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秋を迎え、中庭の木々も色鮮やかに紅葉してい

る。東歯祭も無事に終了し、学生にとっては勉強

にスポーツによい季節となったが、秋はまた物思

いにふける季節、思い悩む季節でもある。

そこで平成17年11月16日（水）、就任1年半を迎

えた金子 譲学長と本学の学生との対談が行われ

た。これは、東京歯科大学広報紙創刊以来初め

ての企画である。

学生代表として、川野洋介君（5年）、大平真理子

さん（4年）、太田貴裕君（3年）、加藤久美子さん

（2年）の4名が参加して、日頃の悩みや要望などを、

ざっくばらんに金子学長にぶつけてもらった。

果たして、金子学長の返答は…？

2005年10・11月 本号の主な内容 ・特別企画 学長に聞く　対談　金子学長・学生

・第37回東歯祭

・歯科医学教育開発センター設置

・延世大学校歯科大学教授、病院職員来校

金子学長 ・ 学　　生
学生から金子学長への質問・要望

対　　談
特別企画 学長に聞く



松久保広報部長

本日は大学広報の初めての企画ですが、学長と

学生の対談ということで、お忙しい中、金子学長

と4名の学生の皆さんにお越しいただきありがと

うございます。

進め方としましては、まずは金子学長から本学

の学生に対する教育方針や今後の歯科界につい

て、そして現在の学生に望むことなどをお話いた

だきたいと思います。その後、学生から学長に対

してのご質問や厳しい要望等（笑）を言っていた

だけたらと思っています。

それでは、よろしくお願いします。

金子学長　今日は、大学広報の企画ということで

すが、直接学生の方々とお話する機会はあまり

ないので、このような機会は大変嬉しく思いま

す。松久保広報部長に、お礼を申し上げたいと

思います。

さて、まず在学中である皆さんへの教育方針

についてですが、一つはその時代時代にある社

会のニーズを十分に把握してそれに沿った教育

をしていくこと。もう一つは時代に合わせると

同時に大学の歴史をふまえた人材育成の目的が

ありますので、この二つを融合させていきまし

ょうというのが、大きな方針だと思っています。

では、今どのような歯科医師が求められてい

るのでしょうか？これは、歯科医学概論の中で

お話したのですが、2年生の加藤さんいかがで

すか。

加藤　私は今年の四月に学士入学をしましたの

で、歯科医学概論は聞いていないのですが…。

金子学長 それはちょっと問題ですね。

一　同（笑）

金子学長　まず、21世紀はどのような社会である

かというと、非常に知的な社会、知識を基盤に

した社会であるといえます。また、インターネ

ット等の急速な普及により、多くの人が自分の

病気を自分で理解し、その時はどこの病院へ行

ったらよいのか、などという情報が極めて身近

なものになった社会でもあります。このような

社会のなかでの歯科医師の在り方ですが、知識

や技術を持つということは当たり前で、それ以

上のものを求められていると思います。それは、

やはり医療は人間が人間を治すということで

す。つまり、患者さんは医師、歯科医師に対し

て人間性を求めているんですね。

では、人間性とは何か？それは、非常に哲学

的な話になりますが、簡単にいうと、人のこと

をその人の立場になって考えてくれる人。医師、

歯科医師でいえば自分の家族が病気になった時

と同じ感覚で治療をしてくれる人だということ

です。患者さんも多種多様な人達がおられ、考

え方もそれぞれ違います。患者さんの意見を聞

き、そしてその内容をよく理解する。一方的な

押しつけのような昔のお医者さん主義ではいけ

ません。

加藤 患者さん本位で、その人を良く理解して

あげる…。

金子学長 そうですね。多様な人間を理解できて、

包容力のある、そして解決策が見いだせるだけ

の力を持っていただきたいと思っています。時

代に合わせた患者さんの満足する医療を行うこ

とによって、いわゆる良い結果がでるわけです。

そういった意味でも、人間性を持つということ

は、極めて重要なことであると思います。

また、人間性に関連して大切なことが協調性

です。現代の歯科医療は、歯科医師一人だけで

治療を行っていくという例は少ないと思いま
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金子学長

「東京歯科大学の教育方針」

「求められる人間性」
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す。医療の現場は、看護師や歯科衛生士、歯科

助手、あるいは事務の方など多くの職種の方が

ともに働いています。そのような方々とうまく

協調しながら歯科医療をしていく、これも人を

理解するということにつながりますよね。

それから外国との関わりを持つという国際性

も大切です。内にこもっていては、昔の鎖国と

同じで医療はよくなりません。しかし現在にお

いても、宗教や領土の問題、つまりは民族の問

題から世界のどこかで紛争や内戦が続いていま

す。この問題は人間の本能であり、解決は難し

いのですが、相手を認めてお互いを融和させて

いかなければならないと思います。それができ

なければ、いつでもどこかで悲劇が起こってい

ることになります。

加藤 患者さんを理解するという点でも、医療と

国際的な協調性というところでは、似ている部

分がありますね。

金子学長 その通りです。国と国がお互いの文化

を理解し、納得し、分かり合うことが必要です。

それから国際性の観点から英語力は重要です

ね。やはりこれからは、グローバル化の時代で

すから。先日、あるシンポジウムで韓国の方の

話す英語を聞きましたが、見事なものでした。

それに比べ、日本人は英語が下手ですね。これ

からの日本は英語教育について、見直さなけれ

ばならないと思います。

いずれにせよ、皆さんには、幅広い目で上か

らものが良く見えるような把握力の持てる人に

なってもらいたいと思っています。それが、今

の教育の一つのニーズですね。

川野 そのような人間性の基盤を作っていくの

が、東京歯科大学における学生生活になるわけ

ですね。

金子学長 それからもう一つ。私立大学は、大学

独自の精神があって成り立っています。東京歯

科大学も「歯科医師である前に人間たれ」とい

う精神がありますが、皆さんもご存じですよね。

人間たれというのは、具体的にどういう人間に

なれと言っているわけではなく、非常に深さの

ある言葉です。我々が一生求めてやまない部分

ではないでしょうか。ですから皆さんには、歯

科医師になることだけで満足しないでいただき

たいのです。どのような歯科医師になるか、そ

れが大切であると思います。

川野 貴重なお話、ありがとうございます。では、

今日はこのような機会をいただきましたので、

2年生から5年生の各学年から、日頃思っている

ことや感じていることなど、金子学長にご意見

を伺っていきたいと思います。まず、2年生の

加藤さんからお願いします。

加藤 私は、今年から学士編入をさせていただい

たのですが、自分で考えていた以上に毎日が過

密で、スケジュールに追われているという印象

を受けています。特に皆さん、クラブ活動と授

業の両立が大変なようです。金子学長は、クラ

ブ活動に対してどのようなお考えをお持ちでし

ょうか。

金子学長 クラブ活動については、大いにやって

もらいたいというよりは、東京歯科大学に入学

したからにはやらなければならないと思ってい

ます。その中での連携、協調により友情が育ま

れ、母校愛が生まれる。そのようなものは教室

のなかだけで、醸成されるものではないのです。

確かに皆さんは、勉強についても大変だと思い

ます。しかし、皆さんには歯科医師国家試験と

加藤久美子さん（2年）

「クラブ活動とは」
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いう大きなハードルがあることを忘れないでい

