年 頭 の ご挨 拶

歯学部長・学生部長

あけましておめでとうございます。 を目指す若人たちが新学期を迎えま

した。満開の桜に囲まれて第 回大

宇田川信之

ーツ整形などの治療の拠点を目指し

繋がりを目指した「ＣＯＮＮＥＣＴ

務める宮城県石巻市の診療所が紹介

河瀨聡一朗先生（ 期生）が所長を

話題です。「ＮＨＫおはよう日本」
で、

最後は卒業生のすばらしい活躍の

ます。

ＩＮＧ」をテーマに、長野県出身の

令和はじめての

タレント島田秀平さんのトークショ

されました。台風 号で被災した地

新年号です。本年１月 日は、創立

となり、創立者がご逝去されてから

者 矢ヶ﨑 康博士の生誕１００年

ーや松本蟻ヶ崎高等学校書道部によ

Campus Today 学祭「松濤祭」を開催し、地域との

34

年という節目の年です。光陰矢の

26

いを馳せ、教育愛を常に忘れること

って掲げられた「建学の理念」に想

に憂うことなく、創立者が情熱を持

如しと申しますが、時の流れの早さ

のエネルギーを結集した大学祭が成 「口から体の健康を守るのが僕らの

ノが咲きほこるキャンパスで、学生

ベントを実施しました。ソメイヨシ

る書道パフォーマンスなど多彩なイ

ら寝たきりへの道」を救う活動です。

ラルフレイル（口腔機能の衰え）か

域の避難所で被災者を脅かす「オー

仕事」というフレーズに全国から大

２カ月に一度、図書館で本の内容や

の中で、本を介して人との繋がりや

松本歯科大学のますますの発展と皆

きを放ちました。本年においても、

職員、学生の努力の結晶が数多く輝

以上、主な活動や成果を取り上げ

きな反響が寄せられました。

好きな場面・セリフなどを自由に話

様のご多幸を祈念いたします。

お茶を飲みながら和やかな雰囲気

すことで交流を深めることができま

昨年の本学を総括しますと、２月

の中で第６位となりました。新卒合

す。どなたでも気軽に楽しめますの

施行され、新卒合格者が 人と大幅

に増加し、全国 歯科大学・歯学部

69

合格率も ・８％と実力躍進。ＣＢ

Ｔの成績も６年前と比較して約 点

学生のアクティブな動きも活発で

し た。 研 究 活 動 で は 日 本 歯 科 医 学

教育学会、スチューデント・クリニ

シャン・リサーチ・プログラム日本

与した業績を称える学術講演会を開

を記念して、硬組織研究の進展に寄

本歯科学生総合体育大会での健闘も

堂々とした発表を行いました。全日

はじめとした学術学会等で、学生が

代表選抜大会、松本歯科大学学会を

催しました。日本学士院会員の須田

参集しました。本研究所が硬組織研

て、整形外科が新設されました。保

とした総合病院化計画の一環とし

病院医科診療部では頭頸部を中心

光ります。

究のフロントランナーとして今後も

椎・関節疾患・骨粗鬆症およびスポ

そしょう

科連携のいっそうの推進により、脊

存療法を軸に診療を開始し、歯科医

４月、
「 人間性豊かな歯科医師 」

発展に寄与してまいります。

世界に誇れる成果を発信し、本学の

研究に携わる研究者ら約１５０人が

立雄先生をはじめ、全国から硬組織

総合歯科医学研究所の開設 周年

プしています。

点）
、年を重ねるごとにレベルアッ

以上も上昇（ 年の平均点は ・６

10
79

30

でぜひご参加ください。

（２０１９年７月５日付 商標登録取得）

松本歯科大学公式キャラクター

幸ある年となりますように。

には第１１２回歯科医師国家試験が 感 性 を 共 有 す る「 読 書 会 in MDU ましたが、この他にも大学の根幹で
」が定着しました。およそ ある教育・研究・臨床の面において、
Library

