ファイザー製ワクチンを接種し
新型コロナウイルス感染症の発症予防
４月５日（月）から６日（火）にかけて、本学病院の医療従事者を
対象に新型コロナウイルスのワクチン接種が始まり、 日（月）には
臨床研修歯科医にも接種が行われた。ワクチン接種は全２回を基本
としており、２回目は１回目の接種から３週間後に実施され、５月下
旬には医療従事者全員の２回の接種が完了する。

りワクチン 本分を本学病院事務室の

立病院機構・まつもと医療センターよ

に筋肉注射がなされ、アナフィラキシ

護師らによって被接種者の上腕三角筋

クチン接種が行われた。本学病院の看

看護師、歯科衛生士など１３５人にワ

本学医療従事者にワクチン接種始まる

けた人からは「痛みはまったく

感じなかった。ワクチンを受け

前島信也病院長は「病院機能

日以降に予定している。

する医療従事者優先接種は５月

と話している。

ロナ禍の終息が期待できます」

ば、新たな感染者が減少し、コ

持ちに余裕をもって診療に従事

と接する人の身を守るために、

ため、医療者として自分と自分

の継続のため、院内感染予防の

種を終えた医療従事者等は約

イルスワクチンの１回目の接

政府が公表した新型コロナウ

て発症リスクが減ることで、気

引き続き 日（月）には本館

できる」との感想が聞かれた。

３週間後の 日（月）からは第

た、第１回のワクチン接種から

等２４０人が接種を受けた。ま

研修歯科医や外部保健所関係者

７階エレベーターホールで臨床

応答を誘導し、発症を防ぐ最大

その病原体の感染に対して免疫

作用をコントロールしながら、

た。ワクチンは、被接種者に副

多くの方が接種してくれまし

機関として地域社会への貢献が

き、今後も地域の中核的な医療

速やかに接種を終えることがで

ている中、本学の医療従事者は

率は全体の ％程度にとどまっ

１２０万人（

続いて衛生学院生を代表して

ます」と誓いの言葉を述べた。

と受け止めている」と話し、今

拡大を水際で防ぐことができた

の検査で感染者が分かり、感染

「万全を期すために行った直前

ていた。宇田川信之歯学部長は

検査では、全員の陰性を確認し

生全員を対象に実施したＰＣＲ

とした。４月２日（金）に新入

学部の入学式は取りやめ、延期

性反応があったため、急きょ歯

実施した結果、新入生１人に陽

期待される。

日現在 ）
。進捗

リスクが１／ に減じ、発症・

２回の接種が開始された。
なお、 の武器となります。多くの被接

歯学部第５学年臨床実習生に対

キャンパスにソメイヨシノが

丸山歩海さんは「本日より松本

の理念を信奉し、学則を守り、

種者による集団免疫ができれ

重症化予防がいくつかの臨床試

咲き誇る４月８日（木）
、松本

松本歯科大学大学院・衛生学院 入学式

社会において信頼される人間となれ

かけての両日、本学の医師、歯科医師、 験で証明されている。接種を受

野澤良子副事務長が塩尻市の職員と共

４月５日午前 時、独立行政法人国

に受け取り、本学病院に移送して薬局

ーなどの副反応を起こす者は一人もな
ワクチンはファイザー社製で、接種

歯科大学大学院（歯学独立研究

隣人を愛し、愛を持って良き近

み、衛生学院生は医療従事者に

歯科医学に貢献できるよう励

は各自の研究テーマを追究して

川原一祐学長は、
「 大学院生

介、加藤聖也、兼高聖空、後藤

石田ゆつき、千葉紗記、今村奏

長・谷川貴彰をはじめ廣渡 武、

り、私たち第２学年生有志（隊

の３日間、新入生の入寮にあた

タートのお手伝いができ、

桃菜、鄭熙、堀内資之、林艾亭、 んが、新入生の大学生活ス

上手くできたか分かりませ

ていただいた先輩方のように

などの説明を行いました。

でのルール、学校生活について

３月 日（金）から 日（日） に部屋の説明やキャンパスイン

たちも先輩として学業に励み、

きたいと思います。また、自分

らず引き続きサポートをしてい

のになることを願い、今回に限

れからの大学生活がより良いも

ているようでした。新入生のこ

元気で新生活に期待を膨らませ

らかにした。

後もさらなる検査を行い、感染

当日、抗原検査・ＰＣＲ検査を

防止策を徹底していく考えを明

なお、歯学部の入学式も合同

代歯科医学の担い手となるべ

の入学式が本館７階講堂で挙行
生 人が式に臨んだ。
矢ヶ﨑 雅理事長は「一人ひと
りが常に緊張感を持って健康な
学生生活を送ってほしい。在学

新入生の入寮を手伝い質問にも対応

中はたくさん学び、
本に親しみ、 第 ２ 学 年 有 志 が サ ポ ー ト 隊 を 結 成
よき仲間をつくり、松本歯科大
学をさらに発展させるよう、研

なるという崇高な気概を持って

邱韻軒、蔡慈恩）が主なメンバ

生としての誇りを持ち、歯科医

真院生は「松本歯科大学大学院

大学院生を代表して吉田拓

しました。そして、新入生の荷

施後、学生支援センターへ案内

とその保護者の方々に検温を実

車の誘導を行ってから、新入生

サポート隊は、まず新入生の

良い機会となりました。

２年生になろうと決意する

え、新入生のお手本となる

で先輩としての意識が芽生

されたり頼りにされること

になり、本学のことを質問

（第２学年 千葉紗記）

力を合わせ精進していきます。

良い歯科医師になれるよう皆で

学んでください。確固たる目的

昨 年、 私 た ち を サ ポ ー ト し

と生活信条を持ち、将来社会に

学・歯科医療の発展に寄与でき

物の搬入を手伝って、部屋にお

た。初めて後輩を持つこと

る学際的知識と専門技術を修得

新入生の皆さんはとても

した研究者を目指し、より一層

いました。

誇らしい気持ちになりまし

鑽を積み努力されることを願っ

19

25

く、
努力いたします」と誓った。 で開催される予定であったが、

され、大学院生 人、衛生学院

科）
、
衛生学院
（歯科衛生士学科） 歯科大学衛生学院生として建学

すると接種していない人と比べて発病

く無事に終了した。

10

届けしました。さらに、新入生

いただきたい」と告示した。

ています」と激励した。

誓いの言葉を述べる吉田大学院生

19

の冷蔵庫に保管された。
同日午後２時からは病院エントラン

19

26

ーとなり、入寮のサポートを行

28

スホールをパーテーションで半分に仕

移送されたワクチン

おいて信頼される人間になって

26

11

切ってワクチン接種会場とし、６日に

4 月 5 日より医療従事者へのワクチン接種が始まった

27

20

11

校歌静聴の後、挨拶に立った

30

の向学心をもって研究に奮励し
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ところが、歴代の自民党政権

全保障」の名のもとに、海外派

を分析すると、未来を先読みす

５月３日は「憲法記念日」
。

明白な憲法違反であるのに、

兵さえ現実のものとされそうだ。

ーだ。首相が誰と何時に会った

停滞していたら、何が原因なの

１９４７（昭和 ）年に施行さ

ほうがいい。

かを調べたほうがいい。株価は

れた「日本国憲法」に思いを致

『プレジデント』 月 日号「リーダーの掟 飯島 勲」より、
小泉内閣の秘書官時代にすべての新聞を読み込んだ飯島先生
が指南する「新聞の読み方」の記事を要約して紹介します。

なのかを自分で判断できるよう
に訓練することが必要だ。とは
いっても、１人暮らしの新入社
員が自宅で５紙全部を定期購読
するのは難しい。その場合は、
朝日と読売のように方向性の違