ただきたい。もちろん、そのハードルを越える

システムを本学は持っています。それが、結果

的に多少過密であったり、厳しい部分もあるか

もしれませんが、それを乗り越えられれば必ず

良い結果が生まれます。これは、長年のデータ、

経験からも間違いありません。人間は、どうし

ても楽な方へと進みがちですが、いまの時代を

乗り切るには厳しさも必要だと思います。

加藤 私達にも、その厳しさを理解してもらい

たいということですね。

金子学長 そうですね。クラブでも、練習をしな

ければ試合には勝てないですよね。それから、

練習してもやはりよい指導者がいなければ強く

はなりません。そういう意味でも本学は、教員

の教育、教員評価にも力をいれています。皆さ

んに勉強をしろと言っているだけではありませ

ん。教員は、皆さんに分かり易く、理解が出来

るような授業をしなければなりません。ですか

ら、皆さんも授業がわからなかったら、「あの先

生、よくわからない。」と大いに言って下さい。

川野 先生の世界もシビアなんですね。

金子学長 先生も厳しいのです。つまりは大学

全体が厳しいのですが、学生の皆さんには、

その厳しさに応えられるようになって欲しい

と強く願っています。

加藤 ありがとうございました。

川野 では、3年の太田君お願いします。

太田 私も学士編入として昨年入学し、歯科医療

の世界に初めてふれたのですが、歯科の世界が

厳しい現状のなかで、自分が将来どのような歯

科医師になっていきたいのかということを、早

くから固める必要があるのではないかと思って

います。それは、私がいろいろな先生の話を聞

いたり、外部のシンポジウムに参加している中

でも、強く感じていることです。しかし、私が

約2年間、大学で生活をしてきたなかで、同学

年の学生を見ていると、基礎系に入って間もな

いこともあるとは思いますが、そういった考え

が見えてこないという感じを受けます。私達学

生は、国家試験合格のための勉強ももちろん大

切ですが、その他にも大学の外の世界にも目を

向けて広い視点から歯科医療を見ていくことが

必要だと思っています。金子学長は、今の学生

達、特に1年生から3年生ぐらいの若い学生はど

んなことに目を向け、どのような考えをもつべ

きだとお考えでしょうか。

金子学長 太田君がそのような考えを持ってくれ

ているということは、学士入学の成功を意味し

ていて、大変嬉しく思います。まず、学士入学

してきた太田君達とは違って、18歳や19歳の学

生には、正直まだ確たるものはないのです。あ

る学生の面接試験で、「親の背中を見て、歯科

が大事な仕事であると思った。」という歯科医

師への志望動機を聞きましたが、本質的な部分

ではまだわかっていないと思います。その辺が、

目的意識をしっかり持って入学してくる学士の

方との大きな違いですね。しかし、そのように

いろいろな学生が混在していることが、非常に

大事なことなのです。

先ほど、人間性の話もしましたが、君たちの

ような若い学生には、今の東京歯科大学の雰囲

気をつくっている特にチャレンジ精神、開拓精

神を持っていただきたい。それは、その先に夢

の実現があるからです。そして、大事なことは、

太田君のように自己を確立することだと思いま

太田貴裕君（3年）

「今、何をすべきか」
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す。これからの競争時代に勝つためには、ただ

漠然としていてはいけません。本学のカリキュ

ラムもそうですが、何事も幅広く行うことが大

切です。ですから、本を読むことや様々なこと

を経験することは、自己確立に有効な手段であ

ると思います。また、自己を確立することによ

って、人間として非常に大きな広がりを持つこ

とができます。私の後輩で歯科医師であり麻雀

のプロがいるのですが、

学生一同 （驚）

金子学長 彼は、麻雀も厳しい世界で試験もある

と言っています。そして、一番ハイクラスの組

は人間的にもすごい人達の集団だそうです。趣

味の世界の話ですが、彼は麻雀のプロとして大

きな人生の楽しみを持って生きています。話は

少しそれましたが、皆さんにも大きな世界観を

持ってもらいたいということです。

太田 私達もいろいろな世界にどんどん出て行く

べきですね。

金子学長 そうそう、積極的に。そして、そうい

った手助けを大学はしています。それが教育な

のです。ですから、周りのまだ幼いと思うよう

な学生も6年間の教育で変っていきます。1年生

の時は、んーっという学生も、意外や意外、卒業

して数年経ってみれば立派な歯科医師になって

います。そういう意味で、東京歯科大学はすで

に昔から人間教育を非常に大事にしているんで

す。しかし、学生の皆さんも、越えなければなら

ないハードルがあることは忘れないで下さい。

太田 そうですね。ありがとうございました。

川野 続いて、4年生の大平さんお願いします。

大平 4年生は今年度からOSCEやCBTが本格的に

実施され、現在は詰め込みの学習という印象を

持っています。そのため、机に向かっているこ

とが多いので、このまま本当に登院して大丈夫

だろうかという不安を強く感じています。臨床

に出ることがとても遠い所に行くイメージで

…。ですから、もう少し臨床を感じられる授業

があってもよいのではないかと思っています。

また、実習等についても正規の授業以外にもう

少し練習できる機会があればいいなと思ってい

るのですが。

金子学長　大平さんにしてもそうですか…。医科や

歯科の領域というのは、どうしてもそういう感覚に

なると思います。やはり、体験、経験を積みなが

ら向上していく分野ですから。ですので、大平さ

んが今持っている不安や自信のなさというのは、

極めて普通で価値のある感覚だと思います。また、

その感覚がないといけないでしょう。しかし、今

の段階も一つのステップだと考えていただきたい。

スポーツの練習においても数々の段階があり、野

球に例えれば、投げる練習、打つ練習、試合形式

の練習とそれぞれの目的に沿った練習方法があ

ります。歯科についても同じです。きちんと基礎が

できていれば、臨床実習の不足を不安に思う必

要はありません。逆に、臨床の前にきちんとした

ステップを踏んでいない人は、その時に何がなん

だかわからないという状況に陥ってしまうと思い

ます。早めに臨床を経験したいという話もありま

すが、教育には目的があり最終の到達目標があり

ます。ですから、やはり一つずつステップを踏ん

でいかなければならないということは、理解して

いただきたいと思います。しかし、大平さんの言う

ように実習等について、自分たちで出来るような

環境を整えていくことは必要かもしれませんね。

場所などの問題はありますが、それは今後、考え

ていきたいと思います。

それから皆さんには、このような自分たちの大平真理子さん（4年）

「登院への不安」
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感覚を正直に話していくということも大事なこ

