りました。３月以降に海外から帰

医療人および研究者の育成」のた

教育目標である「信頼される歯科

宇田川信之

国した留学生は、２週間の不自由

注しましょう。

め、これからも更なる熱い力を傾

５月末には、矢ヶ﨑 雅理事長

な隔離生活が強いられました。

歯学部長・学生部長

年 頭 の ご挨 拶

日は、創立者 矢ヶ

あけまして
おめでとうございます。
本年１月

２月には、長野県と「歯科口腔

の未来に向かいましょう。

育愛を常に忘れることなく、希望

「建学の理念」に想いを馳せ、教

立者が生涯をかけて掲げられた

す。時の流れを憂うことなく、創

松本歯科大学の新世紀を迎えま

期的なニュースは全国に大きく

面授業が開始されました。この画

衛生学院全学年において通常対

をもとに、６月１日から歯学部・

抗体検査を実施、全員陰性の結果

職員など１１４６名の

は健康長寿ビッグデータの解析

進をはかることで合意して、現在

相互連携によって県民の健康増

阿部守一知事が協定書を交わし、

締結されました。矢ヶ﨑理事長と

なったものの、モロッコ王国で特

プロジェクトが進行中です。

徴的にみられる侵襲性歯周炎の

報道され、本学の感染予防策と教

一方、大学病院においては、病

原因解明に関する研究は既に進

歯科医学とは人間科学の一部

院エントランスにおけるトリア

行しています。

３月には、モロッコ王国ムハン

ージが開始され、６月からは 遠

９月には、京都府立大学学長・

育体制が注目の的となりました。

本学のキャンパスは、北アルプ

勉学に励んでほしいと思います。

赤外線サーマルカメラによる検

塚本康浩先生をお迎えして、新型

であり、学生諸君も建学の理念を

スの穂高連峰の高嶺から吹き下

温システムが導入され、感染防止

マド５世大学と大学間協定が締

ろす爽やかな風の中、四季の移り

対策が徹底されました。さらに、

結される予定でしたが、新型コロ

変わりにつれて、さまざまな花々

コロナウイルスに反応するダチ

抗体検査は、現在も継続して実施

が目を楽しませてくれるなど、地

病院前ロータリーには陰圧式エ

ョウ抗体の開発に関するＦＤ研

されており、疫学的にも大変重要

域の人びとの憩いの場ともなっ

アテントとトイレ用トレーラー

修会が開催されました。これを機

胸に、専門領域においてのみ優秀

ています。昨年は、そのような平

ハウスが本学校友会から寄贈さ

合含嗽液の開発を推進してまい

なだけでなく、人間性を備えた信

和なキャンパスを襲った新型コ

査やＰＣＲ検査の検体採取室と

ります。

ナの状況のため締結式は延期と

による脅威の一年でした。

嬉しいニュースもありました。

して大いに活用されております。

な研究となることでしょう。

２月６日の卒業証書・学位記授

幸いでしたが、３月 日からの第

おける本学の新卒者合格率は ・

第１１３回歯科医師国家試験に

て、
全学の力を結集させましょう。

め、世界に羽ばたく研究を目指し

すの発展と皆様のご多幸を心か

本年も松本歯科大学のますま

学部の中で第８位の結果となり

ますように。

２０２１年が幸ある年となり

式は中止、新入生のキャンパスイ

月 の 連 休 明 け か ら 聴 講 可 能 と な 定した成績を残していますが、

学年へのＷｅｂ 配信授業は、５ 医師国家試験において上位の安

らお祈り申し上げます。

４％となり、全国 歯科大学・歯

89

ました。数年前から本学は歯 科

へと急遽変更となりました。入学

６学年の授業はＷｅｂ 配信授業

歯科基礎医学研究の推進のた

ロナウイルス感染症（ COVID-19
） れ、発熱外来および抗体・抗原検 に 本 学 と 共 同 で ダ チ ョ ウ 抗 体 配

与式を無事に挙行できたことは

頼できる歯科医療人となるべく、

COVID-19 保健の推進に関する連携協定」が

﨑 康博士の生誕１０１年となり、 の 英 断 に よ り、 本 学 全 学 生・ 教

14

ンへの入居は４月下旬となり、全

29
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創立者・矢ヶ﨑 康先生のレリーフの前で建学の理念を胸に飛躍を誓う学生たち

