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を慮り、研鑽に励むというもの

で新入生を歓迎するパフォーマ

育てるという姿勢を貫いていき

心配ごともあるかと思いますが、

皆さんは新生活が始まり不安や

真君（第４学年）は「新入生の

松濤祭実行副委員長の吉田拓

ンスを披露した。

ます。歯科医学は科学です。信

個性に応じて愛を持って接する、

です。私たち教員は、学生の各

じるものは救われるという宗教

とは逆に、
まず疑ってください。 必ず楽しい学生生活になります

南日本の人々にはもう忘れか

役員、教員らが挨拶に立ち、心

ジで開かれ、法人役員や校友会

よる新入生歓迎会が学生ラウン

式後は校友会・蒼穹会主催に

を迎える。

春が訪れ、そのまま一気に初夏

て、春の遅い北海道も爆発的に

ツバメとともに津軽海峡を渡っ

けたサクラは、この連休のころ

歯学部新入生を代表して前田

温まる祝いの言葉を述べた。大

変える若葉につつまれてツツジ

ので安心して先輩たちを頼って

風華さんは、
「 松本歯科大学生

やフジが見ごろとなる。 月か

ください」と呼び掛けた。

としての誇りを持ち、建学の理

学全体から祝福を受けた新入生

学生の基本です。皆さんの成長

念をわきまえ、歯科医師の理想

を楽しみにしています」と告辞

ながら歯科医師を目指す同級生を皆で
者であっても口から美味しい食

たちは、桜が満開のキャンパス

した。

入学式で挨拶に立った矢ヶ﨑 雅理
協力して支え、６年後には歯科医師国

を目指し、初心を忘れることな

参与の飯島 勲氏は、
「現在、 歳以上

本学常務理事・特命教授で内閣官房

さんがその鍵を握っているので

えるきっかけとなり、まさに皆

衛生状態の管理が生活の質を変

く宣誓した。

とを誓います」と力強

く向上心をもって勉学に励むこ

したからには石に齧りついてでも決し

の高齢者は全国で約３５００万人いま

グセレモニーでは、在

関東以西では、日ごとに色を

事長は、
「これから歯学部は６年間、

事ができるようにする運動や取

て諦めず、立派な歯科医師、歯科衛生

す。患者さんに寄り添い生活の

学生有志 人が、合奏

隊と合唱隊による校歌

能「エイサー」演舞、

ら 月にかけて、一年中の花の

姿を消した冬鳥に変わって、

大部分が日本中に咲きみだれる。

野山には夏の常連オオルリ、キ

ビタキなどが日に日に数を増し

落ちつきのなかった春の天気

てくる。

も落ちつきはじめ、下旬に近づ

くとツユの前ぶれのぐずついた

月はまた、晩霜のおりるほ

天気が現れやすい。

ど冷え込む日も多く、晩霜の被

しだが、山はまだ雪の降る寒さ

空に浮かぶ入道雲は夏のきざ

害の要注意の季節。

長は、
「今回は長野県とホーチミ

グエン・タイン・フォン委員

と希望を述べた。

らの留学生も入学してほしい」

で新たなスタートを切った。

家試験で１００パーセントの合格とな

士、博士になってください」と激励し

す。要介護者や認知症の方々が増えて

質の改善をともに考えられる、

開式前のオープニン

た。また歯学部新入生に聴覚障がい者

くると予測されており、重度の要介護

また川原一祐学長は、
「建学の

バトントワリングなど

斉唱や沖縄県の伝統芸
理念の精神は自ら学び、人の心

ベトナム ホーチミン市代表団一行が表敬訪問

医 療・ 教 育 分 野 の 交 流 促 進 に 向 け て 意 見 交 換

で、雪の降る寒さとナダレをお

さつき

こす暖かさがいりまじる季節で

もある。

主に農業・貿易・観光分野の視

察に訪れましたが、急速に経済

ン市との交流活動の一環として

発展するベトナムにとって医療

用したことを紹介し、
「創立者が

ーチミン市よりグエン・タイン・ 存命ならば、皆さんの来学をど

および教育分野の交流が今後重

月はぬけるような青空のつづ

よく「五月晴れ」といわれる。

と歓迎した。また、
「本学の歯学

が本学を表敬訪問した。
訪問団一行は総勢 人。大学
到着後、グエン・タイン・フォ
ン委員長をはじめ、同委員会の
宣伝教育部長、官房長、外務局
局長、ホーチミン経済大学学長
らが、矢ヶ﨑 雅理事長、川原一
矢ヶ﨑 裕病院統括者、廣瀬國基

祐学長、矢ヶ﨑良子法人本部長、
事務局長らと面談した。
矢ヶ﨑理事長は、本学の歴史
を説明し、創立者・矢ヶ崎 康先
生が大学創立記念誌の一節にホ
を怖れない。困難は成功への道

