長

川原 一祐

を行い、それぞれ貴重な体験を得るこ

相互の大学病院で臨床実習（約１週間）

北医科大学から学生５人が来学して、

学

年 頭 の ご挨 拶

あけましておめでとうございます。

２０１８年を迎えるにあたり、皆様

十分留意されて、さらなる躍進と向上

継続して計８回開催して、
「 口腔医学

社会連携活動では、市民公開講座を

とができました。

に努められますよう、お願い申し上げ

と健康」をテーマに啓発活動を行い、

のそれぞれの志を見つめ直し、健康に

ます。

年間を通して２００人の参加者を得ま

養装置を導入して、自己骨髄間質細胞

総合的な診療を提供してまいります。

東の空がかすかにしらみ、や

６時 分。イギリスのグリニッ

東京の初日の出は元日の午前

拝めるという地理的特権がある。

なる国よりも早く、初日の出を

ん早く影響を受けて、
ほかのいか

線からはじまる。そこにいちば

通る子午線１８０度の日付変更

ましてや元日は、太平洋上を

大きい。

かりがもれ始めたときの感激は

がて明るさをとりもどして初明

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

チではまだ前年の 月 日午後

９時 分ということになる。ア

12

昨年を振り返ってみますと、大きな

した。

塩尻市教育委員会および広陵中学校

学術研究活動も活発に展開されまし

を用いた歯槽骨の再生医療に取り組む

研究活動では大学院の博士号認定数は

以上、昨年を概観し、各分野での活

51

太平洋側は晴天が続き乾燥する。

名付けた。それほどではないが

新開ではこれを「東京砂漠」と

洋側はからからに乾く。昔、大

年末から雨も雪も降らず太平

ある。

すべてがさむざむとした感じで

目にふれるもの肌にふれるもの

暦の「小寒」
。寒の入りである。

しょうかん

りたり」
（松本たけし）
。６日は

「きびきびと 応ふる寒に 入

ントである。

こた

日で晴天率はたった パーセ

天気の悪い日は、梅雨時の６月

ちなみに東京の一年中で最も

ほどの大雪が降ったりする。

の悪い時期で、世界で例のない

地方は、一年中でいちばん天気

しかし、北陸など日本海側の

づきやすい。

の天気のよい傾向は６日までつ

統計上一番晴れる日が多い。こ

と比べてみても１月３日の方が

ては文化の日が有名だが、これ

当っている。天気の良い日とし

は一年中で最も天気の良い日に

もよく、特に三が日は、東京で

太平洋側の地方では天気が最

を拝むことになる。

メリカはさらに遅れて初日の出

51

自然災害や国際的な不安状況がみられ

ました。自然環境の保持や国際平和の

からの要請に応え、歯学部第１学年の

たり行い、
「教える立場」の体験をし

安定を保つ努力の大きさを重く感じさ

松本歯科大学にあっては、２０１７

て好評を得たことも喜ばしい限りです。

有志が同校の課外学習指導を数回にわ

年の第１１０回歯科医師国家試験の結

また 月には阿部守一・長野県知事

せられました。

果、新卒生の合格率が向上しました。

りました。県が政策として推進する
「学

が来学され、意見交換を行う機会があ

第４位の成績です。学生諸君はもちろ

びの県づくり」に、本学も教育、健康・

前年を上回る ・１％、私立歯科大学

んのこと、職員ともども真面目に努力

医療、地域活性化の分野で協力してい

大学病院では９月に「細胞・再生医

く所存であります。

した結果であり、喜ばしいことであり
ました。

あとに続く在学生の皆さんがこの姿

た。国際学会を含め、日本歯科医学教

態勢が整いました。２０１８年４月に

療センター」が開設され、自動細胞培

育学会や歯科基礎医学会など６学会に

は、皮膚科が開設される予定で、医科

勢を受け継ぐことを切に望みます。

おいて、本学の教授らの先生方が大会

９人、競争的科学研究助成金の獲得額

「 よき歯科医師である前によき人間

動・努力の姿を評価したく思います。

長の任を果たされ、目立つ活躍でした。 診療部はさらに充実し、よりいっそう

は約１億５千万円にのぼりました。こ

ましょう。

学訓を尊重し、実直にこの新年を迎え

であれ」
、
「民主主義的人格者」等々の

れらも研究活動の努力の結果を物語る
ものでありました。

国際交流としては、昨年８月に姉妹

校である中国河北医科大学を本学第５

31

17

10

幸ある年になるよう願っております。

28

89

学年の学生５人が訪問し、 月には河
10
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松本歯科大学病院全景