詰まっている。

就職活動中の学生なら、志望す

る企業の株価を毎日確認すると

強い反感を抱く人たちがいた。

外国の脅威を言い立てて、強

大な軍事力を備えろと叫び、年

ごとに「防衛費」を膨張させて、

の面会があれば、
「 政治案件の

また、法務省や警察庁の幹部

のニュースを探すのだ。メーカ

生のころの新聞で志望する企業

法がある。図書館にいって高校

たが、無謀な戦争に敗れ、天皇

れた「大日本帝国憲法」であっ

１８８９（明治 ）年に発布さ

わが国の最初の憲法は

なによりも大切にされるべき

徴兵制度まで復活されかねない。

法改正を許せば、韓国のように

よい。株価が上昇傾向にある業

４月の菅 義偉首相の訪米で

い く 」と い う 人 は 少 な い だ ろ

事件が動いているのだろう」と

も、日程が公式に発表される数

えてしまった。今や「集団的安

いつの間にか世界有数の戦力を備

う。多くの場合、自分にとって

界の中で、志望先の会社だけが

惑で書いている。つまり、こう

興味関心のあるニュースだけを

カ月前から、首相動静には「そ

の中には、こうした高い理想に

ろそろ米国との首脳会談があ

企業の経営状況を正確に反映す

し、
「国の成長を期する」記念 「戦争ができるのが普通の国だ」

新聞はこう読みなさい

る」という情報が小出しにされ

るので、入社した後で問題が発

新社会人諸君

ている。外務省の北米局長の訪

覚したら大変だ。

新聞は就職活動にも有用だ。

問が増え、その後、各省庁の審

るトレーニングになる。

議官クラスがそろって面会した

かのリストが出ているだけだ

う複数の新聞を選んでバランス
ネットニュースが悪いもの

例えば、中国で何か事件が起
した記事は「事実」とは違うこ

などと放言している。彼らに憲

きたときに、一面で大きなスペ
とを理解して読むべきだ。日経

政局の解説記事などは、まだ

が、驚くほどたくさんの情報が

知の事実だ。全国紙５紙の中で
を取ればよい。

私が大学で教鞭をとっている

紙面に書かれていることを真

も、革新的な朝日・毎日、保守

ときに、学生に教えた秘蔵の手

とはいっても、やることは簡
ースを取って報じるか、外信面

なる。
毎日チェックしていれば、 ーの新技術開発の記事などが出

主権の国体が崩壊した結

そして現在の憲法が作

果、完全に廃棄された。

選んで読むため、情報に偏りが

ていたら儲けものだ。その会社

の経済記事にも同様の傾向があ

の面接で志望動機を聞かれたら

ど、各紙の位置づけは違う。

今まで出てこなかった名前が掲

る新聞は１紙というところが多

載されたとき、政府は新しいこ

られたわけなのだが、こ

生まれる。新聞の場合、全く興

とを始めようとしていることに 「高校時代に○○新聞で御社の

味のなかった情報が目に入って

ると、
それぞれの会社の政治部・ して起きたことしか掲載されな

きて、仕事上で新しいアイデア

れは人類が長い歴史の流

る。そういう意味では、結果と
いスポーツ紙は、ある意味で安

れの中で積み上げられて

毎日、５紙を並べて読んでみ

都道府県にある地方紙と全国紙
社会部・経済部・外信部のスタ

新技術開発の記事を読んで感動

いだろう。地域によっては、各
を１紙ずつという家もあるかも

し、こういう会社で働きたいと

きた叡智の結晶であり、

気づくだろう。何か重大な発表

大学でもこの分野を勉強しまし

があったとき「あの日の面会が

た」といえば、人事担当者はグ 「国民主権」
「基本的人権

のきっかけになることもあるの

」と気づくことが多い。

で、一度、新聞を取ってみてほ

最近、都会の若者たちは新聞

私が毎朝の新聞で、最も重視

首相動静を毎日切り抜いてス

心である。
を取らずにネットニュースだけ

しい。

ンスの違いが見えてくる。会社

だがそれだけでは足りない。
方針だけでなく、各部の担当デ
という人も多いそうだが、これ

しれない。
スクの好みもある。だから、新

界に誇るべき宝物である。

聞を１紙だけ読んで、すべて理

この憲法の制定時に学

日本のマスコミ各社は「不偏不

ルス、真菌などについても講義

術面から多大の寄与を成

党」をうたっているが、それぞ

クラップして、首相の面会相手

することから、「細菌学」を「微

し遂げた宮澤俊義博士

三大要素を高く掲げた世

の尊重 」
「 平 和 主 義 」の

しているのが首相動静のコーナ

研修募集書類選考は、本年７月

生物学」に変更した。第３、４

ッとくるに違いない。
ては、４カ月の総合診療研修の

に行われる予定である。校友の

学年では「全部床義歯学」を「全

ではいけない。