ー・チ・ミンの言葉「私は困難
しるべだから」という言葉を引

要になってきます。具体的な交

下旬に入って天気がぐずつきや

くこともあるが、年によっては

すい。梅雨が近いためだろう。

を「つばな流し」と美しく呼び、

昔の人は初夏の雨を伴う南風

卯の花に降りそそいでやまない

う

し、 満 開 の 染 井 吉 野 を は じ め

雨を「卯の花くたし」と呼び、

晴れれば気持ちのよい 月は

入れば、早い年には「梅雨の走

雨期に入る前にあたり、月末に

盛んに古葉を落とし始める。

かれる。青葉のかげで常緑樹が

コマドリ、オオルリの声も聞

り」が始まる。

テルで開催され、矢ヶ﨑病院統

（学事室 室長 酒井康成）

動が期待される。

今後の両国のさらなる交流活

行った。

括者が出席し、関係者と懇談を

催の歓迎晩餐会が長野市内のホ

夜には阿部守一長野県知事主 「竹のこ梅雨」とも呼んでいた。

観を堪能した。

花々が咲き誇るキャンパスの美

一行は病院などを学内見学

応じた。

部および衛生学院にベトナムか

5

流促進を検討していきたい」と

グエン・タイン・フォン委員長（右）と談笑する矢ヶ﨑理事長

フォン市人民委員会委員長一行

んなにか喜んだことでしょう」

４月９日（月）
、ベトナムホ

宣誓する歯学部新入生の前田さん

4

5

さい」と祝辞を述べた。

頼れる歯科医療人となってくだ

25

5

5

がいることに触れ、
「ハンディを抱え

川原学長の告辞を敬聴する新入生たち

65

さ

おもんばか

かじ

るようがんばりましょう」
と要望した。 り組みが広がっています。口の

“なぜ”と自ら調べる、それが

在学生有志が校歌を合唱して歓迎

衛生学院は３年間、大学院は４年間と

陽春の穏やかな天気に恵まれた４月５日（木）
、２０１８年度松本
歯科大学（歯学部）および大学院（歯学独立研究科）
、衛生学院（歯
科衛生士学科）の入学式が本館７階講堂で挙行された。今年は３月
の暖かさが影響して染井吉野が例年よりも早く開花。入学式当日は
満開の桜が新入生総勢１４３人を迎え、在学生によるオープニング
セレモニーも行われて、希望と活気があふれた式となった。

在 学 生 がオ ー プ ニ ン グ セ レ モ ニ ー で歓 迎

自ら学び 人の心を慮り 研鑽に励め
ん

それぞれの目指す道があります。入学

ん

け
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名画 で楽 しむギリシア神話 ⑭
（承前）
冥府の女王ペルセポネは「お
使いご苦労さま」と、こころよ
く「美の秘薬」を入れた小箱を