掃することができた。
恩義あるディクテ
ュスを島の新たな領

有力者フィネウスは

に就くつもりでいた

メダと結婚して王座
リシオス王は神託の

戻った。祖父のアク

に故郷のアルゴスに

名 画 で楽 し むギ リ シ ア 神 話 ⑩
主に据えたペルセウ

首尾よくメドゥーサを討ち取
納まらない。彼は武

スは、母や妻ととも

ったペルセウスは、生首を入れ

（承前）

た袋を引っさげ、ヘルメスのサ
装した大勢の仲間と

その話題についてのアンケート

その結果をエクセルで表やグラ

を学生全員に回答してもらった。

フとして作成してパワーポイン

トにまとめ、考察を含めて発表

した。

関する連絡などを個人のコンピ

本学では、学生生活や授業に

伝えたい内容を堂々と日本語で

であり、外国人留学生も自分の

リジナリティを感じさせるもの

プレゼンテーションも各自のオ

に大きな拍手が送られていた。

い内容であり、それぞれの発表

郷土色が濃く、個性豊かな幅広

から集まった学生たちの発表は

不安要素を考えてしまうのも睡

睡眠が浅くなる。また就寝前に

く残り、知らず知らずのうちに

中心に上半身の筋肉のハリが強

ニングが激しくなると、背中を

みも多く、大会が近づきトレー

睡眠について選手時代から悩

よく眠れる季節になってきた。

寒くなり暖かい布団に入ると

台湾や韓国を含め、全国各地

ュータによりいつでもどこでも

情報化社会で通用する歯科医

眠の質が落ちる要素になりやす

確認できるよう整備している。

発表することができた。
父を殺したことを恥じ、アルゴ

学生イントラネットを利用して

首を受け取って、自分の盾の装

い。今もその傾向があるので睡

第１学年の教養教育科目「情報

眠時間を決めて起床時間から逆

スの王を辞して、他国の王とな

也侵襲性歯周炎患者データベー

性歯周炎の臨床診断として 項

なかまとまらなかったが、侵襲

大きなテーマであるため、なか

ル を
｣ 作成できた良い経験があ って行われた。
本年は、学生それぞれの出身
り、今回も参加者からは、施設、

患者に対する歯周治療マニュア

会的規範から逸脱した目的で使

（歯科保存学講座 教授 吉成伸夫）

••••••••••••

ルク」代表の竹内 剛さんを講

薬物依存症から社会復帰する

師に招いた。

（口腔生化学講座 准教授 中村美どり）

トだと思っていたが３時間など

の短時間睡眠というのもあるら

しい。あるいは７時間が良いと

いう資料もあり、長くても短く

ても体に悪いともある。では何

個人のライフスタイルに左右さ

時間がベストなのかというのは、

時間を有効に使うのに一番

れるだろう。

簡単なのは睡眠時間を削ること

だ。しかし身体を回復させるた

めの睡眠時間を減らすリスクに

ついて、回復できずにダメージ

の上塗りから病気になるのでは

と心配になる。

薬物乱用の凄まじい怖ろしさを

物を「遊び」目的で使用するこ

したり、健康状態でこれらの薬

入所者２人による実体験講演は、 際に、自己判断にて多量に服用

竹内さんのもとで生活している

とも薬物乱用に繋がる。また、

になりゆったりとした気持ちで

決めた時間の中で気を静めて横

っかりと毎日寝ることは難しい。

られないこともあり、８時間し

寝たい時間にピンポイントで寝

今取り組んでいる睡眠法だと

感じさせた。シンナーから始ま

••••••••••••

り、大麻・覚せい剤に手を出し

ために、長野ダルクにおいて、

の実体験』を聞くために、薬物

鎮痛薬などの医薬品を服用する

依存症者のリハビリセンターと

教育意識啓発研修会

体感的には８時間睡眠がベス

師・歯科医学研究者を目指すた

飾とした。

テナはメドゥーサの

ともに返却した。ア

物は、丁重なお礼と

られたさまざまな宝

神々から貸し与え

王となった。

たので、彼が新たな

実現を恐れて逃亡し

ンダルの力で空を飛んで、意気
宴席になだれ込み、
新参者を亡き者にし

ウスだったが、彼は

絶体絶命のペルセ

ようとした。

彼女はエチオピア王女のアン
生首を取り出して、

袋からメドゥーサの

が娘の美貌が海のニンフたち以
襲いかかってきた連

ノート型コンピュータを用いて、 レゼンテーション能力の向上を

算し、
就寝するようにしている。

情報の取り扱いの注意点、コン

めにも、学生時代からのコンピ
アンドロメダ、その両親のカシ

ピュータスキルの習得や情報の

ュータ活用のハイレベル化とプ
オペア、ケフェウス、さらに海

リテラシー」では、各自が購入

円盤投げに出場した。彼が投げ

の怪物（クジラ座）
、ペガサス

した松本歯科大学仕様の最新の

た円盤が観客席に飛び込み、当

ちなみに、ペルセウスは妻の

ったと伝えられている。

たった老人が死んでしまった。

活用方法に関する授業を行って

上だと自慢したため、海神の怒

あるとき、ペルセウスは隣国

母のダナエをわが物にしようと

らとともに星座となって夜空に

のラリッサで催された競技会で

していた。
「 邪魔者が帰ってき

輝いている。

中に突きつけた。一

花嫁を連れ、ペガサス（メド

その老人はアクリシオスで、神

味はたちまち石と化

ゥーサの首からほとばしった血

託がついに実現したのだった。

ン大教室において、第１学年生

全員が、今までの学習成果を披

ス化検討委員長（大阪大学）を

露する発表会が約４時間にわた

はじめ、７大学から 人の参加

環境のすばらしさに対する感謝

用することの重大な問題点を理

地に関するニュースを探して、
目を抽出し、診査表の作成まで

日（水）
、本学本館講

実体験した薬物乱用の怖さ訴える

••••••••••••••••••••••••••

同学会では、２００８年に本

の言葉をいただけた。

もっていくことができた。
友輝助教、吉成が参加した。
これまで早期に発症、重症化
する歯周炎が存在することにコ
ンセンサスが得られており、慢
性歯周炎とは異なる病態として
定義されてきた。そのリスク因
子は、発症年齢、 A.a
菌の関与

