ち、歯科医師として

一日も早く社会貢献できるよう

に積極的な研修を行ってくださ

い」という挨拶がありました。

その後、臨床研修歯科医の代表

者に臨床研修許可証が交付され
ました。

考える時間がとても有意義で大

自分たちはウイルスに試され

切だと感じている。

ている。なくなるビジネスもあ

れば、新しく生まれるビジネス

もある。生き残る国もあればも

しかしたら滅びる国もあるかも

しれない。でも家族や従業員、

友人たちと共に生き残っていき

子どもと遊び、畑を耕し、家

たいと強く願う。

族全員で毎日食事する。平凡だ

がどれほど幸せな時を刻んでい

るのかと感じるようになった。

文明の発展により便利になった

反面、
実は昔からある幸せな
「時」

をいつのまにか忘れてしまった

修歯科医が目標を明確にし、振

ご助力いただけましたら幸いで

で変化し続ける世界で、自分た

とに感謝しつつ、凄まじい速度

ご指導ご鞭撻はもちろんのこと、 間と幸せな時を過ごしているこ

のかもしれない。今は思考の時

り返りができるように新たなポ

ちの未来を想像する毎日の中に

す。今後ともよろしくお願い申

） 楽しみを見つけていきたい。

音琴淳一

し上げます。

臨床研修プログラムⅠ責任者
病院初診室（総合診断科・総合診療科） 教授

ートフォリオを導入し、研修が

また校友の先生方におかれま （

行われております。

本年度は一人ひとりの臨床研

えは見つからないけれど、この

の間、オンライン授業を行うこ
しかしながら、今後の状況で

ければならない。

に移行した。

感染拡大が収束しなければ、オ

また日本矯正歯科学会では理
ンライン授業の延長も検討され

大須賀直人
）

本学のウェブ講義は、担当教

第６学年主任
小児歯科学講座 教授

員が当初から予定されていた日

（
ており、学生の学力やモチベー

院の臨床研修が４月１日（水）
、

オリエンテーションを実施し、

別措置法に基づく「緊急事態宣

証交付式が行われました。新型

言」
の対象地域は全国に拡大し、 生ホールにおいて臨床研修許可

研修歯科医に対して、副歯科病

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

歯科医師として積極的な研修に期待

ようになっている。学生は学内

開始されました。本年度は、歯

臨床研修許可証交付式

外にかかわらずインターネット

科医師臨床研修マッチングプロ
加えて、二次募集試験に合格し

授業開始の予定であったが、長

期間は５月６日までとされてい

しては、本学病院の臨床研修に

とが決定している。

た。生き残ったのは、テレマコ

10

ションの低下も危惧されている。 大学より本学歯科矯正学講座に

山田一尋先生（前列中央）を囲んで記念撮影

等の実施は見送られることとな

背後から襲いかかってきた者

熱意あふれる最終講義で
次世代へ激励メッセージ

り、急遽ウェブ講義動画の配信

理や食器を床に撒き散らした。

山田一尋先生
24

やすと弦を張り、十二の斧の穴

大学院歯学独立研究科長・大学病院歯科病院長

34

時に旧コンピュータ室で講義を
収録し、その動画を当日中に学
生イントラに掲載するシステム。
講義資料やウィークリーテスト
に準ずる問題も、練習問題とし
て講義資料とともに掲載され、