格者が 人を超えたのは２００３年

しょう。

功を収めました。

19

14

なく希望に満ちた未来へと向かいま

10

以来 年ぶりで、直近３年間の平均

60

78

13

29
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2019 年を振り返って

まつもと広域ものづくりフェアに学生がボランティア参加（7 月）

学生有志が歯の型を採る印象材を用いて指の複製を作り、子どもたちにプレゼントした。

秋空の下、令和初の体育祭を開催（10 月）

卒業謝恩・祝賀会（2 月）

歯学部生、衛生学院生、職員ら約 250 人が共に汗を流し親睦を深めた。

ご父母や法人役員、教員ら合わせて約 200 人が出席。恩師や学友、後輩たちと語り合い、名残惜しい時間を過ごした。

ママフェスまつもとで歯の大切さ PR（6 月）

松本市で開催された親子参加型イベント「ママフェスまつもと 2019」にブース参加。ブラッシ
ング指導や歯科矯正相談を行った。

オーラルフレイルの予防活動に卒業生が貢献（12 月）

第 51 回全日本歯科学生総合体育大会・夏期部門（8 月）

自転車観光はサイクルツーリ

によって異なる。４日～ 日間

伴い、必要日数も走力とレベル

ルを走るとなると宿泊や飲食も

また全県約８００キロメート

きたい。

走れるように全県に設置してい

人がマップを見なくても迷わず

ピクトグラフで明記する。外国

を示す青色の線を路上に引き、

選択する。走行可能であること

信では郊外の走りやすい道路を

肩の広い道路が多い。中信と南

幸い北信では雪の影響もあり路

う確保するかが大きな課題だ。

でも自転車の走るスペースをど

となった。今回のプロジェクト

転車は車道を通行するのが原則

年の道路交通法の改正により自

圧倒的に多いことだ。２０１５

狭いことと、道路上の建造物が

は二つの特徴がある。基本的に

海外と比較して日本の道路に

も行っていく予定だ。

走りやすくするために道路整備

えている。このコースを安全に

で訪れるサイクリストは年々増

された。長野県にサイクリング

県内を一周するコースも発表

を務めている。

した。そのプロジェクトの代表

て県の魅力を発信する「 Japan
」を発表
Alps Cycling Project

り出し、長野県は自転車を通じ

町村でそれぞれの取組みが始ま

推進計画により、都道府県と市

ズムと呼ばれ、国の自転車活用

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

の形にワクワクしている。

まったばかりだが、新しい観光

まる。サイクルツーリズムは始

にすることで、観光的要素が強

宿泊が１カ所に集中しないよう

これにも基本的な狙いがあり、

は必要だと予想している。実は

10

「NHK おはよう日本」で河瀨聡一朗先生（26 期生）の避難所におけるオーラルフレイル予防の
診療活動が紹介された。

夏期種目 23 部門のうち日本拳法・陸上競技部門を本学が主管。両部門とも個人戦で奮闘した。
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りの処置ですが計４回ほどの通