月

過ごす。体が回復を要求してい

堂において、歯学部第１学年か

や遺伝的要因の存在など、独自

ればすぐに眠ることができるだ

のものが存在することが議論さ

鎮痛薬や睡眠薬の乱用による心
して活動を行っている「長野ダ

身への重大な悪影響についても

ら第３学年生を対象に、長野県

てしまった原因は家庭の崩壊に
健康福祉部薬事管理課の共催に

襲性歯周炎患者のデータベース

解することは必須である。本研

これにより、薬物依存症から脱

てしまった実体験が語られた。

家族および本人の人生を狂わせ

止意識を高めることの重要性を

の改善のみならず、薬物乱用防

がたやすく入手できる社会環境

今回の研修会から、違法薬物

う、仕事量を調整するというの

でいつでも眠ることができるよ

てる。体が疲れていれば睡眠欲

ることで少しでも回復時間に充

学生部長
宇田川信之
口腔生化学講座 教授

） 結論づけた。

が健康的であるとベッドの中で

痛感した。

（

却し自立することの困難性を理

また、歯科治療に処方される

解することができた。

ろうし、そうでなければ横にな

起因していたが、薬物乱用は即

れている。しかし、現在に至る

を構築する前段階として、診断

各自のアンケート結果を発表する第１学年生

説明があった。

までコンセンサスの得られた慢

歯周炎患者の実態について可能

基準、確定診断につながる項目

今後もいっそう期待したい。

彼女に結婚を申し出た。父王ケ

メダを救いだしたペルセウスは、
た」と、彼らが襲いかかってき

月 日（水）
、キャンパスイ

いる。

潮の中から生まれたとされる）

（笠原 浩）

に跨ってセリーポス島に戻ると、 たが、ここでもメドゥーサの首
領主ポリュデクテスが力ずくで

フェウスもカシオペアも大喜び

りに触れ、海の怪物の生贄にさ

個性あるプレゼンを披露

者が選ばれ、本学からは歯科保

定時間を大幅に延長して行った。 学の施設を利用して、 糖
｢ 尿病

13

存学講座の石原裕一教授、尾﨑

見理事長（広島大学）
、村上伸

12

座に自身による犯罪を惹起し、
より、薬物乱用防止に係る教育

な限り正確に把握し、原因、治

講演する竹内さん

性歯周炎との鑑別法は提示され

療法、予防法の確立に取り組む

修会では、
『 薬物依存症経験者

医療従事者として、薬物を社

意識啓発研修会が開催された。

定非営利活動法人日本歯周病学

を検討した。討論は白熱し、予

そこで今回、日本における侵

ていない。

会主催「侵襲性歯周炎データベ

ことを目的としている。栗原英

本ワークショップは、侵襲性

された。

16

してしまった。

第1学年教養教育科目
「情報リテラシー」 発表会

で盛大な婚礼の宴が開かれた。

日（水）

22

巨大な怪物と闘ってアンドロ

ルカ・ジョルダーノ：メドゥーサの首で敵勢を石化させるペルセウス

ペルセウスは事故とはいえ祖

れるところだったのである。

ドロメダで、母親のカシオペア

鎖で繋がれているではないか。

見目麗しい少女が海岸の岩に鉄

途中で下界をみると、なんと

揚々と帰途についた。

シャルル・ルー：海の怪物と闘うペルセウス

の威力によって乱暴者たちを一

日（火）
・

白熱した討論が繰り広げられたワークショップ

ース化ワークショップ」が開催

階 常｢念岳 の
｣ 間において、特

11

16

ところが、以前からアンドロ

月

侵襲性歯周炎データベース化へ向け討論

の両日、本学創立 年記念棟３

22

30

24

主張
21

日本歯周病学会主催ワークショップを開催
11
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「学びへの歩み」の授業は、
豊かな人間性とプロフェッショ
ナリズムを備える歯科医師とな
るため、人間力ならびにコミュ
ニケーション能力の向上を図る