につながったパソコン、タブレ

学生がいつでも自学自習できる

ット、スマートフォンなどから
資料を活用しながら５月末に実

た本学の卒業生あわせて 人が

アクセスして講義動画を視聴し、 グラムで決定した本学卒業生に
施予定のⅠ期試験に備えて学習

臨床研修を開始することとなり

（ ＣＯＶＩＤ

野県内でも新型コロナウイルス

ました。

染拡大予防に鑑みて、第６学年

の感染者が確認され、地域の感

新型コロナウイルス対策の特

している。

においては全国の歯科系大学の

コロナウイルス感染拡大が続く

１日は、本学図書会館２階学

中でもいち早くオンライン授業

ることから、第６学年の授業開

当初、第６学年は３月 日に

歯内療法学の講義を収録する増田宜子教授

図 2 Nicolas-Andre Monsiau：不貞の女中たちを罰するオデッセウス
臨床研修許可証の交付を受ける麻田泰佑研修歯科医（右）

35

染拡大防止と学生の健康管理の

- ）感 染 症 の 感

10

17

図 1 Louis-Vincent=Lion Pallire：求婚者たちを殺害するオデッセウスとテレマコス

23

を見事に射通したのである。

ウェブ講義動画を配信し学習機会を確保

本学は、新型コロナウイルス

新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大防止
が実施されている。
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コスト削減し、効率的 な管理・運営 を行う
学校法人松本歯科大学の第１９４回理事会、第１３５・１３６回評議員会が３月