す。なお、手術は外来での日帰

験を時系列に沿ってご報告しま

というわけで、以下に私の体

体験記を書いてみては」とも。

た。同時に、
「 せっかくだから

ろ、再度の治療を勧められまし

の相馬啓子教授に相談したとこ

しみが戻りつつあったので同科

れから約２年がたち、以前の苦

ギー反応を減らすものです。あ

粘膜をレーザーで焼いてアレル

この治療は、簡単に言うと鼻

管を入れたのとは逆側から処置

のあたりにテープで固定される。

がすための細い管を入れられ顔

見えなくなる。鼻の穴に煙を逃

をかけると視界は閉ざされ何も

抜去。目の保護のため専用眼鏡

顔ではない。マスクをもらって

われたがとても人に見せられる

待合室で 分ほど待つように言

に丸めたガーゼで鼻栓をされ、

に入ってくる恐怖もある。最後

がありやや苦しい。器具が深部

♢―♢ ♢―♢ ♢―♢

処置。これにて通院終了。

④ 月 日（経過観察）

霧状の薬剤を鼻から吸入してス

れた ）
。最後にネブライザーで

受けて分泌物をとってもらった

の症状が悪化するのだ。診察を

ー治療、術後は一時的に花粉症

頷く相馬教授。実はこのレーザ

想定内と言わんばかりに笑顔で

しい年を爽やかにスタートさせ

ザー治療をお試しいただき、新

に苦しんでいる方は、ぜひレー

用は、手術代含め保険適用で１

す。計４回の通院でかかった費

果がなくなる場合が多いようで

うで、私のように２年程度で効

治療を追加する方もおられるそ

発しない方もいれば季節ごとに

には個人差があり、５年以上再

レーザーに対する粘膜の反応

を飲んだら治まったことを報告。 かりと実感しています。

ゃみが止まらなかったが処方薬

てみてはいかがでしょうか。

ッキリ爽快。
所要時間 分ほど。 万円ほどでした。

く。再び診察室に入りガーゼを （少し痛いが鼻づまりが解消さ

退室し、何食わぬ顔で時間を置

この体験記を書いたのは術後

より鼻づまりが改善します。

にくくなり、粘膜の瘢痕収縮に

減少するためくしゃみが起こり

れます。また、知覚神経終末が

化が起こります。このため、ア

治療後２～４週間で粘膜の線維

膜の蒸散と蛋白変成が起こり、

レーザーの熱によって鼻の粘

ことにより鼻症状を改善します。 で。詳細は大学病院ホームペー

粘膜を

反応の主な場所である下鼻甲介

この治療は、鼻のアレルギー

いたします。ご予約は医科受付

いらっしゃる方にはぜひお勧め

経過は順調で、前回と同様の

していた花粉症の内服薬を手放

花粉症や鼻炎、それら内服薬

今年もまた地獄の花粉症シー
ギー性鼻炎のレーザー治療を行

病院耳鼻いんこう科にてアレル

したが、２０１８年２月に本学

麻酔液のガーゼを鼻のかなり奥

レー噴射された。苦い。続いて

するため鼻の中に麻酔液をスプ

まる。最初に鼻粘膜を表面麻酔

説明を受けるうちに緊張が高

ク時のごとく鼻水が垂れ、くし

術後から翌日まで花粉症ピー

時間 分ほど。

や薬の説明を受けて終了。所要

や運動、入浴に関する注意事項

の高山琢磨さんの指導のもと、

日本スコラ株式会社環境事業部

が後輩となる新入生を迎えてく

４月には満開のチューリップ

③ 月 日（術後の診察）

年の大槗輪太郎君、
中村 葵さん、

作業に参加した学生は第２学

歯学部第２・３学年の有志は、

における歯科医師の臨場につい

花粉症や通年性の鼻炎に悩んで

レ2ーザーで蒸散する （☎０２６３ - ２
CO
-３５０）ま

レルギー反応を惹き起こすレセ

プターの減少とともに、鼻腺が

ジをご覧ください。

受容体の
GluK3

（耳鼻咽喉科学 教授 相馬啓子）