開始式では、亀山敦史副歯科

のち４カ月学外の協力型施設に

先生方におかれましては卒業予

解した気持ちになるのはやめた

病院長（研修管理委員長）から

おける研修を行い、最後に２カ

定の方へのご紹介を宜しくお願

れ思想的な色分けがあるのは周

一員として感染対策を生活習慣

「コロナ禍においては、病院の

月のまとめ研修を行う予定とな

学」
を
「部分床義歯補綴学」
、「冠・ かなる権力によっても奪

したい人たちにとって

明らかに邪魔物なのだ。

「言論の自由」などは、

わせで「法律の範囲内」

「国民の義務」と抱き合

でのみ権利を保障した

大日本帝国憲法を復活

させたいらしい。

どこの国においても、

行から国民を守るもので

憲法は無法図な権力の横

あり、義務を強いるもの

創立者もこうした「逆

ではない。

コース 」には腹立ちを

隠されなかった。
「 第二

松本歯科大学はカリキュラ

語コミュニケーション学」を発

設した。また、
昨年度までの
「英

学ぶために「人体機能学」を新

く所存である。

実したカリキュラムを整えてゆ

きる歯科医師を育てるための充

を解析しながら、社会に貢献で

今後も、社会情勢、教育効果

を「歯内治療学」に変更した。

ぐものである。

た「人類普遍の原理」を引き継

メリカ合衆国の独立宣言が示し

ランス大革命での人権宣言やア

いると指摘している。まさにフ

ことが、その根幹に据えられて

リッジ補綴学」
に、「歯内療法学」 の尊厳」を明確に保障している

若い諸君にも、この機会に憲

しく批判されていた。

な教育基本法の改定などをきび

し、
「愛国心」を強制するよう

の尊さを忘れてはならない」と

の上に打ち立てられた平和憲法

次大戦の過酷な大犠牲

ム・ポリシーとして「ディプロ

架 工 義 歯 学 」 を「 ク ラ ウ ン ブ

マ・ポリシーを達成するために

音琴淳一）

部床義歯補綴学」
、
「部分床義歯 （元 東
･ 大教授）は、い
（

い申し上げます。
っている。
本学病院の令和４年度の臨床

においても充分に行い、さらに
本学病院と患者さんのために将

病院初診室・研修管理委員会
プログラムⅠ（単独型）責任者

臨床研修歯科医は２カ月の各

展させて「環境学・国際文化学」

うことができない「個人

診療科における初期技術研修を

ム編成を行う。
」と掲げている。 を開講することとなった。この

６年一貫の弾力的なカリキュラ

科目は、地球環境、国際文化、

来活躍できるような充実した研

受ける予定となっている。その

本年度はこのポリシーを踏まえ

英会話能力などについて学び、

２０２１年度カリキュラムの変更点

後、プログラムⅠ（単独型施設

て科目の新設と科目名の変更を

修を日々行ってほしい」という

研修）の 人は４カ月の総合診

行った。

人全員に臨床研修許可証が手

へ激励の言葉が送られた。

之歯学部長より研修歯科医全員

渡された。また後日、宇田川信

40

主旨のご挨拶をいただいた後、

療研修を送り、さらに４カ月は

本学の教育目標である豊かな教
養と人格を備えた歯科医師を育

維持と擁護に最大の努力を払う

て、わが国の将来に思いを寄せ

すでに 年以上にわたって、

てほしいのである。

務大臣の文民性」で、軍部の独

の不保持」
「交戦権の否認」
「国

体的には「戦争の放棄」
「 戦力

て「平和憲法」の存在なしには

兵せずに済んだ。これらはすべ

トナム戦争にも中東戦争にも派

合うようなことがなかった。ベ

日本人が組織的に外国人と殺し

べきことも規定されている。具

走によって引き起こされた大戦

語れない。絶対に忘れてはなら

ないことである。

争の惨禍への苦い反省が、こう

した。

した積極的な反戦条項を生み出

70

「人体機能学」「環境学・国際文化学」を開講

各自の希望により専門臨床研修

第１学年では、人体の各機能

法学の初歩だけでも思い出し

始前の３月 日（木）には全員

あるいは総合診療研修を行う。

科目名の変更としては、
第２、

成するためのものである。
３学年において、免疫学やウイ

人体機能学を担当する海野俊平講師

平和に高い価値をおき、その

令和３年度松本歯科大学病院

がコロナ抗原検査を行い、陰性

がどのようなメカニズムによっ

27

（教務部長 中村浩彰）

の臨床研修が４月１日（木）か

て成立し、個体の生存や健康に

ら開始された。今年度は近年最

そして最後に２カ月のまとめ研

多の 人もの研修歯科医が松本

できた。

修を送る予定である。プログラ

歯科大学病院で研修を行う。開

であることが確認されており、

憲法を読み直そう

22
!