③標準修業年限内での学位授

担い手として、
歯科衛生士は
「最

⑴歯科部門

る。

①初診室の運用強化

外のコスト削減を基本とする。

おける募集人員の確保、それ以

病院の収支改善、学生募集に

費執行を目指す。

能となり、更なる予算内の経

況の現状把握、経年比較が可

上や特待生制度など、一日体

⑺歯科医師国家試験の合格率向

も求められる医療専門職」のひ
とつといわれ、その活動分野は

予算に基づく適正な予算執行

与の促進
④研究者、大学教員の養成

②歯科の専門領域の充実

験入学やウェブ広告、高校・

ますます広がりを増している。

予備校訪問にてアピールし、

⑤世界水準の研究活動の推進

募集人員 名を確保する。

および予算外の支出については
⑵医科部門

優先させつつ、その執行にあた

大学運営上必要不可欠な対応を

する多くの職種と協働して専門

教育においては“研究型大学
可を受け、本年度で 年目を迎

日には、専修学校として設置認

いる。

③サテライトクリニックの開

②保健・予防指導の促進

⑵省エネルギー対策

⑴施設・設備の維持管理

払いに向けた準備

ト出願や検定料のコンビニ支

取り組み

①外来診療部門収益改善への

⑻学生募集要項のインターネッ

③機材、器具の適正管理

性を発揮できる質の高い歯科衛

って十分な検討を行い、引き続

④病院実習の指導体制の確立

松本歯科大学衛生学院は、１

生士を送り出していけるように、

き効率的な管理・運営を行う。

チーム医療の推進が強調され

９７６年２月 日に歯科衛生士

るなかで、歯科医師をはじめと

養成所の指定を受け、同年４月

教育内容の一層の充実を図って

３．衛 生 学 院

型研究者・歯科医療職業人を養
に開校した。１９７７年３月９

日（木）に開催され、２０２０年度の事業計画および予算案、中期計画、ガバナ

先ず「良き歯科医師となる前に
成することを目指している。
院”を掲げて、先端歯科医療の
える。

ンス・コードなどの案件が審議され、いずれも満場一致で承認可決した。

良き人間たれ」という教育方針
をモットーとし、学生が将来歯
研究と技術開発が融合した研究
衛生学院は、歯科衛生士に必

合格

②歯科衛生士国家試験の全員

に貢献できる有能な人材を育成

歯科大学病院として歯科部門

ニーズに応えた蔵書管理およ

⑷図書館では、学生・研究者の

加を推進

ングによる特許出願件数の増

活動に努め、発明発掘ヒアリ

ンスを考慮した人員体制を整

⑸新卒採用を実施し、年齢バラ

己点検・評価報告書の評価内

⑾２０１９年３月に発行した自

を奨励するための新たな学内

②診療科・診療部署別におけ

え、日常定期的な業務の効率

全衛生活動の実施

⑿年間安全衛生計画に基づく安

容に基づく改善活動

研究費配分制度を開始

る収支改善と目標管理の徹

化や職員の質的水準向上のた

③手術室の人員体制整備と病

床稼働率の改善

り、各部署ごとに予算執行状

⑹予算管理システムの導入によ

めのＳＤ実施

底化

①医療連携の推進による検査

び学術情報の構築と提供を行

⑶共通部門

設備（ＣＴ、ＭＲＩ、ＤＥ

う。

⑽科学研究費助成事業への応募

ＸＡ）の利用促進

⑼知的財産の適切なライセンス

科医師として社会に貢献し、歯
拠点の形成と、歯科医学分野に

③社会のニーズを踏まえた実

することを目的としている。

の更なる強化拡充および医科部

⑶老朽化に伴う設備の更新

科医学の発展に寄与することが
要な知識と技術を教授するとと

研究においては、国内外の多

今日、人口の高齢化が進行す

設

できる人材の育成を目指してい
おける総合的な人材を育成して

践的な歯科衛生士の育成

①入学定員の充足

る。

もに、豊かな人格を養い、社会

数の研究機関や企業と連携し、

るなかで、老後のＱＯＬを支え

本歯科大学アクションプラン２
共同研究を進め、世界に通用す

〈 Ⅱ 病院・診療 〉

０１５”を制定し、２０１５年
る最先端の研究に取り組んでい

門の収益改善を図る。

体的な目標を示した。このアク

る柱として、歯と口の健康の意

度から２０２１年度にかけた具
ションプランを実現するために、 る。

〈 Ⅲ 管理・運営 〉

297,962,485

歯科医科連携による健康増進・

芳
 澤 享子

浩

亀
 山 敦史

笠
 原

翌年度繰越支出資金

義があらためて認識されるよう

副歯科病院長

副歯科病院長

大学誌編集主幹

200,000,000

①入学定員充足率の向上

山本 昭夫

中村 浩彰

悦男

施設設備関係支出

1,211,590,000

３つのポリシーを基盤とした教





 笠原

0

その他の収入

疾病予防を推進し地域に貢献す

図書館長

教務部長

衛生学院長

借入金等収入

になってきた。口腔健康管理の

前島 信也

0

②大学院教育の実質化

平岡 行博

大学院歯学独立研究科長
総合歯科医学研究所長



歯学部長
学生部長 宇田川信之

病院長

借入金等返済支出

45

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

矢ヶ﨑 雅

川原 一祐

1,855,026,573

また、２０１４年３月に“松
いる。

14

育を全学共通の方針として実行
①歯学部教育の質の保証と向上



役職教員

理事長



1,504,484,161

する。
②退学者、除籍者の低減
の向上

③標準修業年限内での卒業率

向上

④歯科医師国家試験合格率の
⑤新管理システムの導入

長

学

円）

（単位

【主な会議事項】
１．２０２０年度事業計画につ
いて
２．２０１９年度補正予算案お
よび２０２０年度予算案に
ついて
⑥学内会議の効率化
２．大学院歯学独立研究科・総

松本歯科大学大学院歯学独立

設置認可を受け、２００３年４
月１日に開設し、本年度で 年

論および応用を教授研究し、そ

0

その他の支出

6,251,692,726

支出の部合計

３．中期計画（２０２０～２４
年度）案について
ナンス・コード案について

４．学校法人松本歯科大学ガバ

研究科は、学部の講座を主体と

合歯科医学研究所

いては詳細な説明がなされ、承

した研究科ではなく、総合歯科

会議事項１、２、３、４につ
認可決した。なお、２０２０年

究科で、２００２年 月 日に

医学研究所を基盤にした独立研

度事業計画の目標および概要は
次のとおり。
【 事 業 計 画（ 目 標 ）】

〈 Ⅰ ．教 育 ・研 究 〉

目を迎える。

の深奥を究め、もって文化の進

大学院は、口腔生命科学の理

松本歯科大学（歯学部）は、

予備費

622,391,153

前年度繰越支払資金

323,551,890

借入金等利息支出

事業収入

6,251,692,726

収入の部合計

１．歯 学 部

１９７２年１月 日に設置認可

を受け、
同年４月１日に開設し、 展に寄与することを目的とし、
成するとともに、社会環境に柔

創造性豊かな優れた研究者を養
軟に対応できる豊富な学際的知

本年度で 年目を迎える。

96

1,036,700,000

0

資産運用収入

予算金額

目

部

の

出

772,904,561

管理経費支出

224,000,000

教育研究経費支出

16,200,000

補助金収入

2,116,089,629

寄付金収入

人件費支出

2,322,485,000

学生生徒等納付金収入

12

科

予算金額

目

科

19

18

支

部

の

入

収

事業計画を説明する廣瀬國基理事（右）

歯学部は、建学の理念を具現

2020年 4月1日～ 2021年3月31日



26

29

し、
人間としての倫理に基づき、 識と専門的技術を修得した境界

2020年度予算

理事会報告
化し人間教育全体を教育目標と
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「歯科診療時のリスク管理マネージメント」