とです。大学にとって、学生さんはいわば顧客

ですから、顧客の意見はどこの会社も大事にし

ます。

大平 ありがとうございます。もう一つよろしい

でしょうか。私は延世大学との学生交流に参加

させていただいたのですが、韓国の同世代の学

生達との意見交換はとても刺激的に感じまし

た。テレビ等で感じる韓国の人の印象とは違っ

た彼女達との対話は、私にとって本当に大きな

経験で、夏休みだけの交流ではなく、もっと機

会が増えていったらいいなと思っています。ま

た、韓国の延世大学だけではなく他国の学生と

も、交流ができればと思うのですが。

金子学長 本当ですね。実は本学は、今年の9月

に中国の第四軍医大学口腔医学院と姉妹校の締

結をしました。具体的に交流ができる土壌が出

来たので、皆さんの希望次第ではそういう機会

もあるかもしれません。

日本の現在の歯科界というのは、閉塞状態に

あるので、韓国や中国などのアジア諸国から

学ぶべきことも多いと思います。韓国や中国

では今、歯科大学に入学することがとても難

しいそうです。その難しくなっている現実は、

歯科医師という職業が自分たちの一生の仕事

として魅力があることを示しているのです。

しかし、今の日本の歯科界はどうでしょうか。

魅力がないと当然良い人材は集まらず、その

組織、領域はどんどん衰退の道をたどってし

まいます。皆さんや我々もそうですが、この

問題は歯科医師会や歯科医学会も含めて考え

ていかねばなりません。

若干、話はそれましたが、いずれにせよ韓国

や中国などは、日本とは文化、歴史、国情など

違う点も多いのですが、そういうものを乗り越

えて手を繋ぎ交流を深めていくことが大切だと

思います。

それから、延世大学については、学生交流に

続いて、最近では教員も積極的に学術交流を始

めました。また、職員の方の大学、病院見学も

増えて、この両校の関係は今後も発展していく

と思います。

大平 そうですね。交流は積極的に進めて欲し

いですね。

川野 では最後に、私は5年生で現在登院している

のですが、クリエイティブ、イマジネイティブ両方の

ソウゾウ（以下 創造）力の重要性を登院して強く

感じました。先ほど詰め込み式の知識についての

お話がありましたが、その詰め込み式の沢山の知

識は必要不可欠なものであると思います。今まで、

インプット、インプットを繰り返し、登院になって初

めてアウトプットに出会います。その時に、大切な

ものが創造力であると思いました。具体的には、

いろいろなタイプの患者さんと対応して、その時々

に出す言葉を、瞬時に頭の中から引き出すことも

創造力であると思います。そして、その創造力が

今の学生に一番足りないのではないかと感じてい

ます。

そういった意味で、私はディスカッションの

場をもう少し増やして欲しいと思っています。

ディスカッションは、与えられた課題から自分た

ちのプレゼンテーションを作るという創造力、

また限られた時間のなかでの自分のポジショ

ン、そして最終的な到達すべき位置を自分で定

めていくという創造力を高める非常に有効な手

段であると思います。このような点からも、私

はディスカッションの評価をもう少し厳しくし

てもよいと思うのですが、金子学長のご意見を

川野洋介君（5年）

「創造（想像）力の大切さ」

「国際交流」
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お伺いさせていただきたいと思います。

金子学長 創造性のある医療人。21世紀の医師、

歯科医師像のなかで大切なものだと思います。

創造性を平たく言うと工夫が出来るか出来ない

か。工夫ができないといわゆる改善や改革もで

きません。そういう意味でも川野君の言うよう

に創造力は大事だと思います。しかし、それを

どうやって育てるかというのは難しい問題で

す。本来、クリエイティブもイマジネーション

も全部ものまねから始まっているのです。人間

の歴史とはそういうもので、次のステップに突

然こちらから飛んでいけるものではなく、まず

は与えられたステップを確実にこなすことも必

要です。やはり人々を納得させるだけの段階を

踏まないとクリエイティブというものが活かさ

れないと思います。そのような意味ではディス

カッションは、確かに一つの良い訓練になると

思います。そういう時間が授業としては少ない

かもしれませんが、仲間内で工夫をして機会を

作ることも必要であると思います。それも一つ

の創造です。

川野 そうですね。学外で、自分たちがそうい

う機会を設けることも大事ですね。

金子学長 それから、東歯祭はまさしく学生のク

リエイティブな発言の場ですよね。しかし、時

間もなくて大変でしょうが、まだこれはという

のは少なく感じます。

川野 各講座の展示などは、若い先生方が学生

を主体にして作りあげているのですが、いわ

ゆる先輩であったりリーダー的な存在の人が、

後輩達を啓蒙しようとする意識をもう少し持

ってよい気がします。

金子学長 学生生活の中での連帯感はとても大切

なことです。俺が俺がというのは、東京歯科大

学的ではありません。

川野 助け合いの精神ですね。手を取り合ってみ

んなで伸びていくという大学、そして社会にな

らなければ。

金子学長 私の学生の時は、学士入学はありませ

んでしたが、大学を卒業した人がクラスに3人

いました。彼らには、よく勉強を教えてもらい

ました。クラスの雰囲気もよく、連帯感もあり

ました。

川野 現在、その役目を担っているのが、学士入

学の学生たちでしょうか。

金子学長 そうですね。しかし、それをあまり学

士の学生に求めても過剰な負担になってしまい

ます。要は、自分たちの生活そのものを周りの

学生も見ているでしょうから、意識をすること

ですね。それで、良いと思います。

川野 はい。学士の学生が良い意味での雰囲気を

作っていってくれると、全学的な学生の質の向

上につながっていくと思います。

金子学長 そう、分離せずに良い色合いになるよ

うに。

川野 そろそろお時間のようです。本日はお忙し

い中、貴重なお話をありがとうございました。

学生一同 ありがとうございました。

金子学長 こちらこそ、学生の生の声を聞く機会

はなかなかありませんので、よい経験をさせて

いただきました。ありがとうございました。



（8） 第216号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成17年11月30日発行

第37回東歯祭が平成17年10月29日（土）・30日

（日）の2日間にわたり開催された。「百花繚乱」

をテーマとした今回の東歯祭は、逢坂竜太実行

委員長（3年）を中心に約60名の実行委員が一丸

となって企画・準備・運営にあたった。初日の

29日には若干の雨にも降られたが、2日間を通し

て約2,000名を動員し、悪天候にも関わらず大盛

況の大学祭となった。

■充実の大展示！

例年、本学では、大きく分けて2種類の展示が

毎年行われている。まず、学生が講座・診療科

の協力を得て行う、いわゆる「講座展示」と文化

系クラブが主体となって、学生が日頃のクラブ

の活動成果などを発表する「クラブ展示」である。

「講座展示」では、例年以上に学生と教員が一

体となって展示を作り上げており、補綴学第Ⅱ

講座の展示におけるクリスタルを用いての歯づ

くり体験など来場者が自ら参加しながら楽しめ

る展示も見られた。「クラブ展示」においても、

映画・アニメ研究会の自主制作映画上映に加え

て写真部、コンピュータークラブ、美術部白亜

会、自然愛好会、国際医療研究会が参加し、自

分達の活動成果をパワーポイントで魅せるクラ

ブあり、レイアウトを工夫するクラブありと、

来場者を楽しませる趣向を凝らしたものに仕上

がっており、いずれも東歯祭に懸ける学生たち

の熱意を感じとることができた。

また、今回の東歯祭では、文化系クラブだけ

でなく運動系各クラブも日頃の活動内容を展示

しており、来場者は興味深げに展示ひとつひと

つを覗いていた。

■様々な企画も目白おし

厚生棟前に設置された野外ステージでは、子供

向けの大人気ヒーローショーの他、来場者を交え

てのクイズやゲームなどが行われた。グラウンド

においては、恒例のフットサル競技会が開催され

学内から多くの参加者が集まり、2日間にわたっ

て熱戦を展開した。また、体育館2階アリーナで

は、30日（日）に目白学園「ポラリス・ジュニア

スター」の協力のもと、チアリーディングの公演

が二回にわたり開催され、溌剌とした演技で観客

の目を釘付けにしていた。また、例年好評の大学

院学生会による「無料歯科相談」も多くの来場者

から関心を集め行列をつくっていた。

この東歯祭は、日頃の成果を披露する絶好の

機会ともいえ、混声合唱部の第45回定期演奏会

や管弦楽部の公開リハーサル・室内楽コンサー

トが講堂において催された他、Big Band Jazz部の

屋内外にわたるコンサート、さらに今回は悪天

候のためダンス部のステージも急遽講堂にて催

され、好評を博していた。

また、30日（日）には入試ガイダンスも行われ、

多くの受験生と保護者が参加した。

（詳細は21ページ）

第37回東歯祭開催

展示部門堂々第1位の国際医療研究会。国際的視野をも
った歯科医療人へ！：平成17年10月29日（土）、千葉校
舎基礎棟第1ラウンジ

元気溌剌チアリーディング！：平成17年10月30日
（日）、千葉校舎体育館
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■連日賑わった模擬店