その上で全員が参加することが

臨床研修許可証を授与される研修歯科医

どのようにかかわっているかを

25

ムⅡ（協力型施設研修）におい

研修許可証を手に日々の研鑽を誓う

基本的人権も、情報統制を強化

の小さな記事として扱うかな

の方法を紹介したいと思う。

笠原

大学誌編集主幹
特任教授

に受けるのではなく、何が事実

春、新生活のスタートに戸惑
的な読売・産経、さらには経済

ら、首脳会談で取り上げるテー

飯島 勲

っている新社会人も多いだろ

マの検討だろうと推測できる。

内閣官房参与
松本歯科大学常務理事
特命教授

う。今回は、そんな若人たちに
だとは思わないが、
「 ネットニ

14

一般の家庭で定期購読してい

22

5

単である。新聞を読めばいい。

日である。

ュースを上から順番に読んで

浩

紙の政治部記者がそれぞれの思

飯島先生は「新聞の内容を鵜呑みにするな」と指摘

重視の日経の３つに分類される。 現実に起きていないことを、各

!

向けて、とっておきの情報収集

!

創立者の 「視点」

臨床研修歯科医開始式
40
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効率的 な管理・運営 を行い、コスト削減に努める
学校法人松本歯科大学の第１９７回理事会、
第１３９回評議員会が３月 日（木）
に開催され、２０２１年度の事業計画および予算案、中期計画などの案件が審議さ