例や論文を引用して反駁するな

や干渉など不利益を生じる場合

い。両グループとも相手の主張

目指す者として避けては通れな

からは「このテーマは医療職を

ープは、日本では２０１０年に

手の主張を質し、これまでの事

両グループは、反対尋問で相

能となったことを明らかにし

はんばく

為が報われる」などのメリット

後に、選任された学生の審判員

どして、論戦を繰り広げた。最

これに対して否定グループは

が判定を下し、否定グループが

もある。レシピエントがドナー

改正臓器移植法が全面施行さ

た。その上で、
立論では「現在、

り立論に反映させてほしい」と
の講評があった。

外傷歯実験モデルによる研究成果を発表
第８回アジア国際外傷歯学会

のような日々を通じて再認識し

をさせていただきましたが、そ

この他にも沢山の貴重な経験

中国、日本、台湾、インドネシ

として２００４年に設立され、

ア諸国・地域との情報交換の場

と密に連携を図るなかで、アジ

本外傷歯学会が国際外傷歯学会

大学院の先生方と考案したさま

科医学研究所・川上敏行教授と

大学病院前のヒマラヤ杉の

日（火）午後５

イルミネーション点灯式が

月

時より行われた。

川原一祐学長は挨

拶で「２０１８年が

健康で平和ですばら

しい年になることを

願って、イルミネー

ションをつけましょ

う」と呼びかけた。

集まった地域の児童

人ほどが、カウン

電球が飾り付けられている。

飾 が 光 を 放 ち、 病 院

銀河の星々をイメージした電

を訪れた患者さんや

近 隣 住 民 の 方 々、 学

生、 職 員 を 魅 了 し て

式 終 了 後 は、 本 館

いる。

北 棟 ラ ウ ン ジ で、 参

加した子どもたちを

対象に歯科衛生士に

よるブラッシング指

より 時まで点灯される。

は１月 日まで毎日午後５時

イルミネーション

導が行われた。

合わせスイッチを押すと同時

年目。高さ メートル、

ーションは、今年で

ている本学のイルミネ

冬の風物詩ともなっ

にきらめいた。

に、イルミネーションが夜空

トダウンの掛け声に

11

今年も冬の夜を彩る光

を述べた。
「会って互いの情報を得ること

勝利を収めた。

家族に移植コーディネーターを

をよく聞き、それに対する反駁

業では、本学出身の歯科医師の
れ、本人の意思が不明な場合に

きを置き、学生はグループで協

日本ではドナー家族とレシピエ

ディベート終了後、担当教員

は必ずしも精神的安定をもたら

通じて感謝の気持ちを伝えるサ

もできていた。議論するときは

すものでなく、過剰な感情移入

ンクスレターの存在もあり、直

先生を招いて講演していただ

力しながらディベートに必要な

ントが会うことは禁じられてい

日（土）に、タイのマヒドー

たことは、人と人との繋がりの

アなどで２年に一度開催されて

樹齢約 年のヒマラヤ

杉に、消費電力の少な

の地で再会を果たし、これを喜

須藤真行先生（ 期生）と異国

校友の武井則之先生（ 期生）
、

会前には総会、懇親会が行われ

に伴う研究成果を発表した。学

ざまな外傷歯実験モデルとそれ

参加者らはピラティスの基本

う」と指導した。

なった筋肉を再教育しましょ

す。出産や子育てで使いづらく

とを体に伝えるトレーニングで

ティスは頭でイメージしたこ

•••••••••••••••••••••••••••

い１万２千個のＬＥＤ

29

接会う必要はない」
と反論した。 今後も、目的とプランをしっか

き、自らのライフプランを考え
は、家族の承諾で臓器が提供で

資料・情報を収集し、論点を整

伝えることで、ドナー家族にと

大切さでした。異国の地に身を

いる。マヒドール大学はタイ王

イルミネーション点灯式

10

ことを目的としている。前期授