スがどんなに頼んでも、人間と
の結合によって真実の愛が生ま

そこでエロスは天界に上が
に、この二人の間に生まれた娘

の結婚は許してくれそうもない。 れることを告げている。ちなみ
神はヴォルプタス（ Voluptas
’
喜

の美しさにも驚嘆した主神

盛大な結婚パーティが開か

（笠原 浩）

び）と名付けられた。

って主神ゼウスに面会し、とり
なしを頼んだ。詳しく事情を聴
いたゼウスの命を受け、使神ヘ
ルメスがプシュケを運んで

て、彼を追い求めるプシュケの
は、彼女に神酒ネクタルを

きた。姿形のみならず内面

一途さが、約束を破られた怒り

こうなっては、さしもの

与えて、不死の神々の一員

アプロディテも二人の結婚

に加えることにした。

の熱いキスが永遠の眠りからも

をも忘れさせる愛情を燃え上が

目覚めさせることは、昔からの
を認めざるをえない。多く

らせていたのだった。恋しい人

お伽噺の定番で、二人はひしと
エロスに伴われて宮殿に戻っ

ばかりに抱き合った。（図１・２） の神々の祝福を受けながら
れた。
（図３）
エロス（ Eros
）は性愛、

ではサイキ）は精神面の愛

（地域連携歯科学講座 教授 小笠原 正）

日（土）にかけて行われ、建学
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河谷真由花

あの時の自分はどうだったろう。

家は自営業だったため両親そろ

って遊んでもらった記憶はほと

んどない。そんな環境だったの

（第４学年）２０１６年度体育連絡協議会委員長

たのではないか。おそらく両親

で友達を求めてワクワクしてい

仲座 海希

も、今の自分のようにこれから

◇スポーツ賞

（第３学年） 第 回全日本歯科学生体育連盟正評議委員

（第３学年）第 回体育祭実行委員長

（第３学年）第 回体育祭実行副委員長

（第４学年）２０１６年度文化連絡協議会委員長

て一般公開されている「松代象

跡で、松代大本営跡の一部とし

の理念に掲げられた佐久間象山

（第３学年）第 回松濤祭実行副委員長

役目と責任であると感じる。

らませられるかが、親としての

するまでに、ここをどれだけ膨

いるようなもので、長男が成人

にとって必要な人材と言われて

ることは、大げさに言うと社会

認めてもらうこと。これが増え

褒められるということは人に

脚下照顧だ。

ことで気持ちも整う。いわゆる

ようになった。足もとを揃える

たらしく、自慢げに家でもやる

靴を揃えることを褒めてもらっ

化が出たのは３日目。保育園で

重要だ。登園が始まり最初の変

進めていくことを覚えることは

皆に迷惑をかけないよう物事を

枠は社会においてとても大切で、

時間の中で動いていく。時間の

あげたり貰ったり、全員が同じ

を覚えて、けんかして、風邪を

友達をつくり、笑って、約束

らに期待がこもる。

めて社会に出る機会で、これか

親からすると入園式は息子が初

育園に行ける」だけだろうが、

迎えた。
長男にとってはただ
「保

大型電気店で購入し準備万端で

オカメラも調子不良だったので、

入園式の前夜、カメラもビデ

んて父親になって思う。

混じった感情だったのかな、な

訪れる未来に不安と希望が入り

武政 凌正

中田 智是

吉田 拓真

山口 久穂

（第４学年）第 回松濤祭実行委員長

◇活動賞

仲座 海希

吉田 拓真

町野君は「クラブや勉強に関

する質問が多く、やる気に満ち

た新入生と交流できて楽しかっ

たです」と話していた。

７日の学外オリエンテーショ

ンでは、幕末の思想家・兵学者

する長野市松代町の「象山記念

の理念の解説や卒業までの流れ、 である佐久間象山の業績を展示
学生生活全般についての説明が
毎年恒例の学生有志によるサ

山地下壕」を見学。本学の建学

館」や、貴重な第二次大戦の遺

君を中心に 人の学生が結成。

ポート隊は、第２学年の町野 惇

なされた。

40

手渡してくれた。
プシュケは喜んで帰り道を急
いだ。明るい地上に出てほっと
したところで、長い旅の間にす
っかり薄汚れてしまった顔や身
体のことが心配になった。
「こ
んな有様ではエロスさまに嫌わ
れてしまう。
『美の秘薬』を少
たプシュケは、アプロディテに

人には死に到る昏睡をもたらす 「美の秘薬」を献上した。母神は

し使わせていただこうかしら…」 美しさをいや増す魔法の薬は、
猛毒物だったのだ。彼女の運命
と努力とを認めてはくれた。け

主として肉体的な愛を、プ

「アプロディテに渡すまで開け

れども、
「だれかお節介な神が助

大いに驚き、いくつもの難題を

てはならない」と注意されてい
そこへ火傷が癒えたエロス

シ ュ ケ（ Psyche
’
英語読み

が、翼をはためかせて舞い降り

見事にクリアした彼女の健気さ

はここで尽きてしまったのか。

してみた。かすかな白煙が噴出

患者エリアとスタッフエリアの

キャンパスインに入寮する学生

の学訓や歴史、戦争の背景など

は、往復のバス移動時や昼食休

を学んだ。同行したサポート隊

憩などで新入生と積極的にコミ

い物のアドバイスなどを行っ
た。またキャンパスインロビー

ュニケーションを深め、楽しい

の引っ越しの手伝いや誘導、買

に設置したサポートデスクでは

雰囲気を盛り上げていた。

新入生からさまざまな質問や相
談を受け付けた。

50
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たのを忘れて、そっと蓋をずら
し、それを吸ったプシュケはそ

を意味する。このギリシャ

らの質疑応答がなされた。病院

今回の視察をもとに本学病院の

神話は、肉体面と精神面と

の位置づけやシステム、入院患

けてくれたのだろう」と、エロ

者の食事提供、病院内の排水処

アイディアが生かされるものに

てきた。数々の試練を乗り越え

澤享子教授（口腔顎顔面外科学

理など多くのことについて関心

なるだろう。

の場に昏倒してしまった。神の

講座）による病院概要のプレゼ

を持たれ、予定していた帰りの

会となった。

ンテーションをメモを取りなが

電車を遅らせるほど熱心な食事

歯学部の新入生オリエンテー

動線が明確であることや、連携

授与された賞状を持ち記念撮
影する受賞者。各賞状は故・
創立者矢ヶ﨑 康先生が東京
歯科医学専門学校（現・東京
歯科大学）在学時に受賞した
賞状の書式を模している。