⑤世界水準の研究活動の推進

ます広がりを増している。

新型コロナウイルスを含め感染

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、

性を発揮できる質の高い歯科衛

する多くの職種と協働して専門

るなかで、歯科医師をはじめと

③病院実習の指導体制の確立

②機材、器具の適正管理

①歯科の専門領域の充実

⑴歯科部門（口腔医学部門）

防止を強化する。

９７６年２月 日に歯科衛生士

④歯科診療における院内感染

チーム医療の推進が強調され

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

に開校した。１９７７年３月９

ットーとし、学生が将来歯科医

人間たれ」という教育方針をモ

「良き歯科医師となる前に良き

おける総合的な人材を育成して

拠点の形成と、歯科医学分野に

研究と技術開発が融合した研究

院”を掲げて、先端歯科医療の

要な知識と技術を教授するとと

衛生学院は、歯科衛生士に必

える。

可を受け、本年度で 年目を迎

践的な歯科衛生士の育成

また、２０１４年３月に“松
用する最先端の研究に取り組ん

て、共同研究を進め、世界に通

数の研究機関や企業と連携し

研究においては、国内外の多

で、老後のＱＯＬを支える柱と

今日、高齢化が進行するなか

することを目的としている。

に貢献できる有能な人材を育成

もに、豊かな人格を養い、社会

②新卒者の歯科衛生士国家試

①優秀な入学者の確保

改善

②カリキュラムの見直しと、

本歯科大学アクションプラン２

体的な目標を示した。このアク
②大学院教育の実質化

①入学定員充足率の向上

てきた。口腔健康管理の担い手

らためて認識されるようになっ

して、歯と口の健康の意義があ

門の収益改善を図る。歯科医科

の更なる強化拡充および医科部

歯科大学病院として歯科部門

〈 Ⅱ 病院・診療 〉

ションプランを実現するために、

⑤適正な診療録記載の徹底
⑵医科部門

②診療科ごとの収支改善と目

標管理の徹底化

③手術室の人員体制整備と病

床稼働率の改善

関連事業

④新型コロナウイルス感染症

〈 Ⅲ 管理・運営 〉

び、学術情報の構築と提供を

行う。

⑸新型コロナウイルス感染拡大

防止

ンスを考慮した人員体制を整

⑹新卒採用を実施し、年齢バラ

え、日常定期的な業務の効率

化や職員の質的水準向上のた

めのＳＤを実施

財政面における安定的運営を

⑺大学の支出を計画的に管理し、

病院の収支改善、学生募集に

おける募集人員の確保、それ以

先させつつ、その執行にあたっ

学運営上必要不可欠な対応を優

よび予算外の支出については大

募集人員 名を確保する。

予備校訪問にてアピールし、

験入学やウェブ広告、高校・

上や特待生制度など、一日体

⑻歯科医師国家試験の合格率向

実現する。

外のコスト削減を基本とする。

ける日帰り手術と利用患

②二條皮ふ科クリニックにお

て十分な検討を行い、引き続き

予算に基づく適正な予算執行お

者数の更なる増加を図る。

効率的な管理・運営を行う。

取り組み

①外来診療部門収益改善への

地域に周知し、利用者数の

③健康づくりセンターを広く

⑴施設・設備の維持管理

⑶設備の更新

⑵省エネルギー対策

増加を図る。

①地域医療連携の推進および

⑶共通部門

センス活動に努める。

⑼知的財産の管理の適切なライ

⑽科学研究費助成事業への応募

研究費配分制度を継続実施

を奨励するための新たな学内

616,956,000

ニーズに応えた蔵書管理およ

連携による健康増進・疾病予防

矢
 島 安朝

翌年度繰越支出資金

⑷図書館では、学生・研究者の

として、歯科衛生士は「最も求

病院アドバイザー

亀
 山 敦史

900,410,000

院内での活用による検査

③標準修業年限内での学位授

ＸＡ）の大幅利用促進

副歯科病院長

悦男

その他の支出

設備（ＣＴ、ＭＲＩ、ＤＥ

３つのポリシーを基盤とした教

院内感染対策の徹底を図り、

浩

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

笠
 原

 笠原

252,630,000

を推進し地域に貢献する。

山本 昭夫

大学誌編集主幹

衛生学院長

施設設備関係支出

められる医療専門職」のひとつ



中村 浩彰

前島 信也

1,311,386,000

与の促進

といわれ、その活動分野はます

図書館長



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

矢ヶ﨑 雅

教務部長



その他の収入

育を全学共通の方針として実行



川原 一祐

病院長

0

る人材の育成を目指している。

０１５”を制定し、２０１５年
でいる。

験の全員合格

度から２０２１年度にかけた具

46

防止対策の徹底

いる。

師として社会に貢献し、歯科医
いる。

①社会のニーズを踏まえた実

日には、専修学校として設置認

学の発展に寄与することができ

14

川原 一郎

借入金等返済支出

④研究者、大学教員の養成

理事長



役職教員

長

学



0

する。
①歯学部教育の質の保証と向上
②退学者、除籍者の低減
③標準修業年限内での卒業率
の向上
④歯科医師国家試験合格率の
向上

した研究科ではなく、総合歯科

学生部長

借入金等収入

25

 宇田川信之

円）

（単位

れ、いずれも満場一致で承認可決した。

【主な会議事項】
１．２０２１年度事業計画につ
いて
２．２０２０年度補正予算案お
よび２０２１年度予算案に

合歯科医学研究所

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

医学研究所を基盤にした独立研

歯学部長

6,231,436,000

支出の部合計

ついて
３．中期計画（２０２１～２５
年度）案について

会議事項１、２、３、４につ

究科で、２００２年 月 日に

研究科は、学部の講座を主体と

いては詳細な説明がなされ、承

設置認可を受け、２００３年４

の承認について

認可決した。なお、２０２１年

月１日に開設し、本年度で 年

大学院は、口腔生命科学の理

目を迎える。

論および応用を教授研究し、そ

創造性豊かな優れた研究者を養

0

466,000,000

４．２０２１年度内借入限度額

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 〉

の深奥を究め、もって文化の進

成するとともに、社会環境に柔

展に寄与することを目的とし、

松本歯科大学（歯学部）は、

借入金等利息支出

前年度繰越支払資金

6,231,436,000

収入の部合計

１．歯 学 部

１９７２年１月 日に設置認可

型研究者・歯科医療職業人を養

識と専門的技術を修得した境界
成することを目指している。

本年度で 年目を迎える。
歯学部は、建学の理念を具現

96

1,786,000,000

付随事業・収益事業収入

734,440,000

管理経費支出

250,200,000

1,542,000,000

補助金収入

教育研究経費支出

16,000,000

2,185,000,000

寄付金収入

人件費支出

2,401,850,000

学生生徒等納付金収入

予算金額

目

科

予算金額

目

科

部

の

出

支

部

の

入

収

19

19

12

教育においては“研究型大学

2021年 4月1日～ 2022年3月31日



挨拶をする矢ヶ﨑理事長

を受け、
同年４月１日に開設し、 軟に対応できる豊富な学際的知

29

し、
人間としての倫理に基づき、

2021年度予算

理事会報告
化し人間教育全体を教育目標と

50
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新教授紹介


（２０２１年 月１日付 就 任 ）

矢島 安朝

も含めて 年間東京歯科大学で

東京での生活は長く、学生時代

め故郷を離れ東京に出ました。

深志高校を経て、大学進学のた

清水小学校、清水中学校、松本

くことになりました。

あり、本学に勤務させていただ

経験いたしました。今回、縁が

し、病院長や大学院研究科長を

ここで教授として 年間を過ご

インプラント学講座が新設され、

関と連携して行ってまいりまし
た。本学においても、各科との
連携を密にした診療を行い、診

形症の治療や腫瘍切除後の顎骨

つです。私はこれまで主に顎変

携を最も必要とする診療科の一

医療を担う多くの優れた人材の

続するとともに、次世代の歯科

ードバックを目指した研究を継

学の理念のもと、臨床へのフィ

（助教（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
）

（助手（歯学部口腔顎顔面外科学講座）
）

１

（診療助手（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）
）

（事務局大学病院事務室健康運動指導士）

（外来看護師室看護師（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（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）