たり、グループ討論を通して他

きることになり、 歳未満の患

理して討論に臨んだ。

ってドナー提供（決断）が正し

第８回アジア国際外傷歯学会報告

者からも脳死での臓器提供が可

の家族にレシピエント（臓器の

ル大学で開催され、
本学から私・

どんどん話しかけてやって 」

「この先生英語が苦手だから、

置くなかで、アメリカで出会っ

さを改めて実感した。

（歯科病院長付 教授 岡藤範正）

時に、今後の活動に積極的に生

広げることができましたのと同

した。歯科医師としての視野を

でき、昨年９月に帰国いたしま

充実した留学生活を送ることが

改めて気づき、お蔭さまで大変

に支えていただいていることに

分を勇気づけてくださる人たち

ター発表

題が内外からの演

講演８題、一般発表 題、ポス

学会では基調講演２題、特別

を備えた歯科病院が含まれる。

として建て替えられ、最新設備

は５年前に地上 階、地下３階

ている。会場となった歯学部棟

準を誇り首都バンコクに位置し

特に医科の分野において最高水

国で最も古い教育機関の一つで、

きるように病院託児サービス室

した。育児中でも気軽に参加で

ピラティス」教室を計４回開催

を対象とした託児付きの「ママ

曜日に、産後３カ月以降の女性

は、 月５日から 日の毎週火

本学病院健康づくりセンター

ターの資格を持つ健

ティス インストラク

ＢＡＳＩマットピラ

が期待できるとし、

どの疲労回復に効果

疲れやすい肩や腰な

ママピラティスで疲労回復 ＆ スタイルアップ

かしていきたいと決意を新たに

者 に よ り 発 表、 活 発 な 討 議 が

筋肉などを引き締め、子育てで

病院健康づくりセンターが主催

し、本学の教員として精進を重
ねる所存です。

礼申し上げます。

25

後期は、ディベート実践に重

提供を受ける患者）を明らかに

かったことを確認でき、その行

岡藤範正が特別講演の演者の一
人として参加した。

知識・技術の向上を目標として

と患者に声をかけてくださり、

た人たちや、家族、日本から自

ら材料学に至るまで多

頭とした著名な先生方に

16

者との意見交換を行ってきた。

すべきだ」に対して、肯定グル

ュニケーションをとったのは良

第８回目のテーマである「心 るが、レシピエントから感謝の （ The 8th Asian International
臓移植のドナー（臓器提供者） 気持ちや臓器提供の成果を直接
Association
of
Dental
Trau）が 月 日（金）
、
matology

ものでした。

構成されており、講義や半日に

そのたび四苦八苦しながらコミ

アジア国際外傷歯学会は、日

共に英語の片言な妻と二人、
及ぶ論文抄読会等の合間には診

い思い出です。

期待と不安でいっぱいになりな
療室にて診療見学やアシ

岐にわたり、歯科インプ

直接講義をしていただき

親切にしていただきました 。

がらＬＡＸ空港に降り立ったの

歯科補綴学講座 助教 笠原隼男

が、一昨年の２０１６年７月の

スタント業務も行いまし

な空と強烈な紫外線が出迎えて

ラント界を牽引している

講義は、補綴学総論か

くれた日のことが、昨日のこと

合 衆 国 の カ リ フ ォ ル ニア 大 学

ました。知見を広げてい

26

最後になりましたが、
理事長・ 行われた。岡藤は「 Bone Mar- と連携したところ、定員を超え 康運動実践指導者・
矢ヶ﨑 雅先生をはじめ、ご高
塩原 静さんが講師
row Stromal Cells Recovering る多くの申込みがあった。
ママピラティスは、産後の緩 を務めた。
配を頂きました皆さまに厚く御
the
Periodontal
Ligament
in
塩原さんは「ピラ
Mouse Experimental Occlusal みがちな骨盤やおなかまわりの