学術会議問題解決法
内閣官房参与
松本歯科大学常務理事
特命教授

飯島 勲

今月号は『週刊文春』 月 日号「飯島 勲の激辛インテ

相当抵抗したんだろ。
を議論するような場ができたん

入って研究予算の配分の方向性

でさ。小泉首相も 年 カ月の

忘れてたんだろうね」って感じ

２００１年の橋本行革の実施で、
会議はもういらなかったんだな。

だから、行政機関のままの学術

絶対にあったはずなんだけど、

在任中に新しい会員の任命とか

だいたい、小泉内閣に先立つ
内閣府にある今の総合科学技術・

全く記憶にないからな。積み残

国大学との間では学生の短期交

筆者もご指示を受けて、多く

換留学なども実施された。

の外国大学や研究機関を訪問し

た。１９９２年に当時の小林茂

夫学長のお供をしてのモスクワ

じめ、ハバロフスク大学のスタ

し案件で菅首相にご迷惑をかけ

ッフとの交流、 年からのロン

当時の他の首相秘書官や内閣

本紙の創刊は１９８５年の

参事官たちと話してみても「あ

月で、年末特集増刊を挟んだ第

ドン大学（ UCL
）客員教授とし

イノベーション会議の前身の会

４号が最初の新年号となる。こ

議も創ったしね。時の首相が議

「学問の府」だって胸帳るんなら、 薦・選考手続きももっと透明化

の年に結婚した夫婦ならば銀婚

医科歯科大学の入学式参列をは

すりゃいいのよ。旧帝国大学に

式を迎える 年もの昔だ。

ちゃったね。

あらゆる権力や権威から独立し

偏っているとされる会員の所属

の時、何で学術会議の民営化を

見や学説が生まれるんだろうよ。 や年齢、性別のバランスなども

て自由であってこそ、新たな発

長として直轄し、学者の代表も

もっと透明化を
国とアカデミーの関係っての
は、文化や歴史によっても違う

ての３年間のロンドン滞在生活

も生れ、こんな時代でありなが

「 また昨年は念願の図書会館

など。
個人的な思い出も数多い。

振り返って見れば、創立当初

改革すべき点があるのは間違い

この年の新年挨拶の中で、創

きた化石（中略）
、偏差値

オレは例の 人の任命拒否は

ないんだからね。

に「学校乗っ取りを」を企んだ

国家ともある意味で対等な独

ら本学の実は一層前進し続けて

立した立ち位置でね。純粋にア

いることを皆さんと共に手を取

けど、ヨーロッパなんかを見る

不埒な連中の策動で生じた大変

って喜び合いたいと思います」

と、政府組織から非政府組織に

な苦難を乗り越えられた創立

だけど、この件はオレも大い

者・矢ヶ﨑 康先生の下、団結

に反省してるのよ。そもそも小

当たり前だと思ってるけどさ。

国会に責任を負えないような場

野党や学術会議がガタガタ言い

合は黙って任命はできないよ。

も政府にもバンバン提言すべき

移っていくのが流れだよ。身分

人はどうかって

なのよ。時の首相から任命され

カデミックな観点から、国会に

今回の

も国家公務員である必要など全

法人化する構造改革の議論を

くないし、だいたい無報酬でい

侃々諤々やったんだよな。当時

かんかんがくがく

そんなの、今までの発言や立ち

こ の 当 時「 生 き 残 れ る か

居振る舞いからしてさ。時の政

と題した小冊子が学内に配布さ

立者は「悪戦苦闘の創設期」を

の

｣

の絆を強めた松本歯科大学は、

いんじゃないの

続けるなら、いいよ、あの 人

の遠山敦子文部科学相が「遠山

て、政治的、政策的な視点が加

権の目指す方向性にしっかり

この時期から飛躍的な前進を始

るって出口だってありじゃない

れ、
「
『建学の精神』などという

めていた。

日本は伝統的に「お上意識」

をもう一回そのまま会議側が推

が強いし、お役所の一部だってい

薦して、首相がその通り任命す

プラン」なんて出してさ。それ

味された提言って、よく考えた

を実現したのに合わせて学術会

たに決まってるんじゃないの

賛同してくれないから、拒否し

ら意味ないじゃん。

泉 純 一 郎 内 閣 で、 国 立 大 学 を

相に任命権がある以上、国民や

は特別職の公務員だからね。首

で、行政機関の一つだろ。会員

リジェンス」より、大激論が続く学術会議問題に関する記事
を転載します。
日本学術会議の問題が開会中
の臨時国会でまだくすぶってる
よな。会議側が推薦した新たな
会員候補１０５人のうち、菅義
人は拒否したって一件