事務局学事室兼務

（事務局大学病院事務室副事務長（契約職員）
）

（事務局大学病院事務室事務長補佐（契約職員）
）

事務局支援センター・校友会・蒼穹

会事務室マネージャー（契約職員）

外来看護師室看護管理アドバイザー（契約職員）

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

病院健診センター・健康づくりセンター

歯科衛生士（歯科ドック担当）
（契約職員）

（事務局大学病院事務室事務員（派遣職員）
）

教授（歯学部口腔病理学講座）
病院検査科病理（歯科医師）兼務

教授（歯学部歯科薬理学講座）

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

准教授（歯学部歯科理工学講座）

大学院歯学独立研究科顎口腔機能制御学講座兼務

准教授（歯学部歯科麻酔学講座）

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

倉科 麻美 （外来看護師室看護師） 〔昇任・兼務〕  ４月 日付

①6月13日㈰ ②7月11日㈰
③7月18日㈰

※ 6、7月開催分のみ掲載

開催時間 9：30 ～ 15：00（受付 9：15 ～）

●キャンパスツアー ●ランチ体験

※ 参加希望の方は、本学ホームページまたは
電話にてお申し込みください。

●模擬実習 ●入試説明・進学相談 など

www.mdu.ac.jp

事務局庶務課（納品検収センター）主任兼務

事務局図書館事務課主任司書

主任

歯学部兼務

講師（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

歯学部兼務

講師（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

大木 絵美（ 
）
塚田 涼子  （法人（総務）係長補佐）
髙谷 達夫（ 
）
一ノ瀬 敦博  （事務局庶務課副主幹）
〔昇任〕
４月 日付
〔配置換・兼務〕４ 月 日付

主幹
小倉 英文  （ 事
青柳 英治 （
）
務局庶務課長）
〔昇任・兼務〕  ４月 日付
〔本務名変更〕  ４月 日付
宮嶋 秀明 （ 事主幹務局学事室課長 ）
原
聖司 （事務局衛生学院事務室長）


事務局入試広報室課長兼務
主査
若林 英美（ 事 務 局 入 試 広 報 室 係）
長
〔兼務〕 
４月 日付
事
務
局
学
事
室
係
長
兼
務
永井 志保 （
）
大場 有記 （ 事務局入試広報室チーフ兼務）

〔配置換・兼務〕４ 月 日付
中村 朱里  （事務局入試広報室兼務）
島田 陽子 （ 事務局衛生学院事務室兼務）
）
十川 紀夫（ 
竹岡 亜紀 （ 事務局衛生学院事務室兼務）
富田美穂子 （ 
）
髙山きよ江 （
 事務局衛生学院事務室兼務）
〔兼務〕
４月 日付
三村 杏奈 （

 事務局衛生学院事務室兼務）
岡藤 範正
（学力向上担当主任兼務） 〔採用〕
４月 日付


〔兼務解く〕  ４月 日付
今井由布子 （法人（総務）事務員（派遣職員））

■お問い合わせ■

（事務局大学病院事務室事務員（契約職員）
）

（診療助手（病院初診室（総合診断科・総合診療科）
）

（事務局大学病院事務室事務員（派遣職員）
）

茜 （助 教（歯学部歯科保存学講座））

中村 圭吾 （助 教（歯学部歯科保存学講座））

宮國

山田 賢一
三好 弥恵 （助教（歯学部歯科保存学講座）） 後藤 由香 （外来看護師室看護師）



（手術室看護師）
山口 裕加 （診療助手（病院地域連携歯科）） 西田 洋平 （助教（歯学部歯科麻酔学講座）） 中澤 里美 


〔退職（自己都合）
〕３月 日付
）
伊藤 啓行
伊能 利之（ 助教（病院初診室（総合
百瀬 寛子 （外来看護師室看護師）
診
断
科
・
総
合
診
療
科
）
）



助教（総合歯科医学研究所硬）
松山 雄喜 （講 師（歯学部歯科補綴学講座）） 児林 芙弓 （事務局総務課事務員（派遣職員）） 岩本 莉奈（ 組
山室ひとみ （外来看護師室看護師）
 織疾患制御再建学部門）
内川竜太朗
（助教（歯学部歯科保存学講座）
）
浅野ひろ子
山﨑三恵子 （ 薬局薬剤師（契約職員））
〔採用（更新）
〕 ４


 月 日付
水谷 莉紗 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 茜ヶ久保営 
原 弥革力 
〔退職（出向契約終了）
〕３月 日付
奥瀬 稔之 （助 手（歯学部歯科保存学講座）） 横林 忠孝 （事務局庶務課参与（出向受入職員）） 水谷 隆一 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 谷内 秀寿 
鈴木 荘太 （助 手（歯学部歯科補綴学講座）） 〔採用〕 
平井博一郎 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 〔採用（本務名変更）〕４月 日付
４月 日付
篠原 聖武 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 矢ヶ﨑 雅
朝比奈滉直 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 七倉
亮 （事務局経理室長（契約職員））
（特任教授）




（病棟看護師室看護師）
三澤
叶
川原 一祐
田村 瞬至 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 〔採用〕 
（特任教授）
４月 日付


（病棟看護師室看護師）
（特任教授）
小松 里衣
赤地 憲一
村上 康彦 （助 手（歯学部地域連携歯科学講座）） 荻村 博文 （事 務局経理室（契約職員））


後藤恵理奈 （歯科衛生士室歯科衛生士） 石川 紘一
（特任教授）
山上 裕介 （助 手（歯学部地域連携歯科学講座）） 召田 仁子 （事 務局経理室（パートタイマー））


弓倉 愛理 （歯科衛生士室歯科衛生士） 植田 章夫
（特任教授）
上田 敬介 （助手（歯学部歯科麻酔学講座）） 丸山 雅久 （事務局庶務課（契約職員））




〔退職（任期満了）
〕３月 日付
岡野 匡雄
（特任教授） 〔採用（新規）
〕 ４月 日付
〔採用（配置換）
〕
４月



 日付
平岡 敬太 （助手（歯学部歯科矯正学講座）） 横山 幸代 （事
北村 桂一 
笠原 悦男 
（特任教授）
（特任教授）
 務局庶務課（契約職員））
笠原
浩 
大﨑 麻未 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 中村 良二 （事務局庶務課（スタジオ）（契約職員））
〔退職（契約満了）
〕３月 日付
（特任教授）
北谷 恵里 （助手（歯学部口腔顎顔面外科学講座）） 川
（特任教授）
茂幸
友松
薫 （助手（歯学部歯科麻酔学講座）） 〔採用〕
４月 日付