とは非常に有効だと感じた。

（事務局管理課技術員（パートタイマー）
）

（事務局管理課技術員（パートタイマー）
）

力していきたいと考えている。

期生 西村健司）

（歯科衛生士室歯科衛生士（パートタイマー）
）

（講師（歯学部入門歯科医学）
（契約職員）
）

事務局庶務課（体育施設）
（契約職員）

事務局庶務課（宅配室）兼務

（事務局庶務課（体育施設）
（契約職員）
）

（事務局庶務課（スタジオ）
（契約職員）
）

（事務局庶務課（保守・管理）
（契約職員）
）

（事務局庶務課（ハイテクセンター）
（契約職員）
）

（事務局庶務課（保守・管理）
（パートタイマー）
）

（事務局入試広報室マネージャー（契約職員）
）

野澤 良子 （事務局大学病院事務室副事務長（契約職員））

大学院セミナー

松本歯科大学二條皮ふ科クリニック勤務

大学院歯学独立研究科顎口腔機能制御学講座兼務

助教（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

助教（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

歯学部兼務

歯学部兼務

教授（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座兼務
歯学部（実習担当）兼務

教授（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
大学院歯学独立研究科顎口腔機能制御学講座兼務
歯学部（実習担当）兼務
総合歯科医学研究所顎口腔機能制御学部門兼務

）

教授（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座兼務
歯学部兼務

音琴 淳一（ 

講師にお迎えした照沼先生

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

教授（病院歯科麻酔科）
大学院歯学独立研究科顎口腔機能制御学講座兼務
歯学部兼務

講師（病院口腔インプラント科）
大学院歯学独立研究科顎口腔機能制御学講座兼務
歯学部兼務

（助手（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
）

歯学部兼務

助教（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

歯学部兼務

准教授（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

教授（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座兼務
歯学部（実習担当）兼務

歯学部（実習担当）兼務

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

教授（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座兼務

教授（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

「脳研究から見えてきたこと 」

（事務局庶務課マネージャー（出向受入職員）
）

（事務局庶務課マネージャー（出向受入職員）
）

（歯科ドック担当）
（契約職員）

病院健診・健康づくりセンター歯科衛生士

松本歯科大学二條皮ふ科クリニック看護管理アドバイザー兼務

外来看護師室看護管理アドバイザー（契約職員）

（事務局大学病院事務室事務長補佐（契約職員）
）

（事務局大学病院事務室事務長補佐（契約職員）
）

21

（事務局大学病院事務室事務員（パートタイマー）
）

（助手（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
）

（助手（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
）

（診療助手（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
）

１

１

１

（事務局大学病院事務室事務員（契約職員）
）

23

（事務局大学病院事務室事務員（パートタイマー）
）

助教（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

歯学部兼務

（助教（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
）

美音 （助手（歯学部歯科保存学講座））

篠原 聖武 （助手（歯学部歯科補綴学講座））

（松本歯科大学二條皮ふ科クリニック院長兼務）

事務局経理室（納品・検収センター）係長補佐兼務を解く

事務局大学病院事務室係長補佐

（事務局庶務課納品検収センターチーフ）

事務局経理室内における納品

ン酸は、シナプス後膜受容体

に結合し活動電位を生じさせ

る。あまったグルタミン酸は

アストロサイトに速やかに取

り込まれ、グルタミンに変換

される。アストロサイトのＧ

ＡＢＡ受容体Ｂシグナルは、

このグルタミン合成酵素のレ

ベルを安定化していること、

アストロサイトでこの受容体

を欠損すると、過剰な興奮が

起こりてんかん様症状を起こ

講演後半では、アルツハイ

すことを解説いただいた。

マー型認知症発症におけるア

ンモニアの意義についても解

説していただいた。

基礎はもちろん臨床講座か

らも多くの先生が参加し、活

発な質疑応答が交わされた非

常に有意義な大学院セミナー

であった。

（硬組織疾患制御再建学講座 教授 小林泰浩）

検収関係業務は庶務課に業務

管理体制を移行し、事務局経

理室納品検収センターは事務

（第６学年）

局庶務課納品検収センターに

変更

日㈮

（第６学年）

オリエンテーション

日㈬

Ⅰ期試験

0.20％
0.10％
0.01％
0.01％
0.01％
0.01％

108.28円
134.36円
117.23円
111.01円
3.38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
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（香川県支部 学術担当