https://www.mdu.ac.jp/hospital/
medical_care/medical/laser.html

考えられていた

れた。補綴学分野からは、イン

新たな機能に関する発表がなさ

プラントのナノ表面加工や歯根

膜に存在する幹細胞の話題が提

供され、非常に活発な討論が行

朝比奈君は「経口栄養管患者

われた。

における剥離上皮膜と口腔細菌

叢」
、趙さんは「象牙芽細胞の

という演題で発表を行い、どち

枯渇は象牙質形成を誘導する」

ャンパスで季節ごとに移り変わ

で３回目を迎えた。

２０１７年から開催され、今年

えてさまざまな工夫がされてい

花壇や樹木は見る方のことを考

菊を植えました。キャンパスの

チューリップの球根だけでなく

は冬でも花壇を楽しめるように

えました。中村さんは、
「 今回

どりの菊を植え付けて作業を終

口腔細菌学講座および総合歯科

細菌学・歯周病学講座と本学の

同研究会は、新潟大学歯学部の

と、長岡市寺泊で開催された。

野・多部田康一教授の幹事のも

境制御学・歯周診断・再建学分

学院医歯学総合研究科・摂食環

コーヒーブレイク後、色とり （日）にかけて、新潟大学・大

講座からは、記憶に関与すると

ていた。また、新潟大学生化学

からの多くの質問に適切に答え

比奈君と趙さんは発表後、会場

照仁准教授が口頭発表した。朝

ん、総合歯科医学研究所の山下

滉直君、大学院４年の趙 麗娟さ

講座助手で大学院２年の朝比奈

本学からは、地域連携歯科学

（総合歯科医学研究所 教授 小林泰浩）

であった。

の研究の進展につながる研究会

な討論を行うことができ、今後

異分野の研究者が集まり活発

らも優秀賞に選ばれた。

おります。

（歯学部第３学年 三浦佑樹）

レイケン

大学院生・朝比奈滉直君、趙 麗娟さんが優秀賞

チョウ

••••••••••••••••••••••••••

に挑戦したいと思いますので、

次回はさらに斬新な植え付け

る花木をぜひ注目してください。 多くの方のご参加をお待ちして

感想を語りました。

治療の有効率は８割程度です

の副作用
（眠気や口の渇きなど） 減少するため鼻汁過多が緩和さ

（入試広報室 チーフ 大場有記）

ズンが到来します。いまや深刻
ったところ、症状がかなり改善

深くまで押し込まれる。圧迫感

れます。
学生や職員の皆さんも、

ても一定の枠、一定の資格が必

が、
副作用がほとんどないので、

院が必要です。
される。麻酔のおかげで痛みは

まもなくですが、それまで常用

たそれ。食欲はそそられない。

な現代病とも言える花粉症です
し、体感的には例年の６割減と

実習館前の花壇にてチューリッ

自然豊かなすばらしい環境のキ

が組まれ、３月には本学で「マ

に５色のチューリップの球根を

松浦宏季君、第３学年の網野嵩

植え、色の組み合わせを考えな

要であるものの、早急に募集が
東京オリンピック・パラリン

がら模様を描きました。高山さ

之君と筆者の計５人です。花壇
ピック２０２０にスポーツデン

第３回オーラルサイエンス研究会
かな様子についてお聞きし、楽

第３回オーラルサイエンス研

しく作業することができました。 究会が 月９日（土）から 日

来や植え方、咲いた時の色鮮や

んからチューリップの名前の由

ティストが活躍する姿が目に浮

始まっている。

ウスガード製作実習講習会」が

の前である。さまざまな場面で

リンピック２０２０の開催も目

さて東京オリンピック・パラ

を通じた健康づくりを支援し、 開かれる予定である。
ライフステージに応じたスポー
ツ活動の推進に寄与する。
三．スポーツを通じて、顎顔
面口腔外傷等の安全と安全意