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

在学生が新入生の大学生活をサポート

ションが４月３日（火）から７

生省のサポートを受けて、障害

型口腔診療部門（旧特殊診療科

病院見学後は前島信也医科病

について感心していた。

高雄で建設される歯科病院は、

プレゼン内容は病院構成、サ

療（全身麻酔、静脈麻酔）
、障

と顎顔面治療、障がい者歯科治

応など全般的内容から、口腔癌

医療安全・院内感染や緊急時対

ン、患者の流れ、待ち時間対策、

ら熱心に聴講した。
ービス内容、インテリアデザイ

図３ RAFFAELLO, Sanzino : The Council of Gods
主神ゼウスはすべての神々にエロスとプシュケの結婚を告知した。

新入生オリエンテーション
るみでの口腔管理など多岐にわ

がい者・要介護高齢者の施設ぐ
たった。説明後にはプレゼン資
料を要望され、お持ち帰りいた
病院見学では多くの写真を撮

だいた。

者歯科を含む歯科病院設立に向

エリア）が障がいのある人への

影し、特に総合口腔診療部門の

けて参考にすべく、本学病院の

日（水）
、台湾の高雄

医学大学附属中和記念病院から

各種施設・設備をくまなく見学
一行は矢ヶ﨑 雅理事長と懇

配慮が随所になされていること

歯科部主任の杜 哲光先生（歯

談した後、創立 年記念棟「常

した。

務担当）
、林 俊忠氏（企画室設

科医師）
、陳 惠貞氏（企画室財
計担当）の４人が来学し、本学

在学生 27人の栄誉を称える

2017年 度 歯 学 部 学 生 表 彰 授 与 式 が4月5日
（木）
、創立30年記念棟「常念岳」の間において
行われ、在学生27人に「矢ヶ﨑 康特別賞」ほか
各賞が贈られた。受賞者は呼名され、一人ひと
りに川原一祐学長より賞状が手渡された。