12

れを、カリフォルニアの真っ青

のように思い出されます。

ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）に

ただいただけでなく、受

先生を筆
John Beumer

留 学 さ せ てい た だ き、 卒 後 歯

•••••••••••••••••••••••••••••••••

話していた。

で、安心して参加できます」と

動かしました。託児室があるの

参加者の一人は「久々に体を

り行った。

エクササイズを約１時間にわた

や骨盤を支える筋肉を刺激する

ンナーマッスルと呼ばれる背骨

マット上で体を伸ばしたり、イ

」と題し総合歯 ぶとともにこの分野の関心の高 となる胸式呼吸を行いながら、
Trauma Model

こと。 年以上長野県で過ごし

大会長 Dr.Pornpoj（右）と共に

28

10

討論後に握手を交わす学生たち

た。

診 療 室 で は、 臨 床 教 授 の

11

17

先生に大変
Ting-Ling Chang

17

17

私・ 笠 原 隼 男 は、ア メ リ カ

科 医 師 研 修 プログ ラ ムで あ る

た経験は、学生の講義を

Advanced Prosthodontics Pro- 講者に分かりやすいよう
を無事修了致しましたの 熟慮された講義を拝聴し
gram
行う上で大変参考になる

50

15

寒冷地仕様の体となったわれわ

全員の前で自らの主張を述べる学生

第１学年の教養教育科目「学びへの歩み」の後期授業において、９回連続
でディベートが行われた。 月 日（火）
、第８回目のテーマは「心臓移植の
ドナーの家族にレシピエントを明らかにすべきだ」で、肯定グループと否定
グループに割り振られた学生たちが熱い討論を展開した。

アメリカＵＣＬＡ留学報告

21

補綴臨床の知識・技術の向上に努めた１年間

18

ヒマラヤ杉に電飾が輝く

エクササイズに励む参加者たち

11

で報告いたします。

本プログラムは、補綴臨床の

共に研修プログラムで学んだ歯科医師たち（右から 2 人目奥が筆者）

15

学生たちがディベート形式で熱い討論を展開

30

20

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第１学年教養教育科目
••••••••
• • • • • • • • • • • • •「学びへの歩み」
••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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や、次々に開発される新しい歯

ない症例に対応する際の判断

うと、やや疑問です。経験の少

しての資質や認識が十分かとい

かわらず、歯科医師の科学者と

育が行われております。にもか

基盤を身に付け、さらにはリサ

このような点から、科学者たる

れる場面は少なくありません。

科学者としての能力が必要とさ

ても“問題を発見し解決する”

科材料の評価等、臨床医であっ

ります。

学教育に貢献したいと考えてお

の育成の基本となる基礎歯科医

ーチマインドを持った歯科医師

月１日付就任）

は何ですか？」という質問がと

①では、２０１０年度以降の

しくお願い申し上げます。

オによる視聴補講が、２回行わ

（医療安全管理委員会 委員長 澁谷 徹）

「歯周病原細菌による宿主応答の修飾」

岡山大学・大原直也教授が講演

欠席者に対しては後日収録ビデ

この日の受講者は１５８人で、 れた。

性が述べられた。

ることも含めた口腔ケアの重要

講座・田口 明教授）であった。 壊死は発生し、感染巣を除去す
処方入力に関するヒヤリハット
事例が紹介され、医薬品業務手
順書で処方入力の手順などをよ
②針刺し切創時には、患者の