かぶ。
（スポーツ歯科 教授 鷹股哲也）

51

すことができ、その効果をしっ

♢―♢ ♢―♢ ♢―♢

的に言うとバーベキューの焦げ

ないが独特のにおいが漂う。端

まずは診察。器具で鼻の穴を
広げられて気恥ずかしいが、何

度もされることなので割り切る。 人間も肉なんだなぁと思ってい
るうちに終わる。手術時間は５

学生有志が寄せ植え作業

が、私も中学生の頃に発症して
いった感覚に打ち震えました。

プの球根と菊の花苗の寄せ植え

実習館前の花壇でチューリップが春を待つ

以来ウン十年の付き合いです。

作業を体験しました。

11

二．アスリートの競技力向上

10

快晴に恵まれた 月９日
（土）
、 持って見てもらいたいです」と

毎年ひどい症状に苦しんでいま

スポーツ歯科のニーズがますま

25

12

をはじめ、地域住民のスポーツ

維持向上に寄与する。

す高まっているなか、競技会場

ていたのか疲労感が残る。飲酒

決めて終了。
所要時間５分ほど。 分足らずだが、知らず力が入っ

治療の説明を受け、術日などを

10

15

トの養成が始まっている。長野

② 月９日（術日）

16

医学研究所の研究交流を趣旨に

10

識の向上に寄与する。

２０１３（平成 ）年より日

マウスガード

このような目的を遂行する

本スポーツ協会公認「スポー

しかしその数は少なく、現

本学病院スポーツ歯科でケアを続けている冬季五輪モーグル競技強化選手

担当医の解説

① 月 日（術前の診察）
28

12

るので、ぜひ多くの人に興味を

11

ために、日本スポーツ協会・

スポーツ歯科医学は「歯科医

日本スポーツ歯科医学会は、

学領域からスポーツを支援する

栄養士、薬剤師などスポーツ関

体等にも対応すべく、各都道

会と歯科医師会が連携して国

一．スポーツ歯科を通じて国

府県認定スポーツデンティス

３つの目的を持つ。

在、各都道府県のスポーツ協

ドクターやトレーナー、
コーチ、 始した。

ツデンティスト」の養成を開

スポーツ歯科の役割

科学と技術」である。スポーツ

東京オリンピック・パラリンピック開催年

係者と緊密な連携の下に、以下

25

寄せ植え作業を行う学生たち

11

12

県においても本養成プログラム

レーザー手術を施す相馬教授（右）と筆者

より健康寿命の延伸、ＱＯＬの

アレルギー性鼻炎のレーザー治療体験記

シリーズ 専門性⑦

民のスポーツを支援することに

左から多部田教授、朝比奈君、都野先生（新潟大学）
、趙さん、筆者

••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••
••••••••••••••••••••••••••
花粉症や通年性の鼻炎に苦しむ方へ
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••

vol.13
vol.17

病院だより

長野県支部

今年で 回目となるイルミネ

メートル、樹齢約 年のヒマラ

リーは、病院を訪れた患者さん

〔解く・組織変更〕

月 日付

看護師室看護師長を解く
病棟看護師室看護師主査
連携型口腔診療部門（地域連携歯科）勤務

永井 早苗 （ 
）
看護師室病棟副師長を解く
荻上あゆみ（ 病
）
棟看護師室主任看護師
護師室外来副師長を解く
小野 洋子（ 看
）


月 日付

外来看護師室主任看護師

〔昇任・組織変更〕

本学・東京・大阪 ･ 福岡

験場

■お問い合わせ■

聴講には第１～５学年生まで
参加しており、それぞれの学年
で受け止め方はいろいろだった
と思いますが、将来の歯科医と
しての展望には確実に役立つも
のであったかと思われます。

ーションの点灯式が、大学病院

ヤスギに約１万４千球の４色の

は大きな水害を受けました。犠

や近隣住民の方々、学生、職員

夜空に光を放つ、幻想的なツ

牲となられた 人のご冥福と、

らを和ませてくれている。

新井

病棟看護師室看護師チーフ

連携型口腔診療部門（地域連携歯科）勤務

病棟看護師室看護師

（外来看護師室看護師）

連携型口腔診療部門（口腔外科）勤務

彩 

（外来看護師室看護管理アドバイザー（契約職員）
）

●試

続いて懇親交流会は、場所を
松本市内の養老乃瀧食文化会館
に移動して行われました。
ご挨拶から始まり、山田和昭専
前のヒマラヤ杉のもとで 月

笠原哲三支部長（４期生）の
務理事（６期生）より支部の活
日（木）に行われた。点灯式で

イルミネーションは、高さ

動報告が行われた後、開宴とな

ＬＥＤと球体が飾られている。

も見られましたが、支部会員の

新しい良い年を迎えられること

HOT LINE 0263–54–3210
松本歯科大学 入試広報室

准教授（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（歯学部歯科矯正学講座）

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（総合歯科医学研究所硬組織疾患制御再建学部門）

歯学部兼務

大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学講座兼務

（大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学講座）

12

う」と挨拶された。

りました。
号で

先生方、大学職員、研修歯科医

を祈念して皆で点灯しましょ

川原一祐学長は、
「 台風

の先生が一緒になっての語らい

在学生には最初緊張の面持ち

が徐々に会場を和ませ、皆が打
ち解けるにはそう時間はかかり

フレンチレストラン雷鳥

メニュー一新、カフェタイムを開始

1月6日㈪ ～1月27日㈪

Ⅱ

月 日（土）松本市歯科医

師会館にて、大学職員および研
修歯科医、在学生との交流会・
ませんでした。途中、学内委員
が企画したアトラクションなど
で会場は大いに盛り上がり、盛

例年本学図書会館にて行われ
く見せていただき、一人ひとり

創立 年記念棟２階のフレン

フェタイムを設けた。

年に一度の学生との交流会は、 タなどの提供を始め、新たにカ
ランチプレートは肉や魚など

学生のためだけでなく、われわ
れ支部会員にとっても若い力を

のメイン料理とライスを一皿に

の他に日替りでパスタやカレー

験日

髙野さや香  （手術室主任看護師）
笠原百合子 （病棟看護師室看護師主任）
大澤由里子 （外来看護師室看護師主任） 塩原さゆり  （外来看護師室看護師） 川原 良美 （准 教授（歯学部歯科矯正学講座））
（外来看護師室看護師）
矢島 輝美 （病棟看護師室看護師チーフ） 髙山 実和
）
小出 雅則 （