各クラブ等による模擬店が20店出店され、連

日賑わいを見せた。今年も各クラブ創意工夫を

凝らしており、「ケバブ＆生春巻きセット（MLS）」

や「つけ麺（ラグビー部）」「牛丼（東歯祭実行委

員会）」と言った新メニューに挑戦するクラブ・

団体もあり、人だかりを作っていた。また、雨

が降り少し肌寒くなってくると、おそば（自動車

部）や豚汁（ボウリング部・フットサル部）もよ

く売れ、来場者は身体を温めていた。他のクラ

ブも先輩から受け継がれた伝統の味で勝負する

クラブもありと今年の東歯祭をいろどっていた。

■近隣住民に好評のバザー

体育館1階卓球場で行われたバザーは、例年近

隣住民の方々に好評をいただいている催物であ

る。毎回、本学の教職員・学生が不用品を持ち

寄り格安の値段で提供するこのバザー、新品同

様の日用品や高級衣料を目当てに初日の午前中

から多くの来場者が詰めかけた。

なお、このバザーの収益金は全額SHARE（国

際保健協力市民の会）に寄付している。

■感動を呼んだ後夜祭

30日午後5時30分から、厚生棟前野外特設ステー

ジにて金子学長をはじめとする大学幹部および

教職員、吉田昊哲父兄会長をはじめとする父兄会

役員出席のもとに後夜祭が行われた。まず金子

学長から挨拶と総評が述べられ、大学への記念

品として、花束が逢坂実行委員長から金子学長

に手渡された。これは、今回の東歯祭のテーマ

「百花繚乱」を象徴したものとして贈られた物で

「百花繚乱。国家試験も合格率100％！」との逢坂

実行委員長の言葉が印象的であった。続いて展

示部門・模擬店部門の優秀団体に柳澤教養科目

幹事から賞状が授与され、吉田父兄会長より挨

拶をいただいた。そして、最後に、もう一度逢坂

実行委員長の思いのこもった挨拶があり、その

後、教職員・学生が声を合わせて校歌を斉唱、

小田教務部長による乾杯の発声で幕を閉じた。

なお、展示部門・模擬店部門の表彰団体は以下

のとおり。

展示部門

第1位　国際医療研究会

第2位　延世大学校歯科大学との学生交流

第3位　歯科補綴学第二講座

模擬店部門

第1位　M.L.S「ケバブ＆生春巻きセット」

第2位　少林寺拳法部「たこ焼き」

第3位　歯科衛生士専門学校「海鮮焼きそば」

大人気！客足が絶え間なく続いたバザー：平成17年10
月29日（土）、千葉校舎体育館

元気いっぱいMLS！昨年度に続き模擬店部門第1位！：
平成17年10月29日（土）、千葉校舎中庭

大学への贈り物は「百花繚乱」を象徴した花束。委員長
より学長先生へ：平成17年10月30日（日）、千葉校舎
中庭
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■第37回東歯祭スナップショット

今年も入賞！模擬店部門3位、歯科衛生士専門学校の「や
きそば」：平成17年10月29日（土）、千葉校舎中庭

行列をつくった大学院生有志による「無料歯科相談」：
平成17年10月29日（土）、千葉校舎教養棟

写真部展示　照明で一つ一つの写真が美しくライトアッ
プされた：平成17年10月30日（日）、千葉校舎教養棟

ダンシングin講堂！日頃の練習の成果を発揮した：平成
17年10月29日（土）、千葉校舎講堂

全員の心をひとつにしてハーモニーを奏でたBig Band
Jazz部：平成17年10月29日（土）、千葉校舎講堂

歯科補綴学第二講座　滅多に出来ない経験に興味しんしん。：
平成17年10月29日（土）、千葉校舎基礎棟第2ラウンジ

大熱戦が繰り広げられたフットサル。日頃の運動不足も
解消！：平成17年10月29日（土）、千葉校舎グラウン

集中集中！ちょっとの油断が命取り。陸上競技部「型抜
き」：平成17年10月29日（土）、千葉校舎中庭
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歯科医学教育開発センター設置

大学を取巻く環境が著しく変化し、歯科医学教育に

対する社会からの要請、期待に応えることがますます

重要となっている。各大学では新しい教育方法やカリ

キュラムが検討・導入され、教育改革が進行すると共

に、ITを大学教育に活用する試みも活発に行われ始め

ている。本学においても、新しい教育方法・カリキュ

ラムを研究・開発してその成果を歯科医学教育に生か

すと共に，ITの活用を推進する体制を積極的に整備す

る必要がある。

また、この度、平成17年度「特色ある大学教育支援

プログラム（特色GP）」「現代的教育ニーズ取組支援プ

ログラム（現代GP）」の選定を受け、採択された取り組

みを計画的に推進し成果を上げる必要がある。

これらに対応するために専任部署として「歯科医学

教育開発センター」が設置された。ここでは歯科医学

教育開発センターの業務、特に、特色GP：「IT環境で

のグローバルエバリュエーション」、現代GP：「統合型

歯科医学教育への新たな展開－系統講義コンテンツを

進化させた統合的e-Learning Programの開発－」への対

応、事業内容について記載する。

歯科医学教育開発センターの主な業務は（1）新たな

基礎・臨床教育の方法、カリキュラム、評価方法に関す

る研究と開発、（2）特色GPの推進・展開、（3）現代GPの

推進・展開、（4）情報教育の担当、（5）PBLチュートリ

アル教育の推進、支援、（6）FD（Faculty Development）、

SD（Staff Development）の企画、推進支援である。

特色GPを推進・展開するための事業として、1.試験

問題・評価関係ソフトの新機能開発、2.試験問題作成

とセキュリティ確保のためのワークショップ開催、3.

試験問題の管理･ブラッシュアップ業務、4.態度･技能

領域の評価システムの構築を計画している。具体的に

は試験問題管理のために機器類を整備し、本学が現在

持っているソフトに新機能を付与し、「東京歯科大学

CBT」の充実と臍転々分析システムをさらに充実させ

るとともに、試験問題管理のための人的資源の整備と、

試験問題の質を確保するために、ワークショップを開

催する。また、全学的に課題を募集し、態度･技能領域

の評価システムの構築、知識･態度･技能領域評価シス

テムの評価を実施し、改善につなげる業務を実施する。

現代GPを推進・展開する事業として、1.現在の各系

統科目等のe-Learning Programの充実・作成、2.統合的e-

Learning Programの作成、ワーキンググループによるe-

Learning Programの評価体制の構築を計画している。具

体的にはまずe-Learningプラットフォームの導入、運用、

e-Learning Program開発用機器類の整備、e-Learning Pro-

gram作成、運営のための人的資源の整備が挙げられる。

続いて、統合的e-Learning Programの作成のために、テー

マ、研究課題（素材・内容を募集する。）、実際の作製、

検討は、現代GPのために設置するワーキンググループを

行っていく。ワーキンググループは教員、事務職員だ

けでなく業者さらには学生をも含め構成し、教員の自

己満足に終わることのないように配慮する考えである。

統合的e-Learning Programのテーマを設定することは非

常に難しいが、歯科医学教育のモデル・コア・カリキュ

ラムに準じ、1.医の倫理、2.歯科医療における安全性へ

の配慮と危機管理、3.社会と歯学、4.生命の分子的基盤、

5.人体の構造と機能、6.感染と免疫、7.病因と病態、8.