歯学部学生表彰授与式

図２ CANOVA, Antonio : Cupid and Psyche

院長も加わり、昼食をとりなが

案内者から地下壕の説明を聞く新入生たち

図 1 Dyck, Sir Anthony von : Cupid and Psyche
病院エントランスにて記念撮影する一行 右から林氏、杜先生、黃先生、陳氏

副院長の黃 尚志先生（医師）
、

３月

歯科病院設立に向け本学病院を視察

念岳」の間において、筆者と芳

18

台湾・高雄医学大学附属中和記念病院一行が来学
28

病院を視察した。同大は台湾厚
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３．衛 生 学 院

チーム医療の推進が強調され

る診療間隔の時間短縮

する多くの職種と協働して専門

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
今日、人口の高齢化が進行す

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

①入学定員の充足
②歯科衛生士国家試験の全員
合格
③臨床実習の強化
〈 Ⅱ 病院・診療 〉

になってきた。口腔ケアの担い

義があらためて認識されるよう

⑴歯科部門

献する。

進・疾病予防を推進し地域に貢

高橋 直之

大学院歯学独立研究科長
総合歯科医学研究所長

図書館長

教務部長





川上 敏行

中村 浩彰

悦男

⑵医科部門

スト削減と運用効率化の
推進

②健診センターの利用者増対

応と人間ドック推進による

収益増を図る。

率的な運用を行う。

⑴耐震化事業

⑵省エネルギー対策

用者の増加と内容の充実

の構築とその提供、および利

⑷図書館資料の適切な蔵書構成

持管理

門が収支等の情報を共有し、 ⑶施設・設備の老朽化に伴う維

②診療科・診療部門と管理部

収支目標達成に向けた取り

組みを推進し収支の改善を

図る。

③摂食嚥下機能リハビリテー

整備

めのＳＤ実施

化や職員の質的水準向上のた

え、日常定期的な業務の効率

ンスを考慮した人員体制を整

ションセンターの運営体制・ ⑸新卒採用を実施し、年齢バラ

④電子カルテ関連のシステム

のリプレイス

⑤臨床稼働率の改善

なウェブマーケティング等に

⑹ホームページの充実、効果的

③摂食嚥下機能リハビリテー

化した急性期病院づくりの

⑦業務委託の見直し

〈 Ⅲ 管理・運営 〉

大学運営上必要不可欠な対応

⑻公的研究費の管理と研究支援

特許出願件数の増加

活動に努め、産学連携による

⑺知的財産の適正なライセンス

よる学生募集・広報活動

⑥首から頭部の疾患治療に特

④皮膚科の開設

検査設備（ＣＴ、ＭＲＩ）

屋の耐震化に向け必要な措置を

運営を行う。キャンパス内各棟

⑽年間安全衛生計画に基づく安

己点検・評価体制への変更

を優先させつつ、
効率的な管理・ ⑼新評価システムに対応した自

の利用促進を図り、利用件

検討実施する。

歯科病院長

医科病院長

 川村

笠
 原

 前島

大学誌編集主幹

仁

信也

浩

全衛生活動の実施

数の増加に努め、設備の効

①地域医療連携の推進による

⑶共通部門

推進

専門口腔診療部門といった

歯科と耳鼻いんこう科との

ションセンターおよび特別
療体制および医科部門のさらな

①入学定員充足率の向上

手として、歯科衛生士は「最も

した医療の提供に努める。

連携を推進し、特色を生か

②大学院教育の実質化

歯科と医科連携による健康増

る強化拡充を図る。

歯学部附属病院として歯科医

化を推進

松本歯科大学衛生学院は、１
性を発揮できる質の高い歯科衛

一化による人的・物的なコ

①医科セクション診療室の統

③歯科材料・機材在庫の平準

９７６年２月 日に歯科衛生士
教育内容の一層の充実を図って

生士を送り出していけるように、

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

事 業 計 画 を基 に効 率 的 な大 学 運 営 を推 進
に開校した。１９７７年３月９

日

学校法人松本歯科大学の第１８７回理事会、第１３０回評議員会が３月

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

共同研究を進め、世界に通用す

るなかで、老後のＱＯＬを支え

いる。

（木）に開催され、２０１８年度の事業計画および予算案、諸規程一部改正など
日には、専修学校として設置認

をモットーとし、学生が将来歯
拠点の形成と、歯科医学分野に
要な知識と技術を教授するとと

可を受け、本年度で 年目を迎
科医師として社会に貢献し、歯
おける総合的な人材を育成して

また、２０１４年３月に“松
る最先端の研究に取り組んでい

もに、豊かな人格を養い、社会

える。

科医学の発展に寄与することが
いる。

本歯科大学アクションプラン２
る。

体的な目標を示した。このアク
③標準修業年限内での学位授

②チェアーの効率的利用によ

化推進

①部門別チーム医療体制の強

３つのポリシーを基盤とした教

つといわれ、その活動分野はま

求められる医療専門職」のひと

④研究者、大学教員の養成

すます広がりを増している。

役職教員

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

⑤世界水準の研究活動の推進

与の促進

ションプランを実現するために、

る柱として、歯と口の健康の意

度から２０２１年度にかけた具

０１５”を制定し、２０１５年

る。

できる人材の育成を目指してい

42

歯学部長
学生部長 宇田川信之

 笠原

0

育を全学共通の方針として実行

松本歯科大学大学院歯学独立

矢ヶ﨑 雅

衛生学院長

借入金等返済支出

14

矢
 ヶ﨑 裕

1,722,850,000

する。

研究科は、学部の講座を主体と



病院統括者

0

29

川原 一祐

675,660,000

①歯学部教育の質の保証と向上
③標準修業年限内での卒業率

程の一部改正等について
した研究科ではなく、総合歯科

理事長



1,360,060,000

②退学者、除籍者の低減
の向上
向上

④歯科医師国家試験合格率の

２．大学院歯学独立研究科・総

会議事項１、２、３について
医学研究所を基盤にした独立研

合歯科医学研究所

は詳細な説明がなされ、承認可

究科で、２００２年 月 日に

長

学

予算金額

の案件が審議され、いずれも満場一致で承認可決した。

【主な会議事項】
１．２０１８年度事業計画につ
いて
２．２０１７年度補正予算案お
よび２０１８年度予算案に
ついて

決した。なお、２０１８年度事

設置認可を受け、２００３年４
月１日に開設し、本年度で 年
目を迎える。

大学院は、口腔生命科学の理
論および応用を教授研究し、そ

教育においては“研究型大学

予備費

３．学校法人松本歯科大学諸規

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 〉

展に寄与することを目的とし、

の深奥を究め、もって文化の進

松本歯科大学（歯学部）は、

創造性豊かな優れた研究者を養

１．歯 学 部

１９７２年１月 日に設置認可

識と専門的技術を修得した境界

軟に対応できる豊富な学際的知

を受け、同年４月１日に開設し、 成するとともに、社会環境に柔
歯学部は、建学の理念を具現

型研究者・歯科医療職業人を養

本年度で 年目を迎える。
化し人間教育全体を教育目標と
先ず「良き歯科医師となる前に

1,265,664,572

円）

（単位

理事会で挨拶する矢ヶ﨑 雅理事長

し、人間としての倫理に基づき、 成することを目指している。

前年度繰越支払資金

0

その他の支出

1,085,500,000

0

1,283,870,000

892,804,572

次年度繰越支払資金

555,000,000

施設設備関係支出

借入金等収入

その他の収入

部

の

6,876,024,572

支出の部合計

6,876,024,572

収入の部合計

借入金等利息支出

事業収入

0

資産運用収入

教育研究経費支出

11,500,000

412,000,000

管理経費支出

寄付金収入

2,307,000,000

補助金収入

人件費支出

2,180,140,000

学生生徒納付金収入

19

16

目

科

予算金額

目

科

12

出

支

部

の

入

収

29

院”を掲げて、先端歯科医療の

2018年度予算

理事会報告
良き人間たれ」という教育方針

2018年 4月1日～ 2019年3月31日
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内の選手が所属する大学に順位 レースキー場でＳＩＡインスト
（特任教授）
牧
茂

ごとのポイントが加算され、そ ラクターの湯下大地コーチのも
吉澤 英樹 
（特任教授）
スキー部・第１学年小林 由さんが総合５位入賞
の合計で大学ごとの順位がつき とで練習を行っています。小林 〔退職〕
飯島
勲 
３月 日付
（特命教授）