偉首相が 人しか任命せず、残
りの
よ。野党は学問の自由の侵害だ
なんだとしつこいぜ。
法律を読むと、首相は「推薦
に基づいて」任命するって書い
てあるから、推薦した通り任命

かな。だけど、それと同時に学

先生はよほどの社会的無知、生

この際、思い切って民営化し

う方が権威があるみたいな発想

てさ。日本の学術界の英知を結

で、今日で行政機関のままで来

て、従来の器材による実習にも

を実習に取り入れることによっ

今後もさまざまな最新の器材

に価するすばらしい前進でし

辛くも事なきを得ました。特筆

係者たちの真剣な努力によって

を
「裸の王様だ」
と嘲笑していた。

張」
）
」といった本学の教育方針

次のない大学（本紙第 号「主

議もさっさと民営化しちゃえば

集して、会議内部での会員の推

移動して行った。ニッケルチタ

より意欲的に取り組んでもらえ

ちなみに、この前後は日歯の

入学するはずはない」などと、

ンファイル実習後に通常の実習

た。本年も更にこの考えを成長

苦難の中にもなんとか成功の道

ってか歯科医師数の抑制が図ら

させてせっせと努力中であり、 「歯科医師過剰論」の影響もあ

での実習に取り組んでおり、異

生物学実験室使用をご快諾頂き
なる器具を知ることによって実

上げます。

ました安藤 宏先生に御礼申し
今回のニッケルチタンファイ

習に対してより熱意と向上心を

ターの方に基本的なニッケルチ

溢れさせていた。

れ、歯科医師国家試験は難関化

ルの実習は、 人ずつで２つの

していた。各歯科大学はその対

グループに分かれて１０１実習

文中の「この考え」とは、「本

タンファイルの特徴を説明いた

を辿るものと確信しています」

6

昨年も大変に苦労したが「関 「卒業生全員が優等生＝卒業席

へ戻ったグループの多くが、休

ると良いと思う。今回の実習で

べられている。

ァイルについて基本から学んで

憩時間も惜しんで手用ファイル

もらった。 Reciproc blue
とい と 垂 直 加 圧 根 管 充 填 を 学 ぶ た

運動により「早い、簡単、効率

もらうカリキュラムとなってい

よかったんだよ。

ちゃったんじゃないかな。だけど

室から別室（生物学実験室）へ

大学に合格した者が の大学に

何でそうしなかったのかな。

ニッケルチタンファイルの実習

術会議は即、民営化断行よ。

も同様の最新の器具を体験して

め、 段階でニッケルチタンフ

的」な根管形成を可能としてい

る。

表舞台じゃ誰も言えない話かも

笠原

11

る。茂久田商会のインストラク

しらんけど、本音はそれしかな

創立者の 「視点」

根管拡大（規格形成法、ステッ

手用のステンレスファイルでの

年生の児童と交流して歯磨き指

学校と片丘小学校に出向き、２

興味を示してくれるよう人気キ

学生たちは、小学児童がより

大学、岩手医科大学、大阪歯科

この実習は、昭和大学、鶴見

り整理して学んでもらえると思

イルでの拡大の重要性をしっか

の必要性とニッケルチタンファ

によって手用ファイルでの拡大

填を学んでいるが、今回の実習

ルス感染症予防のため、染め出

いたが、今年は新型コロナウイ

童にブラッシング指導を行って

き残しの部位を確認した後、児

例年はプラークを染色して磨

をとりながら実習を行った。

声をかけ、コミュニケーション

く話した。また、一人ひとりに

換時期などについてわかりやす

おやつの摂り方、歯ブラシの交

むし歯の成り立ち、
歯の磨き方、

「 昨年はその他にインディア

組む」ということである。

視して、６年生には実際的な患

役立つ真の医療人養成をより重

けれども本学では、実社会で

に終了させ、国試対策一本槍の

張して臨みましたが、子どもた

ナ大学、モスクワ口腔医学専門