生体と薬物、9.歯科生体材料と歯科材料、10.基本的診

療技能、11.画像検査、12.歯科麻酔の基本、13.小手術の

基本手技、14.救急処置、15.口腔保健、16.頭頸部、口腔

の基本構造と機能、17.顎顔面領域の発生、成長・発育

および加齢とその異常、18.口腔・顎顔面領域の疾患、

19.う蝕の診断と治療、20.歯髄・根尖歯周組織疾患の診

断と治療、21.歯周疾患の診断と治療、22.歯質欠損と歯

の欠損の診断と治療、23.不正咬合、24小児の歯科治療、

25.高齢者の歯科治療、26.障害者の歯科治療をテーマに

することも一案かと考えている。さらにこの成果を報

告するためのフォーラムの開催も重要な業務である。

現在、教員1名、事務員1名の組織であるが、事業推

進のため種々な形での人材の確保を計画している。ま

た、センター運営委員会を組織し、前述したが、事業

の推進の中心は、特色GP，現代GPワーキンググループ

での作業と考えている。

全学的なご支援、ご協力がなければこの事業の成功

はないと考えております。特色GP，現代GPの推進にご

協力いただくとともに、歯科医学教育開発センターに

もご支援賜りますようお願いいたします。

（歯科医学教育開発センター主任　河田英司）
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このたび教授会のご推挙により、平成17年11

月1日をもちまして法人類学研究室教授に就任い

たしました。まことに光栄でありますとともに、

その重責を痛感いたしております。

私は、大学の最も重要な役割は、教育である

と考えております。もちろん、最新の研究やそ

の成果を講義することは、学生にその分野に興

味を抱かせるためには必要ですが、その講義を

理解できる基礎知識がなければ目的は達成され

ません。この意味においても教養系の科目や人

間生物学などの果たす役割は非常に大きいと思

います。私の担当科目である人類学は、その目

的が「人間とは何か」を人間を対象として研究す

る学問と定義されています。東京歯科大学の教

育理念である「歯科医師である前に人間になれ」

という、この人間というものについて1年生から

よく考え、自分なりの答えを出してもらえるよ

うな講義・教育をしていきたいと考えています。

また、人類学では歯科領域の組織がよく資料と

して研究されており、歯科人類学という学問領

域もあります。法人類学も含め、一人でも多く

の学生がこのような分野に興味を持って、研究

してみたいと思われるような教育内容を構築し

ていければと思っています。

一方、法人類学研究室は平成15年4月に教養系

に設置されて以来、今日まで警察、検察、裁判

所、外務省、内閣府等からの法的な分野での要

請に応え、様々な状況下で誠意協力してまいり

ましたが、その結果として検査、鑑定依頼数は

年々増えてきております。このような状況にお

いて活動できるのも、大学当局のご理解と恩師

鈴木和男教授のご教示があったればこそと心よ

り感謝している次第であります。今後もこのよ

うな社会の期待を裏切ることなく、各関係当局

に信頼されるように研究にまた検査鑑定に努力

しながら、社会の治安維持に貢献できる研究室

になるよう頑張る所存でございますので、皆様

方の今までにも増してのご指導とご鞭撻をお願

い申し上げます。

略　歴

昭和51年 3月 東邦大学理学部卒業

昭和51年 4月 東京大学理学部生物学科人類学教室聴講生入学

昭和51年 9月 東京大学理学部生物学科人類学教室聴講生修了

昭和51年10月 東京大学理学部生物学科人類学教室研究生入学

昭和52年 9月 東京大学理学部生物学科人類学教室研究生修了

昭和52年10月 東京歯科大学法歯学講座 副手

昭和53年 4月 東京歯科大学法歯学講座 助手

昭和57年 4月 東京歯科大学法歯学講座 講師

昭和57年 4月 日本人類学会評議員

昭和59年 9月 アメリカ合衆国・陸軍省ハワイ中央鑑識研究所

に研究留学

昭和59年10月 オーストラリア・アデレード大学歯学部法歯学

研究室に研究留学

昭和61年 4月 日本法医学会評議員

昭和63年 5月 オーストラリア・アデレード大学歯学部法歯学

研究室に研究留学

平成 3年 4月 オーストラリア・アデレード大学客員研究員

平成 4年 4月 東京歯科大学教養系人類学　講師（兼任）

平成 4年 6月 博士（歯学）の学位受領（東京歯科大学）

平成 7年 4月 日本法医学会渉外委員会委員

平成13年 4月 日本人類学会資格認定等に関する検討委員会委員

平成14年 9月 北朝鮮による日本人拉致被害者の政府調査団

平成15年 4月 東京歯科大学教養系法人類学研究室　助教授

平成15年 4月 東京歯科大学学会評議員

平成15年11月 外務省参与

平成16年 2月 千葉犯罪被害者支援センター理事

平成16年 5月 拉致問題における小泉首相訪朝団

平成16年11月 拉致問題における第3回日朝実務者協議政府代

表団

平成17年 4月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校人間生物学

副講師

平成17年 4月 千葉犯罪被害者支援センタースーパーバイザー

平成17年 9月 日本鑑識科学技術学会評議員

平成17年11月 東京歯科大学法人類学研究室　教授　現在に至る

■教授就任のご挨拶

法人類学研究室

橋　本　正　次
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この度、教授会のご推挙により平成17年11月1