原

津間
洋 
吉野 旭宏 （助手（歯学部歯科補綴学講座））
中村 功男
中根
隆 （助手（歯学部歯科矯正学講座））

新潟大学・照沼美穂先生が講演
〔 退職（自己都合）
〕
３月 日付
〔採用〕
４月 日付
楢本 達也 （助手（歯学部歯科矯正学講座））


羽鳥 弘毅 （教授（歯学部歯科補綴学講座）） 矢ヶ﨑 雅 
丸山 歩美 （助手（歯学部歯科矯正学講座））
（特任教授）
新村 弘子 （講師（歯学部歯科補綴学講座）） 川原 一祐 
深沢香菜子 （助手（歯学部歯科矯正学講座））
（特任教授）
脇本 仁奈 （講 師（病院総合口腔診療部門）） 赤地 憲一 
中川 直子 （助手（歯学部地域連携歯科学講座））
（特任教授）
トにおける役割を分かりやす
２月 日（金）
、新潟大学
石田 直之 （助教（歯学部歯科保存学講座）） 石川 紘一 
加藤 華子 
（特任教授）
く解説していただいた。
大学院医歯学総合研究科・口
（特任教授）
金沢 昌律 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 植田 章夫 
堀内竜太郎 
アストロサイトは、神経細
腔生化学分野・教授である照
（特任教授）〔採用（更新）
〕  ４月 日付
德田 吉彦 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 岡野 匡雄 
胞に栄養や酸素などを送って
沼美穂先生をお迎えして大学
加藤 大樹 （診
宮本 剛至 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 笠原 悦男 
（特任教授）
 療助手（病院矯正歯科））
おり、神経細胞が生きるため
院セミナーが開催され、
「脳
小川さおり （助教（歯学部歯科麻酔学講座）） 笠原
浩 
酒井 聡美 （診
（特任教授）
 療助手（病院矯正歯科））
に必須な細胞である。アスト
研究から見えてきたこと」と
髙田 寛子 （助手（歯学部口腔顎顔面外科学講座）） 川
茂幸 
西田 優花 （診
（特任教授）
 療助手（病院小児歯科））
ロサイトはグルタミン酸から
いう演題名でご講演いただい
事務局支援センター・校友会・
松田 誠治（ 蒼
）
北村 桂一 
伊藤 啓行 
（特任教授）
 穹会事務室課長補佐
グルタミンを合成し、シナプ
た。
内田 清美 （歯 科衛生士室歯科衛生士チーフ） 鈴木 啓之 
（特任教授）〔採用（新規）
〕  ４月 日付
スに送る。シナプスでグルタ
照沼先生は、九州大学大学
甲田 訓子 （ 診療助手（病院保存科））
藤沢 汐里 （歯科衛生士室歯科衛生士） 高木 宣雄 
（特任教授）
ミンからグルタミン酸に変換
院歯学府博士課程（生化学専
百瀬 由華 （歯科衛生士室歯科衛生士） 高橋 直之 
平岡 敬太 （診 療助手（病院矯正歯科））
（特任教授）
され、シナプス前膜から放出
攻）で細胞内カルシウムシグ
鷹股 哲也 
倉科 勇太 （診 療助手（病院矯正歯科））
〔 退職（任期満了）
〕
３月
（特任教授）
１月 日（土）
、アピオ甲府
 日付
される。放出されたグルタミ
ナルの研究をする傍ら脳神経
川上 敏行
（特任教授）
永澤
栄
中野翔太郎 （診 療助手（病院矯正歯科））
（特任教授）
にて山梨県支部学術講演会を開