樋口 壽英（ 
松村奈穂美
（特任教授） 〔採用（更新）
川和 忠治
〕 ４月 日付
）


加藤 大樹 （診 療助手（病院矯正歯科）） 須澤 秀雄 
研修歯科医 名 （氏名 所属は省略） 倉澤 郁文
（特任教授）

･

北野 秀明 （事務局総務課事務員（契約職員）） 鈴木 啓之 
酒井 聡美 （診 療助手（病院矯正歯科）） 中野 唯人 
（特任教授）
召田 仁子 （事務局経理室事務員（契約職員）） 高木 宣雄 
（特任教授）
倉科 勇太 （診 療助手（病院矯正歯科）） 長島 規夫 
塩畑 陽子 （事務局学事室事務員（契約職員）） 高橋 直之
中野翔太郎 （診療助手（病院矯正歯科）） 山岸 和男
（特任教授）




事務局学事室（契約職員）
鷹股 哲也 
羽鳥
遼 （診 療助手（病院矯正歯科）） 中根
卓（ 事
（特任教授）
 務局入試広報室兼務 ）
••••••••••••
事務局学事室（契約職員）
（特任教授）
永澤
栄
西田 優花 （診療助手（病院小児歯科）） 奥原 徳子（ 事
私の歯科医師人生の最後を本


 務局入試広報室兼務 ）
二條 貞子
小澤
博（ 
（特任教授） 〔採用（新規）
〕 ４
）
学のために、故郷のために、少

 月 日付
小池 隆文  （診療助手（病院保存科）） 野澤 良子 
野村 貫之 
（特任教授）
しでもお役に立つことができる
（特任教授）
平岡 行博 
小林
彩 （診
よう頑張ってまいりますので、
 療助手（病院保存科）） 吉江みはる 
古厩 文宣
小山 尚人 （診療助手（病院保存科）） 塩原 則子 （事務局図書館事務課（契約職員））
（特任教授）
今後とも何卒宜しくお願い申し



牧
茂
森川 雅己 （診療助手（病院保存科）） 原田 寿久 （
（特任教授）
）
上げます。



（特任教授）
松下美智子 
柴田 幸成 （診
 療助手（病院補綴科）） 〔採用（配置換）〕４月
 日付
召田 三博（ 事務局支援センター・校友会・）
松田 泰明
根津 英之
（特任教授）
ために微力ながら貢献していき
蒼
穹会事務室（出向受入職員）



たいと考えております。
矢島 安朝 
土居 洋介 （診
（特任教授）
４月 日付
 療助手（病院矯正歯科）） 〔採用〕 
今後とも皆様のご指導ご鞭
吉澤 英樹
宮脇 理功 （診
（特任教授）

 療助手（病院矯正歯科）） 花岡 平司 （薬局薬局長（契約職員））
撻を賜りますよう、何卒宜しく
（特任教授）
米窪伸一郎 
吉田 美加 （診
）
 療助手（病院矯正歯科）） 内藤 幸子（ 
お願い申し上げます。
飯島
勲 
新藤 澄江 （外来看護師室看護師（契約職員））
（特命教授） 〔採用〕
４月 日付

栗原 祐史 （教授（歯学部口腔顎顔面外科学講座）） 研修歯科医 名 （氏名 所属は省略） 佐藤美穂子 （手術室看護師（契約職員））

･


阿部優希乃 （歯科衛生士室歯科衛生士） 中島 靖子 （ 
〔採用（再任）
〕 ４月 日付
）

佐藤
晶
久保田香澄 （歯科衛生士室歯科衛生士） 塩原 順子 
（講師（歯学部内科学））

清水 貴恵 （歯科衛生士室歯科衛生士） 〔昇任・兼務〕  ４月 日付
〔採用（新規）
〕 ４
 月 日付
藤井 政樹 （講師（歯学部歯科補綴学講座）） 矢ヶ崎亜美 （歯科衛生士室歯科衛生士） 村上
聡 （
）
山口 葉子 （講師（歯学部歯科補綴学講座）） 碓井 秀紀 
荒
敏昭 （ 
）

講師（総合歯科医学研究所硬
）
４月 日付
石田 昌義（ 組
石﨑 玲菜 （臨床検査室視能訓練士） 〔昇任〕 
織疾患制御再建学部門）
荻村
光 （臨床検査室理学療法士） 洞澤 功子 （准教授（歯学部歯科理工学講座））
〔採用（再任）
〕 ４
 月 日付
中村
卓 （助教（歯学部歯科保存学講座）） 伊藤 万里 （臨床検査室理学療法士） 〔昇任・兼務〕  ４月 日付
）
齋藤 安奈 （助教（歯学部口腔顎顔面外科学講座）） 岡崎
瞬 （臨床検査室理学療法士） 横井由紀子 （



）
山田真一郎 （助教（歯学部歯科放射線学講座）） 萩原早矢香 （臨床検査室理学療法士） 谷山 貴一 （ 

北澤 怜奈 （放
〔採用（新規）
〕 ４
４月 日付
 月 日付
 射線検査室診療放射線技師） 〔昇任〕 
西田 大輔 （助 教（歯学部口腔解剖学講座）） 土田 幸子 （放
直 （講師（歯学部公衆衛生学講座））
 射線検査室診療放射線技師） 定岡
甲田 訓子 （助教（歯学部歯科保存学講座）） 青木 和美 （外来看護師室看護師） 小町谷美帆 （講師（歯学部歯科保存学講座））