溝口 利英 （講師
林
宏一 （ 教授（歯学部皮膚科学））
）
第 回全国歯科学生総合体育大会 ます。大会には全 大学が出場 さんは「今年度もこつこつと練
し、女子はＳＧ 人、ＳＬ 人、 習を重ね、さらに良い結果を残
〔採用（再任）
〕４ 月 日付
下地 茂弘 
私 た ち ス キ ー 部 は ３ 月 ７ 日 残しました。全力を出し切った ＧＳ 人が参加しました。本学 したい」と抱負を語りました。
本藤 景子 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 落合 隆永 （講師（歯学部口腔病理学講座））
（水）から 日（日）に岐阜県の 上で得られた順位であり、満足 スキー部は小林さんのＧＳ ポ スキー部団体としても部員全員
松田紗衣佳 （助教（歯学部小児歯科学講座）） 荒
敏昭 （講師（歯学部歯科薬理学講座））
イント、
ＳＬ ポイントに加え、 がポイントを取り、表彰される
朴の木平スキー場で行われた第 している様子でした。
丸山 千輝 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 新村 弘子 （講師（歯学部歯科補綴学講座））

スキー部門ではＳＧ、ＳＬ、 ＳＧ１ポイントの計 ポイント ことを目標として１年間練習を
回全国歯科学生総合体育大会
石田 直之 （助教（歯学部歯科保存学講座））
（薬局薬剤師）
和南城早紀 
スキー部門に参加しました。本 ＧＳの３つの競技があり、それ を獲得することができました。 積んでいきたいと思います。
原
理沙
山口 正人 （助教（歯学部歯科補綴学講座）） 松村 悠平
赤羽 二郎 （ 蒼事穹務会局事支務援室セ（ン契タ約ー職員校･）友会・）
（看護師室看護師）
（診療助手）



日ごろ、スキー部はエコーバ
大会で第１学年（現・第２学年） ぞれタイムを競います。 位以
（診療助手）
小出麻衣子 （歯科衛生士室歯科衛生士チーフ） 松山 雄喜 （助教（歯学部歯科補綴学講座）） 水谷 隆一
花岡 平司 （ 薬局薬局長（契約職員））
（スキー部 主将 第４学年 村上涼郁）



の小林 由さんがＧＳ３位、Ｓ
小池 千恵 （歯科衛生士室歯科衛生士） 米田 紘一 （助教（歯学部歯科補綴学講座）） 宮本 剛至 
団
勝浩 （歯科技工士室歯科技工士（契約職員））
（診療助手）
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ｌ３位、個人総合５位の結果を
宮林 里帆 （歯科衛生士室歯科衛生士） 荒井
敦 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 山上 裕介
伊比
篤 （歯科技工士室歯科技工士（契約職員））
（診療助手）
ことが必要であると評価された。



神奈川歯科大学の荒川浩久先生が講演
フッ化物による齲蝕抑制効果 〔期間満了〕 ３
村岡 理奈 （助教（歯学部歯科矯正学講座）） 大竹理一郎 
内藤 幸子 
（診療助手）
 月 日付
はフッ化物歯面塗布に用いられ
大島 和成
山田真一郎 （助教（歯学部歯科放射線学講座）） 研修歯科医 名 （氏名 所･ 属は省略） 新藤 澄江 （看 護師室看護師（契約職員））
（特任教授）



「乳幼児から高齢者までのフッ化物臨床応用」 る高濃度フッ化物と歯磨剤、洗
可知 偉行
小川さおり （助教（歯学部歯科麻酔学講座））〔採用〕
（特任教授）
３月 日付
〔配置換〕 
４月 日付



口に用いられる低濃度フッ化物
小澤
博 
臼井
浩 （事務局管理課（体育施設）係長補佐）
〕４ 月 日付
山下 利昭 
（特任教授）〔採用（新規）
３月６日（火）
、神奈川歯科 から高齢期に至る全てのライフ では異なる。高濃度では歯面上
卓 （助教（歯学部歯科保存学講座））
３月 日付
塩屋 幸樹 （助教（歯学部口腔細菌学講座）） 中村
〔配置換・主任教授・兼務〕
４月１日付

大学大学院口腔科学講座・荒川 ステージの齲蝕予防対策として にフッ化カルシウムを生成、酸
蓜島 弘之 
石田麻依子 （助教（歯学部歯科麻酔学講座）） 齋藤 安奈 （助教（歯学部口腔顎顔面外科学講座）） 塩原佳代子 


浩久教授をお迎えし、大学院セ 有用であること、第一次健康日 性化においてフッ素イオンを放
（
）
高橋 惇哉 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 村上 剛一 （助教（歯学部歯科矯正学講座））
４月 日付

ミナーが開催され「乳幼児から 本 の最終評価では、特に小児 出して歯質の脱灰抑制と再石灰
中安 喜一 （助手（歯学部小児歯科学講座）） 小日向清美 （助教（歯学部歯科放射線学講座）） 田中 千代  （事務局総務課事務員）〔組織名称変更〕
４月
 １日付
高齢者までのフッ化物臨床応用」 の永久歯齲蝕予防にフッ化物の 化促進を促し齲蝕予防を行うの
〕４月 日付
伊沢 正行 （助手（歯学部障がい者歯科学講座））〔採用（更新）
大坪佳代子 （事務局大学病院事務室事務員） 小笠原 正