く確認しておくよう示唆された。
同意を得て血液検査を実施する
ことが重要で、血液検査で患者
の感染症が否定された場合に

活性化を介して宿主の生理機能

を低下させ、それにはジンジパ

インの分泌に関する詳細なメカ

ただいた。

の修飾」という演題でご講演い

されたビスフォスフォネート関 「歯周病原細菌による宿主応答

メカニズムを解明されており、

意義な機会となった。

育成期口腔診療部門・上嶋博美さん

本学病院・育成期口腔診療部

日本小児歯科学会では、歯科

上、最も重要なプロテアーゼの （日）に取得した。

る。これまでに９回の認定歯科

月 日付

月 日付

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

９日㈫～ 日㈭

（衛生学院第３学年）

日㈬～ 日㈮

卒業試験

定期試験

日㈬

（第１～３学年）

（ 周年）

（第５学年）

大学院発表会

日㈮

Ⅲ期試験

日㈪

さんに続き、さらに歯科衛生士

育成期口腔診療部門では上嶋

歯科衛生士が認定されている。

士が誕生し、本学からも２人の

••••••••••••

創立記念日

）

飯嶋みずほ （事務局図書館事務課司書（派遣職員））

インが必要であることを解明さ 〔採用〕

ニズムと宿主細胞の制御につい

連顎骨壊死に対するポジション

大原教授は歯周病細菌ポルフ

ンジパインの菌体外分泌機構お

平賀 徹 （教授（歯学部口腔解剖学講座）

これらの結果はジンジバリス 〔昇任〕

れた。

菌が持続感染し、歯周組織にお

ける慢性炎症を起こす機構を説

明するものである。

ることを突きとめた。さらに、

今回、大原教授からジンジパ

ジンジバリス菌の歯肉上皮への

てご講演いただき、本学におけ

は、その後の特別な処置は必要

月 日（金）
、大学院セミナ

る今後の研究にとって非常に有

本学病院の医療安全講習会を

ーの講師に岡山大学大学院医歯

感染と宿主応答におけるジンジ

なくなる。いずれにしろ、針刺

パインの役割についても詳細な

理委員会・荻上あゆみ病棟副師

ペーパーが紹介された。ビスフ

ィロモナス・ジンジバリスの病

③では、２０１６年度に改定

し切創を起こさないよう、日ご

野の大原直也教授をお迎えし、

ろから気を付けていただきたい。 薬学総合研究科口腔微生物学分

日（月）
、本館６階６０

月

１教室において開催した。
講習内容は、①電子カルテの

長）
、
②針刺し切創への対応（院

ォスフォネート製剤だけでな

よびジンジバリス菌の感染にお

（口腔細菌学講座 教授 吉田明弘）

内感染防止対策委員会・吉田明

く、新しい治療薬のデノスマブ

の
PI3K/Akt

弘教授 ）
、③ビスフォスフォネ

原因子を専門に研究をされてお

本細菌の感染が

ート関連顎骨壊死に対するポジ

や骨形成促進剤においても顎骨

日本小児歯科学会

最大のメリットであり、今後

認定歯科衛生士を取得

も続けていけるように活発な

門（小児歯科）歯科衛生士の上

一人が認定歯科衛生士の取得を

嶋博美さんが日本小児歯科学

児歯科学会の歯科衛生士委員会

けるジンジパインの役割につい

目指し、次回の審査会に向け準
１つであり、本酵素による免疫

衛生士審査会が開催され、全国

（小児歯科学講座 助教 松田紗衣佳）

躍に期待したい。

上嶋歯科衛生士のさらなる活

が審査し、一定のレベルにある

て講演された。
この会を通して女性歯科医

■お問い合わせ■

会の認定歯科衛生士を 月３日
いる姿に明日への活力をいた

で１００人程度の認定歯科衛生

ジンジパインは歯周病の病因

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

備を進めている。
だくことができました。

衛生士の小児歯科についての技

師として公私共にがんばって

センター利用入試は、本学個別試験はありません。

ことを学会として認定してい

意見交換が行われました。

り、今回は本細菌が産生するジ

ションペーパー（歯科放射線学

処方入力について（医療安全管

今後ともご指導のほど、よろ

ても苦手です。しかし、とかく

分野である歯科医学に関する教

の学部であり、サイエンスの一

いうまでもなく歯学部は理系

とにしています。

うのが私の長所であると思うこ

なかにあって、
「広く浅く」とい

専門バカになりがちな研究者の

（２０１７年

徹

このたび口腔解剖学講座教授
に就任させていただくことにな
りました。学内および校友の皆
様にこの紙面をお借りしてご挨
拶申し上げます。
私は、新潟大学卒業後しばら
くは口腔外科学講座にて研究・
臨床に従事しておりましたが、
留学を契機に基礎研究者に転向
しました。帰国後は生化学講座
の教員として勤務したのち、２
００６年より松本歯科大学口腔
解剖学講座でお世話になってお
ります。このような落ち着きの
ない経歴のため、
「あなたの専門