との提携も前向きに進められつ

医学院、ボルティモア大学など

下南カルフォルニア大学、河北

ところがである。１９８６年

位になるようなこともあり、創

ため、模擬試験では本学が最下

者診療を続けさせていた。その

は国公立も含めた全体の合格

立者も大いに心配されていた。

率は ・ ％、 年ぶりと報道

つあります。本学の学者たちの

流を一層深めています。このこ

組まれていた。研究者の派遣や

は、国際交流にも積極的に取り

世界的な視野を備えた創立者

た。

位にランクされる好成績であっ

１２６名が合格、私立校では上

本学からの受験者１３４名中

される「狭き門」となったが、

招待のみならず、いくつかの外

く分かります」

とは外国に行ってみて初めてよ

優れた業績が、外国大学との交

猛勉強を重ねていたのである。

ちの反応が良く、やりがいがあ

大学との姉妹提携が生まれ、目

義を理解して真剣にこれと取り

りました」と感想を述べた。

実習を終えた学生たちは、「緊

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 当に日本の教育を考え大学の意 策として、臨床実習を夏休み前

（歯科保存学講座 教授 増田宜子）

だき、学生には実演によって分
かりやすく穿通とグライドパス
の重要性について学んでもらっ

プバック法）や側方加圧根管充

大学の４つの歯学部でも数年前

しや実際のブラッシングは行わ

ャラクターで教材を手作りし、
導を行った。

をした。

歯の磨き方の基本について説明

ず、 歳臼歯の観察と、正しい

ー 一人ひとりとコミュニケーションー

た。さらに根管乾燥も根管形成 衛 生 学 院 生 が 小 学 生 と 交 流
された形と同形のシングルペー
パーポイントで行い、その後の
根管充填もシングルコーンテク
ニックで 本のガッタパーチャ
月 日（火）
、衛生学院歯
ーポイントとシーラーで行った。 科衛生士学科３年生 人は、小
通常の歯内療法学実習では、 学校歯科保健指導実習で広丘小
35

しろって野党は詰め寄ってるけ

浩

大学誌編集主幹
特任教授

5

振り返った上で、次のように述

うファイルを用いて、反復回転

?
40

どさ。
いんだろうよ。

25

99

12

27

う。第 学年でもモリタ社製の

だいた。

62

会見する学術会議の梶田会長（左）

から行われており、本学学生に

4

6

6

ンズオンセミナーを行っていた

2

10

学術会議は内閣府の特別機関

ドイツⅤＤＷ社のニッケルチタ
ンシングルファイルによる最新
の根管拡大実習を行った。茂久
田商会より 人が来校され、ハ

質問に元気よく答える児童たち

3

5

6

58

?

12

学年の
4

歯内療法学基礎実習において、

日（木）
、第

初のニッケルチタンファイル実習に取り組む

月
3

6

92

1

5

99

第4学年歯内療法学基礎実習

?
シングルファイルで弯曲根管（模型歯）を形成

6

12

3
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染状況が比較的落ち着いている

よる開催の中、新型コロナの感

会などほとんどがＷｅｂ配信に
わかりやすく解説した。

ニズムについて、動画を用いて

与する破骨細胞の分化誘導メカ

ル）の唾液腺からの分泌を減ら

副腎皮質ホルモン（コルチゾー

とつであるストレスホルモン＝

に関する質問に答える形式で、
dentinogenesis in comparison
健康長寿を保つための秘訣など
（象牙質形成過程
with bone
が紹介され、宇田川教授からは と 骨 組 織 に お け る DMP-1
、
、 FGF23
局在の免疫
FAM20C