宮尾奈津美 （外来看護師室看護師チーフ） 藤澤真由美  （外来看護師室看護師）〔兼務〕
月１日付 
青木 和美 （外来看護師室看護師（契約職員）） 増田 宜子 
〔兼務・組織変更〕 月 日付
芳澤 享子 
片岡 礼子 （外来看護師室看護師（契約職員））
（手術室長）
山室ひとみ （外来看護師室看護師（契約職員））
相馬 啓子
（手術室副室長）

久家
香
中澤 里美 （外来看護師室看護師（契約職員）） ６日㈪～７日㈫
（外来看護師室看護師）

黒木有紀子 （外来看護師室看護師（契約職員）） 卒業試験 （第６学年）
〔組織変更〕
月 日付
軽辺美維子
塚原 美穂 （外来看護師室看護師（契約職員）） ７日㈫～９日㈭
（手術室看護師）

松倉 英里 
百瀬 寛子 （外来看護師室看護師（契約職員）） 後期試験
（手術室看護師）
（衛生学院第３学年）
伊東
恵 （手 術室看護師（契約職員）） 倉科 麻美 （外来看護師室看護師（契約職員）） 日㈬～ 日㈫
横山 咲恵  （病棟看護師室看護師） 後藤 由香 （外来看護師室看護師（契約職員）） 定期試験 （第１～３学年）
宮戸ひとみ  （病棟看護師室看護師） 内藤 幸子 
日㈫
上野美知穂  （病棟看護師室看護師） 新藤 澄江 （外来看護師室看護師（契約職員）） 衛生学院一般入試Ⅱ期
永瀬 陽子  （病棟看護師室看護師） 佐藤美穂子 （外来看護師室看護師（契約職員）） 日㈬
大学院発表会
垣内 貴子  （病棟看護師室看護師）〔組織変更〕
月 日付
衛生学院一般入試Ⅱ期
狩戸ゆかり  （病棟看護師室看護師） 看護師室は業務管理体制を改
合格者発表
三澤
叶  （病棟看護師室看護師） 編し、手術室、病棟看護師室、
日㈬
外来看護師室の３部門の新組
小松 里衣
（病棟看護師室看護師）

創立記念日 （ 周年）
佐原加代子  （病棟看護師室看護師） 織に変更
月 日付
中村由起子 （病棟看護師室看護師（契約職員））〔退職〕
日㈭
松沢 遥花 （病棟看護師室看護師（契約職員）） 田村 明規  （診療助手（常勤職員）） 特待生１種選考試験 （留学生）
三溝 真紀 （
）〔採用〕
月１日付  日㈮

有賀 弘美 （事務局総務課事務員（派遣職員）） 共用試験ＣＢＴ （第４学年）
古畑 貴子（ 
）
高根ひろみ （外 来看護師室看護師チーフ）〔昇任〕
月１日付
敏昭 （ 
）
御子柴嘉穂里 （外来看護師室看護師） 荒