三歯科大学女性歯科医師の会
かわらず、本学からは２期生
から 期生の 人が出席し、
三歯科大学 人の女性歯科医
今回は、
「 今後の女性歯科

一 般 入 試（Ⅰ期）

会 場：塩尻市市民交流センター（えんぱーく）4F 401会議室
時 間：午前10時～ 11時30分

術や知識に関することを日本小

歯科保存学講座 教授 石原裕一

機能の障害が歯周病の病因とな

1月20日㈯ 「自分の歯で生涯おいしく食べるために !」
硬組織疾患制御再建学講座 教授 小林泰浩
1月27日㈯ 「知覚過敏の原因と治療」

師の参加で開催されました。

初めに挨拶する川村 仁歯科病院長

摂食嚥下機能リハビリテーションセンター 教授 蓜島弘之

最後に各グループの発表と

1月13日㈯ 「高齢者が飲み込めない」

医師の集いに求めるもの ―

12

歯科補綴学講座 教授 羽鳥弘毅

ることが示唆されている。
近年、本酵素の菌体外への分

www.mdu.ac.jp

（SMBC 信託銀行ＨＰ等より）

日（日）の第５回の開催を

1月 6日㈯ 「入れ歯の功罪」

今後の方向性が示され、 月

とが明らかにされ、大原教授ら

泌機構が 型分泌装置によるこ
のグループは 型分泌装置に関
与する外膜タンパク質の１つが
ジンジパインの成熟に必要であ

＜全 4 回＞

第５回に向けて―」のテーマ

確認し閉会しました。
その後、本学の桔梗の会と
しても今後の活動について話
日

本学・東京・大阪

15

１

46

センター利用入試（Ⅰ期）

お問い合わせ先：松本歯科大学社会貢献・地域連携推進センター

TEL 0263-51-2090

のもと、今後の活動について
数人ずつに分かれ座談会形式
で話し合い、第５回に向けて

し 合 い が 行 わ れ、 ３ 月

古屋市内で開くことを決定し
現在、細々とがんばってい

ました。

11

26

0.20％
0.10％
0.01％
0.01％
0.10％
0.01％

114.35円
152.60円
115.55円
135.20円
3.55円
———

米ドル
英ポンド
スイスフラン
ユーロ
タイバーツ
日本円

の方向性がグループごとにま

悩みなど初めてお目にかかっ

る会ですが、今後ますます幹
の太くなる会になることを願

1月9日㈫ ～ 1月30日㈫

12

験日

●試

験場

●試

11

◎試験日は 2 日間のうち、希望する試験日が選択可能です。

内外の経済 12月22日付

2017 年12月 松本歯科大学歯学部口腔解剖学講座 教授

昼食をいただきながらの歓 （日）に桔梗の会の会合を名

とめられました。
談では、年代を超えた女性同

第４回三歯科大学女性歯科

た先生ともざっくばらんにお

士、女性ならではの働き方や
日

月

シリーズ 「健康寿命延伸 －歯科から考える－」

2002 年12月 大阪大学大学院歯学研究科生化学教室 講師

●出願期間

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
22,865.25円
24,782.29ドル
米国
金地金店頭価格 （消費税込み）
5,026円
売り（１グラム）
4,940円
買い（１グラム）
（消費税込み）
白金地金店頭価格
3,691円
売り（１グラム）
3,562円
買い（１グラム）

2006 年４月 松本歯科大学歯学部口腔解剖学第２講座 助教授

って散会となりました。

松本歯科大学 市民公開講座のお知らせ

1999 年10月 大阪大学歯学部生化学教室 助手

2月3日㈯・4日㈰

17

24

26

27

大学院セミナー

11

より安全な医療の提供を
（７期生 大谷広緒）

講演する大原教授

博士研究員
1997 年12月 米 国 テ キ サ ス 大 学 医 学 部

ることができたのがこの会の

三歯科大学の女性歯科医師の面々

29

Economic News

IX

1997 年４月 日本学術振興会 特別研究員

特待生選考試験（前期）

口腔内診査をする上嶋歯科衛生士

11

12
1996 年４月 新潟大学歯学部附属病院 医員

13

10

IX

1996 年３月 新潟大学大学院歯学研究科 修了

36

3事項について解説
病院医療安全講習会を開催
11
11

略歴
平賀 徹教授

れの台風による悪天候にもか

29

25

1992 年３月 新潟大学歯学部 卒業

36

医師の会が昨年の

次回に向け活動の方向性を話し合う
話しができ、共感しあったり

松本歯科大学校友会――――

参考にできる話を伺ったりす

――――

観光ホテルにおいて、季節外

Alumni News
（日）
、名古屋市中区の名古屋

「今後の女性歯科医師の集いに求めるもの」
10
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