特別講演として、開催地の３大

市民フォーラム２日目には、

要な実験的要素を有している。

て最後は、骨粗鬆症の原因のひ

新の研究成果も披露した。そし

プリングメカニズムに関する最

発、骨の改造現象である骨カッ

の骨粗鬆症治療薬への応用開

ッションでは、市民からの健康

特別講演後のパネルディスカ

することの重要性を強調した。

明し、明るく楽しく老化を防止

や歌うことが寄与することを説

な施策の実行に本学も貢献して

命の延伸を図るべく、さまざま

、1 FAM20C
の発現は象牙芽細

歯の発生過程において

地方都市での対面開催は大変重

学（松本歯科大学、信州大学、

意欲の向上と歯科学生の国際交

今後も長野県における健康寿

を発表した。

DMP-

胞分化と関連し、これらのタン

択 し、 免 疫 組 織 化 学 的 手 法

年 で 歯 科 医 学 研 究 Ａ、 Ｂ を 選

は象牙芽細胞と象牙芽細胞層下

不全症などを発症する。本研究

くる病、骨軟化症、象牙質形成

上昇、
低リン血症を引き起こし、

の
FGF23

を取り入れた形態学的研究を

パク質の異常は血中

行 い、 そ の 研 究 成 果 を も と

いくことが期待される。

組織化学的検討 ）
」という演題

松本大学）から健康長寿に関す

すためには、思いきり笑うこと 「口腔ケア・歯周病予防の重要

松 本 市 は「 健 康 寿 命 延 伸

さ ら に、 RANKL
中和抗体

を最終目標とした生きがい創
る研究成果が紹介された。本学

流の促進を図ることを目指して

性」が説明された。

出 」を 永 年 に わ た り 目 標 と し
化学講座）が骨粗鬆症の予防と

第 ６ 学 年・小 野 亜 美 さ ん が 英 語 で 研 究 発 表

からは宇田川信之教授（口腔生

究（ JAGES
） に も 登 録 し、 エ

社団法人・日本歯科医師会と

回ＳＣＲＰ日本代表選抜大会

のワインおよび塩尻桔梗ヶ原ワ

デンツプライ社が主催する令和

第

インバレーに存在する カ所の

宇田川教授は、ＭＤＵラベル

治療について講演した。

から、日本基礎老化学会の初め

ワイナリーを紹介した上で、赤

り、参加者は会場収容人数の

安に従ったフォーラム開催とな

安が発表されたが、今回この目

い、イベント開催制限の緩和目

急事態宣言の全国的解除に伴

新型コロナウイルス感染症緊

改善作用に関する動物実験結果

れたレスベラトロールの骨密度

て説明した。また、最近発表さ

ルツハイマー病予防効果につい

板凝集阻害）作用、認知症・ア

加齢作用、血液サラサラ（血小

ルであるレスベラトロールの抗

ワインに含まれるポリフェノー

グローバルな研究発表大会で、

ＳＣＲＰは、歯科学生による

研究発表を行った。

デント・クリニシャン・リサー

２年度日本歯科医師会スチュー

により、従来の大会開催形式

コロナウイルス感染症の影響

本代表選抜大会に本学からは第 の質疑応答を審査し、代表１
６学年・小野亜美さんが参加し、 名を選抜している。

チ・プログラム（ＳＣＲＰ）日

が大幅に変更され、第１次審

され、ポスター発表と英語で

抜大会が歯科医師会館で開催

いる。例年８月に日本代表選

残念ながら第２次審査に進む

可能性を示唆したものである。

作製してきた当技工室において

小 野 さ ん は、 第 ２、 ３ 学

発表スライドにより行われた。

査は事前抄録・発表ビデオ・
は、そのノウハウを生かし作製
に当たっている。しかし、以前
に比べ人数が減少したため、外
注に任せるところは外注に、本
当に院内で必要な技工は院内で
行っている。
また、学部の教育実習、長野
県公衆衛生専門学校の歯科衛生
士教育にも携わっている。所属
研究にも使用されており、この