日付けを持ちまして、体育学教授を拝命いたし

ました。

体育研究室は、竹中正一郎先生によってその

基盤が作られ、それを河野静也先生が受け継が

れ、さらに中村が受け継ぎました。その歴史の

中で、一貫して指導方針は、「スポーツは遊びで

ある。」という考え方でした。現在まで竹中先生

の考えを継承し、さらにスポーツは「明るく、楽

しく、元気良く」行うものであると指導しており

ます。将来に渡っては「からだが資本」であると

考えており、歯科医としての競争を勝ち抜くに

は、気力、体力が充実していなければならない

でしょう。「からだが資本」これをいかに学生達

へ、伝え認識させ、運動を実践するか。運動を

実践する気持を強く持たせるように指導してい

く所存であります。

東歯大においては、専門教育が重要であり、

それが全てだと思われます。その中で一般教養

の教育に従事する者として少しでもお役に立て

ればと思ってやって参りました。体育実技、ク

ラス主任そして学生部副部長として学生と色々

な面において接して参りました。重松知寛先生

は、「誰かが学生の面倒を見なければならない。

だから自分が面倒を見るんだ。」と言われていま

した。私も少しでも学生の役に立つことができ

ればと思い学生と接して参りました。本学には

「歯科医師たる前に人間たれ」という校訓があり

ます。人格形成の重要性を伝え、情緒を安定さ

せ、将来の社会生活を充実させる考え方を持た

せ社会の一員として歯科医として立派にやって

いけるように指導を行っていきたいと思います。

校訓に恥じないような素晴らしい学生がいる。

素晴らしい大学と言われるように学生指導に携

わって参りたいと思います。

微力ですが、東京歯科大学の発展に全力を傾

け、少しでも役立つことができるように努力し

ていく所存であります。今後ともどうか宜しく

お願い致します。

略　　歴

昭和45年 3月 私立市川高校卒業

昭和45年 4月 日本体育大学体育学部入学

昭和49年 3月 日本体育大学体育学部卒業

昭和49年 4月 千葉経済高校　教諭

昭和53年 4月 東歯大体育研究室　助手（嘱託）

昭和54年 4月 東歯大体育研究室　助手

昭和58年 4月 東歯大体育研究室　講師

平成 5年 4月 東歯大体育研究室　助教授

現在に至る

研究業績　その他12編、学会発表8編

私は平成12年3月1日に市川総合病院脳神経外

科に講師として赴任致しましたが、このたび平

成17年11月1日付で同助教授に昇任致しました。

この5年半の間には市川総合病院を取り巻く環境

も変化し、平成17年5月には新病棟が開棟するに

至り、脳・循環器系疾患を始めとした救急症例

にも重点が置かれるようになりました。これも

地域からの要請であり、地域医療を重視する当

院の理念に沿ったものですが、本来市川総合病

院は歯科学生の教育の場として設立されたもの

であり、学生教育あるいは歯科研修医にとって

も有益な研修の場となるように関係各位との連

携が重要であると認識しております。

歯科領域と脳神経外科との共通する疾患とし

体育学研究室

中　村　光　博

市川総合病院
脳神経外科

島　本　佳　憲

■助教授就任のご挨拶
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■博士（歯学）学位記授与

○第544回（平17.10.12）授与

第520回（平15.7.9）合格

神　尾　　　崇（口 外 Ⅰ）第1567号・甲883号

第527回（平16.3.17）合格

藤　波　　　淳（口 外 Ⅰ）第1591号・甲901号

第538回（平17.3.23）合格

本　間　慎　也（補 綴 Ⅲ）第1639号・甲938号

○第545回（平17.11.9）授与

第520回（平15.7.9）合格

椎　木　さやか（口 外 Ⅰ）第1569号・甲885号

第539回（平17.4.13）合格

西　村　文　邦（矯 　 正）第1641号・甲940号

微生物学講座の加藤哲男助教授は、「歯周病原

性バイオフィルム形成と抗菌タンパク質による

その制御」という研究課題で、平成17年度日本

ワックスマン財団学術研究助成奨励金を獲得し

た。平成17年5月23日（月）に東京銀行協会ビル

「クラブ関東」において贈呈式が行われ、当財団

名誉総裁である三笠宮崇仁殿下より奨励金の贈

呈を受けた。贈呈式のあと、殿下を交えて会食

が催された。

■下野正基教授FDI（世界歯科連盟）の理事に就任

第93回FDI年次世界歯科大会が平成17年8月21

日（日）から27日（土）まで、カナダのモントリ

オールで開催された。26日（金）の総会Bで行わ

れた理事の選挙において、日本から立候補して

いた本学病理学講座の下野正基教授が当選を果

たした。理事候補は3つの空席に対し4名が立候

補していたが、理事選挙に先立って行われた次

期会長選挙において、現職理事のバードン・

コンラッド氏（カナダ）が、対抗馬であった現職

議長のジョン・ハント氏（イギリス）を破って当

選したため、理事の空席が4となり、下野教授他

3名の候補者は無投票での当選となった。下野教

授は今後3年間、日本を代表してFDIの発展に貢

献することになった。

学内ニュース

学術研究助成奨励金を獲得した加藤助教授

て三叉神経痛が挙げられます。私が市川総合病

院に赴任後平成17年9月までに121例の三叉神経

痛患者さんが脳神経外科を受診されています。

その8割以上の患者さんは歯科・口腔外科医から

の紹介です。市川総合病院はもとより、千葉病

院、水道橋病院からも紹介いただいています。

多くの患者さんは頭蓋内血管による三叉神経へ

の圧迫が原因であり、テグレトール内服で症状

の改善を得ていますが、8％の患者さんは脳腫瘍

が三叉神経痛の原因と判明し、腫瘍摘出術を必

要としました。食事や会話、歯磨きにて顔面の

痛みが誘発される同疾患においては、多くの患

者さんは歯科医を初診しており、脳神経外科医

を初診することはほとんどありません。口腔内

に問題がなく、三叉神経痛が疑われる患者さん

を診察された場合には脳神経外科医への紹介が

望まれます。

現在、脳神経外科では脳卒中が診療の中心と

なっていますが、それ以外にも上記三叉神経痛、

脳腫瘍、顔面けいれん、さらには脊髄腫瘍や脊

髄空洞症に対する手術治療も行っております。

市川市地域医療のみならず、東京歯科大学関係

者、同窓の先生方からのご要望にも積極的に対

応する所存です。

■加藤哲男助教授日本ワックスマン財団学術研究助成奨励金を獲得
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■市川総合病院防災訓練実施