科学研究を開始し、これまで
千田 奈実  （助教（歯学部眼科学）） 二條 貞子 
（特任教授）
羽鳥
遼 （診 療助手（病院矯正歯科））
催いたしました。
続けてこられた。
野村 貫之 
大﨑 麻未 （診療助手（病院地域連携歯科））
〔 退職（契約満了）
〕
３月
（特任教授）
人口の高齢化と医療の高度化
 日付
講演の前半では抑制性シナ
甲田 訓子 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 平岡 行博 
山口 裕加 （診療助手（病院地域連携歯科））
（特任教授）
に適応した歯科医療提供には、
プス伝達物質であるガンマア
秋枝 俊江 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 古厩 文宣 
（特任教授）〔採用〕
４月 日付
個々の疾患に対応した配慮を必

ミノ酪酸の受容体であるＧＡ
研修歯科医 名 （氏
佐藤
工  （診療助教（常勤職員）） 牧
茂 
（特任教授）
要としている。
この点について、 歯科診療時の注意すべき疾患と
 名 所･ 属は省略）
ＢＡ受容体Ｂのアストロサイ
今谷満里奈  （診療助手（常勤職員）） 松下美智子 
辻 さやか （歯科衛生士室歯科衛生士）
（特任教授）
本学総合歯科医学研究所健康増 対応を、動画、データ等を交え
森下 太介
（診療助手（常勤職員）
）
（特任教授）
松田 泰明
松本 沙希 （歯科衛生士室歯科衛生士）
進口腔科学部門・小笠原 正教授 わかりやすくお話ししていただ



研修歯科医 名 （氏
宮尾 琴音 （歯科衛生士室歯科衛生士） 吉江みはる 
富田美穂子（ 
（特任教授）
）
をお迎えし、
「歯科診療時のリス きました。
 名 所･ 属は省略） 吉澤 英樹 
講演終了後、会員との交流会
中越 晴彦 （事務局図書館事務課事務員（契約職員）） 飯島
勲 
松井
碧 （臨床検査室臨床検査技師） 山田 賢一 
内田 啓一（ 
（特命教授）
）
ク管理マネージメント」の演題
で、会員が熱心に各自の症例に
武田 葊治 （事務局管理課事務員（契約職員））〔採用（再任）
）
中村由起子
赤羽 二郎（ 事務局支援センター・校友会・） 安西 正明（
〕 ４月 日付
（病棟看護師室看護師）
でご講演いただきました。
蒼
穹会事務室（契約職員）





堀部 寛治 （助教（歯学部口腔解剖学講座）） 伊東
宮坂 史佳
花岡 平司 （薬局薬局長（契約職員）） 森
啓（ 
（手術室看護師）
）
恵
当日は、寒さ厳しいなか、山 ついてご指導を賜り、大変有意




大木 絵美 （ 
）
吉田 未来 
尾﨑 友輝 （助教（歯学部歯科保存学講座）） 松沢 遥花  （病棟看護師室看護師） 内藤 幸子（ 
）
梨県支部会員と山梨県歯科医師 義なひと時となりました。
小笠原教授には大変お忙しい
長内
秀 （助教（歯学部歯科放射線学講座）） 伊藤 万里 （臨床検査室理学療法士（契約職員）） 新藤 澄江 （外来看護師室看護師（契約職員）） 伊能 利之
会口腔保健センター
（摂食嚥下・




香川県支部会員
）
髙谷 達夫（ 
岡崎
瞬 （臨床検査室理学療法士（契約職員）） 佐藤美穂子 （手 術室看護師（契約職員）） 笠原 隼男（ 
）
障碍者歯科診療）の歯科医師・ ところありがとうございました。
澁谷
徹（
（山梨県支部
期生 由井 悟）
）
萩原早矢香 （臨床検査室理学療法士（契約職員）） 中島 靖子 （
〔採用（新規）
〕 ４月 日付
）
歯科衛生士の方々も参加され、




石岡 康明 （助教（歯学部歯科保存学講座）） 鈴木 恵理 
横林 忠孝 （事務局庶務課参与（出向受入職員）） 影山
徹（ 准教授（病院矯正歯科）
）
〔兼務〕 
４月 日付
菅生 秀昭 （助教（歯学部歯科補綴学講座）） 内田 清美
召田 三博
香川県支部