という演題でご講演いただいた。 使用が有効であり、その使用法 に対して、低濃度フッ化物の応
甲田 訓子 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 須澤 理恵 （事務局大学病院事務室事務員）
（診療助手）
大鹿 晴久 
（
）
フッ化物の全身、局所応用は はフッ化物配合歯磨剤、フッ化 用は歯表層にフッ素化アパタイ
小出 大吾
石岡 康明 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 多田 比紀 （事務局大学病院事務室事務員） 望月 慎恭 （助 教（歯学部地域連携歯科学講座））
（診療助手）

うしょく
齲蝕予防エビデンスレベルにお 物歯面塗布、フッ化物洗口であ トに変化して歯質の酸抵抗性強
竹花 快恵 
小松 佐保 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 水口 裕司  （事務局管理課技術員） 石原 紀彰 （助 手（歯学部地域連携歯科学講座））
（診療助手）
いて最高位にランクされ乳児期 り、地域実情に応じて推進する 化により齲蝕予防する。フッ化
研修歯科医 名 （氏名 所･ 属は省略） 岩本 弥恵 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 青木 愛加 （臨床検査室臨床検査技師） 樋口 雄大 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）
入賞を喜ぶ小林さん




物配合歯磨剤の有効性を高める
内川竜太朗 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 諸原 朋子 （臨床検査室臨床検査技師）〔組織名称変更〕
塩原 健一
４月


 １日付
を維持することが大切であり、 ためには口腔内フッ化物保持を
松井
碧 （臨床検査室臨床検査技師（契約職員）） 佐故 竜介 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 田村
匠 （臨床検査室言語聴覚士） 歯学部障がい者歯科学講座は
ご講演をいただきました。
歯学部地域連携歯科学講座に
健康体から要介護に至る中間 我々歯科医師、歯科衛生士が咀 高めることが重要であり歯磨き
菅生 秀昭 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 藤澤真由美 
（看護師室看護師）
宮下 菜於 
組織名称を変更
時期であるフレイルの基礎的知 嚼というものに深く関与する立 後のうがい回数、うがいに使用 〔解く〕 
森 こず恵 
垣内 貴子 
（看護師室看護師）
３月 日付
識と、その原因には摂食等の口 場から、ミールラウンドにおけ する水の量に関係する。
（看護師室看護師）
前島 信也 （病院樹状細胞ワクチン療法室長兼務） 磯野 員達 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 狩戸ゆかり 
荒川先生は口腔衛生分野にお
腔機能低下（低栄養）が強く関 る存在意義は非常に大きいと話
宮原 康太 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 小澤 智子 
（看護師室看護師）
宇田川信之 
いてフッ化物研究を長くされて
日㈭
与し、口腔環境を整え口腔機能 されていました。
中村
叶
〕４月 日付
（看護師室看護師）
小出 雅則 （
）〔採用（新規）



さらに実習では、異なる食材 おり、ご自身の成果よりフッ化
Ⅰ期試験 （第６学年）
岩﨑 拓也 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 宮澤美維子 
（看護師室看護師）
小林 泰浩 
を用いて命令嚥下と咀嚼嚥下の 物について多義にわたっていた。
奥瀬 稔之 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 牛丸 愛理 （歯科衛生士室歯科衛生士） 日㈰
中村美どり


今回の講演は日常臨床におい
違いを確認し、内視鏡映像やＸ
一日体験入学 （歯学部）
田井 康寛 （助手（歯学部歯科保存学講座）） 神谷
仁 
山下 照仁 
線造影画像により誤嚥が起こる て非常に興味深く、特に高齢者
鈴木 荘太 （助手（歯学部歯科補綴学講座）） 青木 和美 （看護師室看護師（契約職員）） 日㈫
上原 俊介

メカニクスを説明されました。 に対しても齲蝕予防に有効であ
大学院発表会
秋枝 俊江 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 松本ゆかり （ 
）
中道 裕子 
講演内容は、介護・在宅診療 ることを再認識する機会となっ 〔採用〕
朝比奈伯明 （助手（歯学部地域連携歯科学講座）） 谷内 秀寿
４月 日付



に大いに関連したものであり、 た。
４月 日付
臼井 弘泰 （ 
）
矢ヶ﨑 雅
（特任教授）〔採用〕

聴講者一同、深く感銘を受けて
佐藤
工
（診療助教）
竹下 重雄
（歯科保存学講座 講師 森 啓）
植田 章夫
（特任教授）

事務局財務室（契約職員）
いました。
朝倉 莉紗
（診療助手）
）
七倉
亮（ 事
笠原 悦男
（特任教授）
務局経理室兼務
講演会の後、同会場において
朝比奈滉直
（診療助手）
召田 仁子 （事 務局経理室（契約職員））
笠原
浩
（特任教授）
懇親会が開かれ、小笠原先生と
氣賀 友彦
（診療助手）
）
３月 日（土）
、札幌全日空
樋口 壽英（ 
川
茂幸
（特任教授）
共に学生時代の思い出話や現在
ホテルにおいて本学より障がい
（診療助手）
喜多村洋幸
須澤 秀雄 
（特任教授）
川村
仁
の学生生活、国試対策など、懐
者歯科学講座教授・ 小笠原 正
（診療助手）
小林 照幸
中村 良二（ 
）
國松 和司
（特任教授）