荒井
敦 （
）

2020年2月3日㈪・4日㈫

８

21

22

学術講演会が行われました。
ていた当会でしたが、在学生か
在学生の取りまとめや連絡係

チレストラン雷鳥では、 月

況のうちに終宴となりました。

日（月）よりメニューを一新し、

の患者さんに対しての長期的な

を務めていただいた保科沙矢夏

日替りのランチプレートやパス

メンテナンスの重要性を話され

さん（第５学年）
、ありがとう

らの要望なども取り入れ、本年
ました。まとめとして、
ございました。

予後なし

◦歯周基本治療なくして良好な

は新しい試みとして松本市にて
開催されました。
当日はやや激しい雨が降る日

重要性

◦治療計画書や、口腔内写真の
◦良きスタッフ、良き仕事仲間

感じられるいい機会だったと思

形式より手早く提供できる。そ

盛り付けるため、従来のコース
期生 田中秀治）

います。
（長野県支部

ライス、ハヤシライスなどがあ
り、すべてのメニューはサラダ
バイキングとドリンクが付いて
同店シェフの渡辺孝貴さん

８００円～９００円。
は「昼休みの限られた時間で手
軽にしっかりと食事がとれるの
で、ぜひご利用ください」と話

27

●試

48

でしたが、支部会員、大学職員、
人が集まりました。

研修歯科医、在学生合わせて約
開催にあたりご協力いただい
などが大切であることを説かれ

を作る

に続き、松本市で開業されてい
ました。

た宇田川信之歯学部長のご挨拶
る汲田 剛先生（４期生）から「歯

講演終了後の懇親会は５階の

用いて解説していただきました。

また、午後１時 分～５時

した。

www.mdu.ac.jp

（SMBC 信託銀行ＨＰ等より）

周病専門医から学生さん、臨床

日本料理雲海にて安西教授も交

●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）

研修歯科医の皆さんにお伝えし

日（土）
、富山市のＡＮＡク

富山県支部学術講演会が 月

え参加者全員の自己紹介、また

分までのカフェタイムは、遅い

昼食や打ち合わせ、コーヒーブ

特待生 1 種選考試験（Ⅰ期）

30

TEL 0263-51-2090

富山県支部

ラウンプラザホテル富山、４階

こちらでもご質問させていただ

レイクなどに利用できる。カレ

センター利用入試（Ⅰ期）

11

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

29

内外の経済 12月20日付

病院保存科・安西正明教授が講演

験を積み、自分に合ったスタデ

朱雀の間にて開催されました。

き日ごろの診療における保存治

27

試（Ⅰ期）

一

11

12

12

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

たいこと」と題してご講演をい
講演前半は、演者が卒業後歯

ィグループと出会えたことなど

講演は、本学・病院保存科の

療のアドバイスをいただき盛り

ーライスやパスタなどの軽食や
コーヒー、スイーツなどをゆっ

25日㈯ 「お口の渇きが気になる方へ

16

たりとした時間の中で楽しむこ

宜子

2月 1日㈯ 「美味しく食べるための歯の根の治療」

歯科保存学講座 教授 増田

ただきました。

も併せて、現在に至った経緯を

安西正明教授を講師にお迎えし

っております。

とができる。

27

孝之

21

0.20％
0.10％
0.01％
0.01％
0.10％
0.01％

110.35円
143.30円
122.64円
112.78円
3.70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

「歯内療法を再考する」

語られた後、ご自身の診療所に

て「歯内療法を再考する」と題

新幹事の先生方には引き続き
期生 松浦 隆）

◎試験日は 2 日間のうち、希望する試験日が選択可能です。
または 2 日とも受験可能。
センター利用入試は、本学個別試験はありません。

▲

▲

▲

株価
日本
23,815.65円
28,376.96ドル
米国
金地金店頭価格 （消費税込み）
5,757円
売り（１グラム）
5,670円
買い（１グラム）
（消費税込み）
白金地金店頭価格
3,697円
売り（１グラム）
3,566円
買い（１グラム）

科医師として臨床に携わるなか、

おいての、初診から診療、メン

相互協力して富山県支部の活動

して発表をしていただきました。 上がりました。
根管治療の原則を再考して、

（富山県支部

27

公衆衛生学講座 教授 山賀

18日㈯ 「口臭の原因とその対策」

30

31

Economic News

時に悩み時に喜びさまざまな経

テナンスまでの流れを説明され
ました。

根管治療時の診断・治療能力の

後半は、たくさんの臨床症例
写真を用いたお話で、長年にわ

を盛り上げていってほしいと願

27

11

入

般

11

11

敦史

28

25
安西教授（前列中央）と支部会員

日替りランチプレートの一例

30

13

11

歯科保存学講座 教授 亀山

1月11日㈯ 「審美歯科治療の最前線」

11

19

50

30

汲田 剛先生（中央）
、会員と学生

10

11

大学職員・研修歯科医・在学生交流会
学術講演「歯周病専門医からお伝えしたいこと」
向上に役立つお話をスライドを

松本歯科大学 市民公開講座のお知らせ

夜を彩る
希望の光
97

松本歯科大学校友会――――
――――

イルミネーション点灯式
17

19

27

30

Alumni News
10

60
たっての診療の成果を惜しげな

口腔乾燥症のなるほど学 ━」
口腔病理学講座 准教授 村上
聡

━

26

＜全 4 回＞

「歯科医療の最前線」
テーマ
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