日本歯科技工学会、日本口腔顎

科補綴学会、
日本歯科理工学会、

学会の日本顎咬合学会、日本歯
２機種はデジタル技工の可能性

ことはできなかったが、小野さ

んは「論文を読むことや実験を

通して学部での学習への興味・

理解が増す機会が多くあり、有

意義な時間を過ごせました。２

年生から６年生まで、中村教授

をはじめ口腔解剖学講座の先生

方には大変お世話になり、感謝

イルス感染症予防のため、受け

しかし今年は、新型コロナウ

択したのかもしません」と総括

も好きなので、看護師の道を選

です」と話し、
「 私は人がとて

しています」と語っていた。

入れ企業の確保が難しく、市内

した。

同校キャリア教育担当教諭は

のすべての中学校で中止となっ

た。その代替えとし 、塩尻市

接お話を聞く機会が設けられ、

立塩尻中学校では、働いている 「さまざまな分野の方々から直

生徒たちにとってこれからの進

話し合って進めていく症例、イ

ラウンブリッジで先生方とよく

一般技工においては、主にク

得に励んでいる。

修を積み、常に新しい技術の習

育学会などにおいて、発表、研

内で生徒が地域社会の事業所な

学２年生対象の職場体験学習

塩尻市で毎年実施している中

た。
「 看護師の仕事は国家資格

役割、仕事内容について説明し

における看護師としての自らの

んが招かれ、松本歯科大学病院

学からは看護師の荻上あゆみさ

の診療の補助・患者さんのケア

学習ができた」と深謝した。

路決定について考える良い体験

人たちを招いて直接話を聞く

月

日（金）

に開催した。

「進路講話」を

当日は、消防士、美容師、ウ

術シミュレーション用の顎骨模

ンプラントなどの自費、保険の

患者さんが納得される審美性、

ているのは、
精密な適合は基より、 は、中学校の総合学習などの枠

エディングプランナー、看護師

型や、印象採得困難な顎補綴用

チタン冠を中心に進めている。

であり、配属される診療科や病

病院棟２階のＢエリアにある

酸濃度調節に部分的に関与する

％以内、感染防止策を十分に実

リサーチマインドの育成・研究

に 「 Immunohistochemical 層の細胞が FGF23
を産生する
l o c a l i z a t i o n o f D M P - 1 , ことを明らかにし、歯髄の細胞
産生により血中リン
FAM20C, and FGF23 during が FGF23

施した上での対面フォーラムと

を紹介し、骨粗鬆症の発症に関

者さんの口腔内に合うように仕

本年度の日本大会は、新型

なった。昨今、研究会・学術大

て、松本市が選定された。

ての市民フォーラム開催地とし

施策の立案を目指していること

ビデンス（根拠）に基づく健康

て い る。 日 本 老 年 学 的 評 価 研

日本基礎老化学会第１回市民フォーラム 松本が、澄み渡る秋空の
月７日（土）
・８日（日）の２日間にわたり、丸山光生理事長（国立
長寿医療研究センター副所長）を世話人代表として松本市の信毎メデ
ィアガーデンにおいて開催された。本学からは宇田川信之教授（口腔生
そしょう
化学講座）が「骨は生きている ―骨粗鬆症の予防と治療 ―」と題して
特別講演を行った。

っている。外注技工においても
それぞれの技工所の特色を踏ま

並びに一般技工を行っている。

上げている。

の参考模型を造形し、臨床に役

今年の６月に金銀パラジューム

院・施設などによっても違いは
伊比 篤・北澤富美）

の４つの職種が紹介された。本
ＣＡＤでは保険のＣＡＤ／Ｃ

立てている。また、学部の授業

どで働くことを通じて、仕事内

ありますが、基本的には、医師

顔面技工学会、日本歯科医学教

ＡＭ冠をはじめ、自費のチタン

でも使用されている十二倍大歯

容を把握したり、働く人々と接

を広げるべく活躍している。

金属床、インプラント上部構造

自然感である。先生とよく話し

することができる貴重な学習体

３ＤプリンターではＣＴデー

技工室２では、診療がスムーズ

体、ジルコニアクラウン等を設

合金の価格高騰から保険改正で

合い、患者さんと向き合った上

ーを活用している。

に進むべく、研磨、形態修正、

牙模型やポンティック型の試作

で補綴物の作製に携わっている。

る。

義歯修理、シェードテイキング

計し、データを作製している。

チタン冠が導入された。以前よ

歯科技工士室
歯科技工士

現在の歯科補綴物に求められ

の写真撮影、石膏の印象流し、

造形など、臨床のみに留まらず

（

験の場である。

教育にも活用している。
さらに、 りコーヌスクローネの内外冠や
フルマウスブリッジをチタンで

その設計データを削り出せるＣ

タからも造形を行えるため、手

中村教授と小野さん

ＡＭ機を持つセンターに送り、

大学病院での役割を語る

え、先生方の要望に応えていく
配慮を行っている。また感染症
対策委員会の指導の下、印象、
試適などにより口腔内に入った
もの、口腔内に入っていた補綴
物などの扱いに関しては細心の
注意を払っている。
一方の本館４階にある歯科技

26

先生方の補綴物に関する相談

を設計するＣＡＤと、大きい造

16

と外注の受け渡し、技工物の検

形物を製作できる３Ｄプリンタ

CAD を用いて設計したインプラントブリッジ

50
3D プリンターで造形した模型を手にするスタッフ

デジタル技工としては、技工物

工士室においてはデジタル技工

in

ＣＡＤ、３Ｄプリンターは共に

看護師・荻上あゆみさんが

宇田川教授が特別講演を行ったスライド

歯科技工士室は現在、３人の

歯科技工士室

歯科技工士が業務に当たってい

て

16

11

中央診療部
削られて帰ってきた技工物を患

自らのキャリアについて語る荻上さん

10

宇田川信之教授 が 骨粗鬆症 について 特別講演

シリーズ 専門性⑭

収、技工指示書の整理などを行

塩尻中学校 「進路講話」
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回松本歯科大学学会
表は行わずに、時間を決めて各