松本歯科大学校友会――――

北海道支部

人が参加、
「 フレイルの

基礎的知識と歯科的対応」と題

めた

先生をお招きし、本学学生を含

「フレイルの基礎的知識と歯科的対応」

して摂食・嚥下障害への理解と

51

（総合歯科医学研究所硬組織疾患制御再建学部門）

（助教（歯学部口腔顎顔面外科学講座）
）

（事務局管理課（体育施設）
（契約職員）
）

（事務局管理課技術員（パートタイマー）
）

病院樹状細胞ワクチン細胞調製室長兼務

（病院樹状細胞ワクチン療法室副室長兼務）

病院樹状細胞ワクチン細胞調製室技術員兼務

（病院樹状細胞ワクチン細胞調製室技術員兼務）

（病院樹状細胞ワクチン細胞調製室技術員兼務）

（病院樹状細胞ワクチン細胞調製室技術員兼務）

（病院樹状細胞ワクチン細胞調製室技術員兼務）

鈴木 啓之

（特任教授）

（特任教授）

塚崎 敬介

田村 瞬至

鈴木 桜花

（特任教授）
（特任教授）

（助手（歯学部口腔顎顔面外科学講座）
）











土屋 恵子 

手塚 弘貴 

）

（病院樹状細胞ワクチン細胞調製室技術員兼務）

かしさと驚きで大いに盛り上が

高木 宣雄

栄 

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

っていました。さらに、会場を










特任教授
（


高橋 直之
永澤

ススキノへと移し、深夜遅くま
講演する荒川教授

（診療助手）

（診療助手）

（診療助手）

（診療助手）

（診療助手）

（事務局入試広報室マネージャー（契約職員）
）

32

（事務局大学病院事務室保育士（パートタイマー）
）

（病院医科診療部内科医師（契約職員）
）

事務局大学病院事務室保健師（契約職員）

看護師室看護師兼務

（講師（歯学部入門歯科医学）
（契約職員）
）

特命担当（体育施設担当）マネージャー（契約職員）

事務局企画調査室

（事務局企画調査室（大学誌編纂担当）
（契約職員）
）

事務局管理課（体育施設）
（契約職員）

事務局管理課（宅配室）兼務

事務局管理課（スタジオ）
（契約職員）

（事務局管理課（体育施設）
（契約職員）
）

事務局入試広報室兼務

事務局秘書課特命秘書兼務

）

事務局大学病院事務室事務長（契約職員）

召田 三博 （ 

（事務局大学病院事務室マネージャー（契約職員）
）

吉江みはる 

片瀬 容子 （事 務局大学病院事務室（契約職員））

中越 晴彦 （事 務局図書館事務課（契約職員））

原田 寿久（ 事蒼務穹局会支事援務セ室ンマタネーージャ校･ ー友（会契・約職員）
）

※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。

（看護師室看護管理アドバイザー（契約職員）
）

■お問い合わせ■

教授（歯学部地域連携歯科学講座）
大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座兼務
総合歯科医学研究所健康増進口腔科学部門兼務

主任教授（歯学部地域連携歯科学講座）
大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座兼務
病院摂食嚥下機能リハビリテーションセンター兼務
病院摂食嚥下機能リハビリテーションセンター長兼務

１

52

25

鷹股 哲也 

51

で続く懇親会となりました。

21

17

38

25

（北海道支部 ５期生 髙木伸治）

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

www.mdu.ac.jp

（SMBC 信託銀行ＨＰ等より）

50

障がい者歯科学講座･小笠原 正教授が学術講演

対応について実習を交えながら

●キャンパスツアー ●ランチ体験

東京外国為替相場と各国定期預金金利

（3カ月物）

※ 5、6月開催分のみ掲載

24

27

29

内外の経済 4月26日付

28

●模擬実習 ●入試説明・進学相談 など

0.20％
0.10％
0.01％
0.01％
0.10％
0.01％

110.30円
153.50円
112.30円
134.15円
3.54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

開催時間 9：45 ～ 15：00（受付 9：15 ～）

▲

▲

▲

株価
日本
22,338.89円
24,083.83ドル
米国
金地金店頭価格 （消費税込み）
5,063円
売り（１グラム）
4,977円
買い（１グラム）
（消費税込み）
白金地金店頭価格
3,566円
売り（１グラム）
3,437円
買い（１グラム）

① 5月27日㈰
② 6月17日㈰

Economic News

一日体験入学
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Alumni News
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小笠原教授（前列右から３番目）を囲む北海道支部会員