前島 信也 
霜野 良介 （助教（歯学部歯科補綴学講座）） 谷内 秀寿 
臼井 弘泰 
徳島大学・吉村 弘教授が学術講演
事務局庶務課納品検収センター
佐藤
工 （助教（歯学部口腔顎顔面外科学講座）） 横山 幸代 （事 務局総務課（契約職員）） 野本 享嗣（ マ
ネージャー（出向受入職員）） 矢ヶ﨑一浩 （講 師（歯学部環境学）兼務）
事務局財務室（契約職員）
〔
配
置
換
〕
４月 日付
森 こず恵 （助教（歯学部歯科放射線学講座）） 七倉
亮 （事
）
〔
昇
任
〕
４
月
日
付
「急増する高齢者医療に向けての神経生理学的理解」
務局経理室兼務


（事務局総務課副主幹）
喜多村洋幸
召田 仁子 （事務局経理室（契約職員）） 西澤 恵美 （歯科衛生士室歯科衛生士チーフ） 一ノ瀬敦博




２月 日（土）
、香川県歯科 題に直面しており、高齢者の肺
早川 大輔（ 
）
荻村 博文 （事 務局経理室（契約職員））〔配置換・兼務〕 ４
〔採用（更新）
〕  ４月 日付
 月 日付
医師会会館にて「急増する高齢 炎での死亡率が増化傾向にある。
宏一 （
三好 弥恵 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 丸山 雅久 （事務局庶務課（契約職員）） 林
蕨岡
馨
）
教
授（歯学部皮膚科学）兼務




者医療に向けての神経生理学的 口腔内環境を良好に保つことが
４月
佐故 竜介 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 樋口 壽英（
冨士 岳志（ 講師（歯学部地域連携歯科学講座））〔 組織統合・組織名称変更〕
）
 日付



理解 ―歯科医療がどのように 生命に直結する局面でわれわれ
初診室（総合診断科）および
〔配置換〕 
４月 日付
岩﨑 拓也 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 須澤 秀雄


関わるのか」と題して香川県支 の貢献できる場所は増えた。
出分菜々衣 （助教（歯学部歯科保存学講座）） 総合口腔診療部門は組織を統
奥瀬 稔之 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 中村 良二 
そこで、口腔機能の低下をい
合し、初診室（総合診断科・総
部学術講演会が開催された。
〔配置換・兼務〕 ４
田井 康寛 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 中野 唯人 
 月 日付
合診療科）に組織名称を変更
今回は徳島大学大学院・医歯 かに防ぐかを科学的に理解し、
岩﨑由紀子（
）
鈴木 荘太 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 長島 規夫



薬研究部・口腔分子生理学分野 効率的な治療を行うことが必要
朝比奈伯明 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 山岸 和男 
原 弥革力（ 
）〔組織名称変更〕 ４月 日付

事務局管理課は事務局庶務課
吉村 弘教授をお迎えして歯科 だ。その上で大脳生理学の観点 先生方から学ばせていただき、 〔採用（新規）
）４月
中根
卓 （事 務局学事室（契約職員））〔 配置換・兼務（組織変更〕
〕  ４月 日付
 日付
に組織名称を変更
領域で関わる脳の生理機能の異 から疾患のメカニズムを学ぶこ 香川県下の歯科医療の発展に尽
上原 龍一 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 奥原 徳子 （事務局学事室（契約職員）） 山本 昭夫（
）



倉澤 郁文（ 
）〔組織変更〕
小澤
博 
 ４月 日付
――――

松本歯科大学校友会――――

山梨県支部

総合歯科医学研究所・小笠原 正教授が講演

常に関してご教授いただいた。

12

小笠原教授（前列中央）を囲む支部会員

今後も支部会員はさまざまな

東京外国為替相場と各国定期預金金利

（3カ月物）

▲

▲

▲

株価
日本
19,735.34円
24,133.78ドル
米国
金地金店頭価格 （消費税込み）
6,549円
売り（１グラム）
6,429円
買い（１グラム）
（消費税込み）
白金地金店頭価格
3,015円
売り（１グラム）
2,895円
買い（１グラム）

（SMBC 信託銀行ＨＰ等より）

８
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内外の経済 4月28日付
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