うところですが、個々の演題発

表していただき、質疑討論を行

ルの前で筆頭演者の先生方に発

本来であれば、一演題ずつパネ

学講座の松村奈穂美先生が発表

優秀発表賞には口腔顎顔面外科

演題が多数を占めていました。

床研究並びに学生教育に関する

表が多く、内容も症例報告や臨

今回は、臨床系の先生方の発

が、予定時間のずいぶん前から
グが及ぼす効果」が選ばれ、平

募集活動により昨年度より多い

民公開講座は
「歯科医療相談室」

２０２０年度松本歯科大学市
月 日（土）には留学生選

と題して、塩尻総合文化センタ

受験者数となった。
抜（Ｂ）が台湾、韓国、今回よ

と、全日マスク着用を義務付け

意し、入退室の際には手指消毒

には速乾性アルコール製剤を用

り少ない受験生だったが、皆日

新型コロナの影響で昨年度よ

き、面接はＷｅｂで実施した。

をしてもらうなどご協力いただ

ため、各国の卒業生に試験監督

療を知っていただくことを目的

本学病院が提供する質の高い医

対する理解を深めるとともに、

迎え、近隣住民の方々が健康に

た同公開講座は今回で 回目を

する。２０１４年にスタートし

教育委員会と 校の高校長、信

～新しい大学入学者選抜で大

学・高校教育のあり方について

そしてこれからの長野県の大

ないかなどの質問もあったが、

保できる場所を高校で用意でき

したネットワーク接続環境が確

施する大学もあり、良好で安定

では面接試験をオンラインで実

県外からの受験生が多い大学

区隊の行動訓練を、質疑応答形

自衛消防隊本部隊および病院地

イトボードや図面等を用いて、

た。

鑑み、初の図上防災訓練となっ

しているが、今回はコロナ禍に

おり、 月 日に第１回が終了

図上防火防災訓練とは、ホワ

いる」
との想定の下で行われた。

災害発生時の通報連絡、伝達、

入院病棟・外来診療室での患者

さんの避難誘導等を質疑応答形

式で行い、問題点についてはそ

災害発生後の多くの被害想定

の都度協議した。

に対し、杉浦隊長が参加者にど

う対応するかを矢継ぎ早に質問

し、対応返答、質疑が展開され、

図面を使用した訓練ならではの

共通テスト利用選抜（Ⅰ期）

特待生 1 種選考試験（Ⅰ期）

験日

冨士岳志

２０２１年１月 日㈯

地域連携歯科学講座 講師

本当は怖～い「いびき」の話

２０２１年１月９日㈯

演内容は次のとおり。

としている。今回の講演者と講

一 般 選 抜
（Ⅰ期）

歯科補綴学講座 教授

樋口大輔

インプラントって本当にいいの？

２０２１年１月 日㈯

歯科麻酔学講座 講師

谷山貴一

歯医者へ行くのが怖くないですか？

２０２１年１月 日㈯

中村浩志

「ムシ歯予防大作戦」
ＣＯってなぁに？

小児歯科学講座 准教授

験場

日㈭

後期試験

月 日付

■お問い合わせ■

（大学院歯学独立研究科顎口腔機能制御学講座兼務）

（第４学年）

（第６学年）

ファウンダーズディ

日㈮～ 日㈯

定期試験

日㈫

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

（衛生学院第３学年）

６日㈬～８日㈮

卒業試験

６日㈬～７日㈭

定期試験

４日㈪～８日㈮

樋口 大輔 

〔兼務〕

●出願期間

（第１～３学年）

衛生学院一般選抜①入試

日㈬

合格者発表

衛生学院一般選抜①入試

日㈭
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症例報告や臨床研究など多数発表
第
パネル前での自由討論のみを
された演題「移植歯周囲の骨形