平成17年9月6日（火）に、市川総合病院におい

て防災訓練が実施された。

まず、午後1時30分より、大規模な地震が発生

した際の防災センターへの通報訓練が行われた。

続いて、午後3時からは、消火器及び屋内消火

栓取り扱い訓練が行われた。残念ながら当日は

台風の接近による豪雨により、予定されていた

放水訓練や仮設救護所の設置訓練は中止となっ

たが、消防署員による詳細な消火器取扱い説明

に参加者は真剣な眼差しで聞き入っていた。

午後4時からは、火災発生を想定した屋内消火

栓取り扱い訓練及び通報・避難訓練が行われた。

患者の安全を確保するための初期消火活動から、

患者を誘導した避難訓練が行われ、最後に市川

市西消防署副署長と畠 亮市川総合病院から講評

を得て終了した。

また、今回は周辺住民を代表して白幡自治会

から4名の参加をいただき、市川総合病院の防災

体制の視察と防災訓練全般の視察を行っていた

だいた。

■脳科学研究の大学院生2名が学会賞を受賞

口腔科学研究センター脳科学研究施設において、

MEG（脳磁図）を用いた研究を行ってきた久保浩太郎

大学院生（歯科麻酔学講座）と別所央城大学院生（口

腔外科学講座）の二名が、その優れた研究業績を評

価され、あいついで学会賞を受賞した。

平成17年9月20日（火）にドイツ、デュッセル

ドルフで開催されたDentin/Pulp Complex meeting

2005において、久保大学院生による「Neural

activities in primary somatosensory cortex following

tooth pulp electrical stimulation: _ Non-painful sensa-

tion carried by human intradental A-bata fibers ?」と

題する研究発表が同学会大会のYoung Investigator

Awardを受賞した。選考方法は、世界各国の若手

研究者が提出した原稿の中から、選考委員会が5

名を選出するという形式であった。Dentin/Pulp

Complex meetingは象牙質・歯髄複合体に関する

世界各国の著名な研究者が最先端の研究成果を

発表する場である。

久保大学院生の研究は、神経線維の中でこれ

まで歯髄には存在が確認されていなかったA-β

線維が、歯髄に対する電気刺激に対する反応潜

時の差から存在する可能性のあることをはじめ

て明らかにしたものであるが、これは1/1000秒単

位というきわめて高い時間解像度を有するMEG

（脳磁図）装置を用いた実験によって可能となっ

たものである。この演題はきわめて興味ある演

題として口頭発表の機会を与えられた。

ひきつづいて平成17年11月27日（日）には、岡

山市の岡山大学・岡山大学創立五十周年記念館

で開催された第53回 国際歯科研究学会日本部会

（JADR）総会・学術大会において、別所大学院

生の研究である「Topographic Localization of The

Palate Area in Human Somatosensory Cortex」が学

術奨励賞を受賞した。選考方法は、発表の時点

で38歳未満である若手研究者の中から、アブス

トラクト、発表内容、発表方法等により採点し、

得点の上位者より授賞候補者を決定するという

形式であった。今回は、別所大学院生を含め3名

が選出された。JADRは国際歯科研究学会

（IADR）の日本部会である。この学会は、世界

各国で活躍する日本の著名な歯科医学研究者が

最先端の研究成果を発表する場であり、毎年日

本各地で開催されている。この演題は今回の

JADRの中でも特に優秀である演題として評価さ

れての受賞であった。

別所大学院生の研究は、硬口蓋部のみの選択

的な刺激を可能にする電気刺激デバイスを新た

に開発し、MEGを用いて硬口蓋部への電気刺激

によって起こる大脳皮質における再現領域を明

らかとし、その正確な局在を身体の他の部位の

体性感覚再現部位との相対的位置であらわした

ものである。この研究はヒト第一次体性感覚野

皮質の口腔領域地図に、硬口蓋の再現領域を初

めて詳細に書き加えたのみならず、義歯床下粘

訓練後に畠病院長からの講評を受ける参加者：平成17
年9月6日（火）、市川総合病院外来ラウンジ
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膜の感覚特性の解明など、臨床への応用も期待

される新しい成果である。

■市川総合病院自衛消防操法大会参加

事業所自衛消防操法大会は、市内各事業所の自

衛消防隊員が屋内消火栓設備等の操作技術に習熟

し、消防操法の基本を身につけるとともに、火災等

の災害発生時に対処し得る自衛消防体制の確立を

図ることを目的として、毎年市川市消防協力会の主

催で実施されている。昨年は台風接近のため中止

されたが、今年は平成17年10月4日（火）に江戸川河

川敷消防訓練場にて開催された。

市川総合病院からは男子チーム（3名）、女子チー

ム（3名）の2チームが参加し、男子チームは努力

賞、女子チームは敢闘賞を受賞した。

■平成17年度職員研修の実施

職員研修運営委員会が企画・運営する平成17

年度職員研修は、下記のとおり、2種類の研修会

を実施した。両研修会とも、参加者（合計32名）に

とり大学職員としての自覚及び自己啓発となった

研修会となり、大変有意義な研修となった。

①職員一日研修

平成17年度職員一日研修は、10月27日（木）に

千葉校舎にて、各施設から推薦された職員18名

の参加により実施された。

今回の研修は「大学職員としての役割と課題」

をテーマとして、本学についての知識習得をは

かり、大学改革の動向や大学がおかれた状況等

について、計2回の講義を受講し、意見交換する

ことで、大学職員としての役割について考え、

何が必要か、何をすべきかを討議することによ

り意識改革をはかることを主な目的とした研修

であった。

千葉校舎第1会議室において、吉峯規雄人事課

長から今回の研修の目的・内容・方法等につい

ての説明の後、グループ別及び全体でコンセン

サスゲームを実施した。その後「東京歯科大学の

現状と課題」、「病院の現状と課題」についてそれ

ぞれ藥師寺 仁副学長、石井拓男千葉病院病院長

の2人に講義していただいた。次に、参加者は、

3グループに分かれ、講義についての意見交換や

事前学習の個人発表を行った。

最後に、グループ別発表内容について討議と

準備を行った後、今回の研修結果をグループ別

に発表、質疑応答、全体ディスカッションを行

い、活発な意見交換がなされた。

②職員業務研修

平成17年度職員研修は、9月から11月にかけて、

合計3回にわたり、各施設から推薦された職員14

名の参加により実施された。

今回の研修は「大学職員としての役割と課題」

（担当業務について考察する）をテーマとして、

日常自分が携わっている業務について取りまと

め、その業務が他大学ではどのように実行され

ているのか、業務の実状と課題等を大学訪問等

により実地調査・研究し、大学における所管業

務の位置づけを認識し、本学における業務のあ

り方、進め方及び改善案等について、研究・考

察することを主な目的とした研修であった。

第1回目は、9月26日（月）に千葉校舎第1会議

室において、吉峯人事課長から今回の研修の目

的・内容・方法等についての説明の後、参加者は、

3グループに分かれKJ法による討議及びグルー

プ別討議を行い、初日の日程を終えた。

受賞した別所大学院生（口腔外科・右）と久保大学院生
（歯科麻酔・左）：平成17年12月8日（木）、脳科学研
究施設

操法を行う女子チーム：平成17年10月4日（火）、江
戸川河川敷消防訓練場



第2回目として、第1グループは法政大学（11月

2日）、第2グループは鶴見大学（10月25日）、第3

グループは昭和大学（10月24日）を訪問し予め用

意した質問票をもとに訪問先の担当者と質疑応

答、施設見学及びグループ討議を行った。

第3回目は、11月21日（月）に水道橋校舎2階会議

室等において実施された。グループ別に分かれ、午

後からのグループ別発表に向けて討議と準備を行

った。午後からは、グループ別発表会が実施され、

その後の質疑応答・全体ディスカッションでは、

活発な意見交換がなされ、当該研修会の全日程が

終了した。

■坂本輝雄講師　優秀発表賞を受賞

平成17年10月12日（水）～14日（金）に横浜

市・パシフィコ横浜で開催された第64回日本矯

正歯科学会大会において、歯科矯正学講座の

坂本輝雄講師は、「唇顎口蓋裂治療への上顎骨歯

槽部骨延長の応用」と題する発表を行い、学術大

会優秀発表賞を受賞した。発表内容は、唇顎口

蓋裂患者に上顎歯槽部の骨延長法を応用し、独

自に製作した延長装置を用いて骨延長を行った2

症例である。局所被弁では閉鎖できない大きな

口蓋瘻孔および骨移植を適応できない幅広い顎

裂部を骨延長により閉鎖し、欠損部の補綴が不

要となった。これは学術展示283演題、症例展示

65演題、計348演題の中から選考されたもので、

共同演者は原崎守弘助教授、山口秀晴教授、口

腔外科学講座内山健志教授、慶応義塾大学医学

部形成外科学教室緒方寿夫講師である。

■第280回東京歯科大学学会総会開催

平成17年10月15（土）・16（日）の両日、千葉

校舎・水道橋校舎において、東京歯科大学学会

総会が開催された。

初日の口演は第1・2教室、示説は第2～6セミ

ナー室とラウンジ2を会場として発表された。午

後からは平成17年度東京歯科大学学会評議員

会・総会が開催された。今回、発表された口演

は38題、示説は17題であった。その他、学長奨

励研究賞受賞講演2題が第2教室で、さらに特別

講演2題が講堂で行われた。

特別講演

1．生理学講座における細胞内Ca2＋シグナル

伝達システムと脳磁場計測の研究

鈴木 隆教授（東歯大・生理）

2．水道橋病院の今そして明日

－歯科医療のパラダイムシフトを乗り越え

るために－

谷田部賢一教授（東歯大・口健・矯正）

2日目は水道橋校舎血脇記念ホールを会場とし

て、午前中は「口腔顎顔面領域における骨形成と

再生の最前線」と題した延世大学校歯科大学との

共同シンポジウムが行われ、午後からは「口腔癌
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平成17年度職員業務研修、大学訪問：平成17年10月
25日(火)、鶴見大学会議室

平成17年度職員一日研修、グループ別討議：平成17年
10月27日（木）、千葉校舎会議室

受賞した坂本輝雄講師：平成17年10月14日（金）、パ
シフィコ横浜
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の分子生物学的解析と臨床応用」と題した千葉大