片岡 礼子 （外来看護師室看護師） 村岡 理奈 （講師（歯学部歯科矯正学講座））
31

31

病院アドバイザー
特任教授

このたび、４月より特任教授
（口腔インプラント科）および
に勤務させていただくことにな

病院アドバイザーとして、本学
りました矢島でございます。
私は、１９５５年（昭和 年）
、
松本市上土町（現在＝大手４丁

手術に明け暮れ、その後、口腔

科大学では、口腔外科で 年間

目）で生まれ、松本城、市役所、 定年退職を迎えました。東京歯
場として育ちました。その後、

四柱神社、縄手通りなどを遊び

過ごし、ようやく本年３月末に

口腔顎顔面外科学講座

栗原 祐史

年では顎変形症治療の三次元的

主任教授

療の質の向上に努めてまいりた
研 究 に お い て は、大 学 院 時

いと思います。
代は口腔癌の浸潤転移のメカニ
ズム解析および新規抗癌ウイル

診断・治療技術の開発に従事し

ス製剤を用いた研究を行い、近
こ の た び、口 腔 顎 顔 面 外 科

てまいりました。
いずれも臨床での疑問や問

学講座教授を拝命し、４月１日

題点を解決させることを目的と

付けで就任させていただくこと
となりました。学内および校友

した研究であり、今後も本学の

の皆様には、本紙面をお借りし
てご挨拶申し上げます。

再建などの機能回復を目指した

育成と、本学のさらなる発展の

口腔外科は関連各科との連 「教学一致の不断の研鑽」の建

治療を院内あるいは地域医療機

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

教授（病院健診センター・健康づくりセンター）歯科ドック担当

教授（総合歯科医学研究所硬組織疾患
制御再建学部門）大学院歯学独立研究
科硬組織疾患制御再建学講座兼務
歯学部兼務

大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座兼務

４月 日付

）

）

事務局経理室長兼務を解く、事務局企画調査室・

法人（財務）主査

法人（企画調査室）副主幹
事務局企画調査室・入試広報室係長兼務を解く
事務局衛生学院事務室長兼務を解く

学事室・入試広報室係長兼務を解く

（法人（総務）課長）

（法人（総務）副主幹）

（法人（総務）副主幹）

事務局庶務課係長補佐
事務局大学病院事務室係長補佐兼務

４月 日付

浩 （事務局庶務課係長補佐）

〔組織変更〕  ４月 日付
事務局秘書課、事務局企画調

事務局経理室納品検収センター
宇治理英子（ 事
 務員（出向受入職員） ）

和田 恵子 （事 務局経理室納品検収センター事務員）

田中加緒里 （事 務局経理室納品検収センターチーフ）

臼井

野本 享嗣 （事務局学事室マネージャー（出向受入職員））

長谷川博雅 （病院検査科病理（歯科医師）兼務を解く） 〔配置換〕 

〔兼務〕 

４月 日付

矢ヶ﨑 裕（ 穹事 会務事局務支室援セセンンタターー・長校兼友務会・蒼）

〔配置換〕 

松崎絵里子 （法人（企画調査室）課長補佐（書記））

法人（企画調査室）チーフ

法人（企画調査室）
（出向受入職員）

４月 日付

事務局支援センター・校友会・蒼穹会事務室兼務

）

事務局財務室チーフ兼務を解く

く
宮田久美子（  事務局総務課チーフ兼務を解）

奥原

〔配置換・兼務〕４ 月 日付

晃（ 

炳旭（

〔配置換〕 
酒井 康成（

李

杉浦 雅之

保科 芳子






堀内 規子 

１

１

１

19

19

４月 日付

収センター に変更

ターは、事務局経理室納品検

事務局庶務課納品検収セン



財務室は法人に変更

査室、事務局総務課、事務局

１

19

１

１

一日体験入学

１

１

１

１

１

１

１

１

１

25

１

１
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31

略歴
矢島 安朝特任教授

4

東京歯科大学 卒業
東京歯科大学大学院歯学研究科 ( 口腔外科学専攻）修了 博士（歯学）
ドイツ Hannover 医科大学口腔顎顔面外科学教室に留学
東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科 教授
東京歯科大学口腔インプラント学講座 主任教授
東京歯科大学水道橋病院 病院長
東京歯科大学大学院歯学研究科 研究科長
松本歯科大学 特任教授（口腔インプラント科）、病院アドバイザー
1980 年 ３月
1985 年 10 月
1995 年 11 月
2005 年 ５月
2009 年 10 月
2013 年 ６月
2019 年 ６月
2021 年 4 月

１

１

１

１

30

１

１

１

１

１

１

１

40

47

31

１

１

１

１

１

略歴

栗原 祐史教授

21

昭和大学歯学部 卒業
岡山大学消化器腫瘍外科学教室 研究員
昭和大学大学院歯学研究科（口腔外科学）修了 博士（歯学）
昭和大学歯学部顎口腔疾患制御外科学教室 助教
ベルギー AZ Sint-Jan Hospital 頭蓋顎顔面外科 clinical fellow
昭 和 大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 助教
昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 講師
松本歯科大学口腔顎顔面外科学講座 主任教授

2003 年 ３月
2007 年 ３月
2008 年 ３月
2008 年 ４月
2013 年 ４月
2014 年 ４月
2017 年 10 月
2021 年 ３月
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