演題発表に先立って本館６０

ナウイルス感染拡大の影響で
成にティッシュエンジニアリン

１教室で行う予定の評議員会・
岡行博研究科長から表彰状と金

月 日（木）に第 回松本
実施することとしました。自由

ウンジで開催しました。本学会
質疑応答が行われていた所もあ
一封が授与されました。

月に延期となったものです。

は、当初７月２日（木）開催を
総会は、最近の新型コロナウイ
り、活発な討論が行われたもの

歯科大学学会を本館１階学生ラ
討論に設けた時間は 分でした

予定していましたが、新型コロ
と考えます。
（松本歯科大学学会集会幹事長 澁谷 徹）

ルス感染者数の急速な増

留 学 生 の面 接 試 験 を Ｗ ｅ ｂ で 実施

ーにおいて１月９日（土）から

日（土）まで４週連続で開催

り中国試験場を新設し実施され

念棟３階会議室にて、学校推薦

机を殺菌消毒し、
換気も行った。 本語はしっかり勉強していて、

た。また、試験が終わるたびに

面接も日本語で応対し、本学へ

た。本学からは現地に行けない

型選抜（公募制・指定校）
、校

の入学を強く希望していた。

学校推薦型選抜・校友子女選抜・留学生選抜

題の申し込みがありまし
友子女選抜が実施された。新型

受験生は一日体験入学に参加

一般演題の発表はすべ

た。パネルをいつもより
コロナウイルス感染予防対策と

した人がほとんどで、校友会の

年記

も間隔をあけて配置し、
して、受付では検温をし、熱が

日（土）
、創立

感染防止のために学会参
ないことを確認。試験室入り口

月

加者が密になることを避

てポスター発表で、 演

けるよう配慮しました。

試験の活用や国語・数学の記述

た。

を頂戴することとしまし

長に議事に関するご意見

め、メールで各担当幹事

参集することを避けるた

加を鑑み、多数の会員が

ポスター発表をする優秀発表賞の松村先生

式問題に振り回され、今年は新
型コロナの対応で保護者を含め

ので高校で用意するのは難しい

大変苦労している実情が伺えた。

との回答だった。
今の高校３年生は大学入試改

３年度入試の主な変更点とコロ

革で、共通テストの英語の外部

ナ対応、入試での高校の調査書
の取扱いについて等各大学から
説明があった。
宇田川歯学部長は現況につい

ホワイトボードや図面等を用いて実施

し、それにより病院４階病棟４

州大学をはじめ９大学の学長や

学・高校はどう変わるか？これ

式で答えるという訓練である。

22

26

27

日㈬

創立記念日 （

日㈯～ 日㈰

周年）

特待生１種選考試験 （ 留学生）

28

29

て、５月に全職員・学生（１１

１６号室、３階滅菌サプライセ

学部長、入試担当者が出席し、

の、
新型コロナ対応はいかに～」 基本的に受験に関しては生徒の

からの高校に大学が求めるも

責任において行うものであり、

第 回歯科医師国家試験 （東京）

49

４６人）を対象に新型コロナの

隊長以下 人。訓練は「安曇野

本学からは宇田川信之歯学部長

近くに先生などがいる状況とい

本学・東京・大阪 ･ 福岡

Ⅱ

30

31

抗体検査を実施し、全員が陰性

病棟対象図上防火防災訓練
初の「病棟対象図上防火防災

が出席した。この懇談会は毎年

と題し、大学の現況（コロナ対

密度の高い訓練となった。

14

１

2021年2月1日㈪・2日㈫

●試

1月6日㈬ ～ 1月25日㈪

●試

12

◎希望する試験日を選択、または両日の受験も可能です。
共通テスト利用選抜は、本学個別試験はありません。

114

と判明した結果、６月１日より
対面授業や実習を実施している
こと。県内出身者の入試状況に

開催され、国により高等学校教

応も含めて ）
、令和２年度入試

16

ンターから出火、煙が充満して

市にて震度６弱の地震が発生

育、大学入学者選抜、大学教育

参加者は、杉浦雅之自衛消防

防火防災訓練が義務付けられて

の三つを一体的に改革する高大

うのは、根底を覆すことになる

10

30

松本歯科大学
市民公開講座を開催

日（木）
、創立
年記念棟３階小会議室におい

月
者 人をピークに２０２０年度

て行われた。病院は年間２回の

訓練」が
は３人と年々減少傾向にあるこ

ついては、２０１３年度の入学
の県内大学・高校のあり方につ

とを説明した。

30

状況（特に県内出身者）
、令和

日（金）
、塩尻市片丘

の長野県総合教育センターに

今回のテーマは、
「現在の、

いて話し合う場となっている。

月

て、令和２年度長野県内大学・

19

30

16

30

高校連絡懇談会が開催され、県

11

14

「歯科医療相談室」

11

90

接続改革が進められる中、今後

18

23

11

11

県内の大学長や高校長などが参加

30

11

◇◆◇お知らせ◇◆◇
30

90

県内大学・高校連絡懇談会

検温を受ける受験生
図上での防火防災訓練の様子

コロナ禍での現況を報告
26
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19
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12

11
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