学丹沢秀樹教授によるKeynote Lectureと「インプ

ラントの臨床的疑問と最近の知見」と題したイン

プラントシンポジウムが行われた。

■伝達講習会開催〔市川総合病院〕

平成17年10月18日（火）午後5時30分より、市

川総合病院講堂において、教職員を対象とした

医療安全についての講演会が、「医療安全は質の

向上から，チーム医療を今一度見直そう －医療

安全管理者養成課程を受講して－」と題して開催

された。

市川総合病院の専任リスクマネージャーである

島本佳憲講師（脳神経外科）により、医療事故は

なぜ起こるか、医療の安全を確保するにはどうす

ればよいか、質向上への取り組み等について講演

が行われた。『急がば回れ』『主役はあなた』『継続

は力なり』と、医療安全の3つのキーワードを挙

げ、最後に、事故発生予防と再発防止の取り組

みに職員全員が連携しつつ積極的に参加するこ

とが必要であることから「病院はコンサートホー

ルであり、オーケストラの真髄に学ぼう」と結ん

だ。各職種からの参加者を得て、大変有意義な

講演会となった。

■「大学と同窓クラス代表との懇談会」を開催

平成17年10月20日（木）大学と同窓クラス代表

との懇談会が開催された。

当懇談会は、現在の大学の現況を同窓生に幅広

く周知するという目的で今回初めて実施されたも

ので、各卒業年次の同窓クラス代表者約70名の参

加を得て、大学から井上 裕理事長、金子 譲学長、

藥師寺 仁副学長、井出吉信学監、石井拓男千葉

病院長、柿澤 卓水道橋病院長が出席して水道橋

校舎特別会議室において開催された。

はじめに井上理事長から「大学と同窓会は車の

両輪。同窓生のバックアップなくして、大学の発

展・成長はあり得ない。この懇談会を通して大学

の現状を理解していただき、忌憚のないご意見を

お聞かせ願いたい。」との挨拶があった。

つぎに金子学長から「大学の情報を多くの同窓

生に把握していただくことは、各クラス代表と連

携を取ることも重要である。」と挨拶があり、歯

科大学を取り巻く現況、本学の目標と方策につい

て説明された。

続いて井出学監から学生教育の現状と修学指

導方針として「歯科医師国家試験」・「カリキュ

ラム」・「新歯科医師臨床研修制度」等について、

石井千葉病院長から本学の歯科臨床研修の現状

について説明があった。

参加者からは、「大学の現状が良く理解でき

た。」、「同窓として母校の動向を知る機会が少な

いので、今後も是非開催して欲しい。」などの声

金子学長、延世大学校歯科大学の朴 亨植教授と共同
シンポジウム演者：平成17年10月16日（日）、水道
橋校舎血脇記念ホール

講演する島本講師：平成17年10月18日（火）、市川総
合病院講堂

インプラントシンポジウム座長の宮地建夫先生、椎貝達夫
先生、矢島安朝先生：平成17年10月16日（日）、水道
橋校舎血脇記念ホール



が多く寄せられ、懇談会終了後、東京グリーン

ホテル水道橋に会場を移動した懇親会では、参

加者各位が和やかに歓談され、第1回大学と同窓

クラス代表との懇談会は盛会裡に終了した。

■接遇に関する講演会開催〔市川総合病院〕

市川総合病院の全職員を対象として、患者へ

の接遇の向上を目的とした教育活動の一環とし

て講演会が開催された。

「病院における接遇マナーについて」と題し、

東京グリーンホテル水道橋支配人の小高誠一氏

を招いて行われ、病院としての接遇マナー向上

のため、多くの教職員に参加してもらえるよう

に2回に分けて実施された。

一回目は、平成17年10月19日（水）午後5時30

分より、角膜センター3階 第一会議室において、

医師、歯科医師、コメディカル職員、事務職員

等を対象として行われた。二回目は、平成17年

11月2日（水）午後5時30分より、市川総合病院講

堂において、看護職員、医療事務員等を対象と

して行われた。

サービス業の代表とも言えるホテルマンから

みた接遇の在り方等について、自身、あるいは

同僚の失敗談等を交えて話された。両日とも会

場に入りきらないほどの参加者を得て行われ、

大いに参考になった講演会であった。

■第217回大学院セミナー開催

平成17年10月20日（木）午後6時より千葉校舎第

2教室において、第217回大学院セミナーが開催さ

れた。今回は新潟大学超域研究機構の網塚憲生

教授を講師にお迎えして「骨とPTHrPシグナリン

グ」と題する講演を伺った。

扁平上皮癌患者にはしばしば高カルシウム血

症がみられることは以前より知られていたが、

これを引き起こす骨吸収メディエーターとして

発見されたのが副甲状腺ホルモン関連ペプチド

（PTHrP）である。この講演では軟骨、軟骨にお

けるPTHrPの役割を御講演いただいた。

講演ではPTHrPノックアウトマウスが骨端軟骨

の低形成を示すことからPTHrPが軟骨細胞の増殖

亢進と分化抑制に関与するということを示され

た。さらには軟骨細胞における重要な因子であ

る線維芽細胞増殖因子Ⅲ型（FGFR3）をもノック

アウトさせたマウスを用い、PTHrPが機能的に

FGFR3の下流で軟骨細胞の分化・増殖を調節す

ることを説明された。またこの際のPTHrPの局在

が核小体にあることも示されるという所見も発表

された。本講演は網塚先生の研究における仮説の

考え方、研究の進め方は我々にとっても非常に参

考になるものばかりであり、セミナーに参加した

大学院生には非常に参考になるセミナーであっ

た。当日は多くの参加者がこのセミナーに訪れ

るとともに、質疑が行われ、この研究に対する

関心の高さがうかがわれたセミナーであった。

■第1回試験問題作成に関するワークショップ

平成17年10月22日（土）、23日（日）、セミナーハ

ウス クロス・ウェーブ船橋において、第1回試験問

題作成とセキュリティの確保に関するワークショップ

が開催された。本ワークショップは、文部科学省の

平成17年度特色ある大学教育支援プログラム（特色

GP）で選定された本学の取組「IT環境でのグロー

バルエバリュエーション」を更に充実・発展させる事

業のひとつとして実施するものである。

今回は、本学の教養、基礎、臨床教育職員30名
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講演される小高講師：平成17年10月19日（水）、市川
総合病院講堂

講演される網塚先生：平成17年10月20日(木)、千葉
校舎第2教室



を対象とし、歯科医学における基本的な知識の理

解と総合的な診断能力・問題解決力を総括的に評

価するための多肢選択式試験問題作成のスキル

アップ、更にその試験問題の重要性に配慮し厳正

に管理する能力の向上を目指し、個人演習および

5グループによるブラッシュアップ等の実践的な

ワークショップを行った。参加した受講者からは、

｢教養、基礎、臨床の教員で構成されたグループ

討議は、お互いに異なった視点から意見交換がで

き参考になった｣｢大勢の目で見ると思わぬ改善点

が見つかり、改めてブラッシュアップの有用性を

感じた｣等の感想が挙げられた。

最後に、受講者に修了証書が授与され2日間の

日程を終了した。本ワークショップにより、教

員個々の問題作成・管理能力の向上を図り、ひ

いては、本学における学生の公正な学習評価の

より一層の充実を目指している。

■平成17年度第4回水道橋病院教職員研修会開催

平成17年10月25日（火）午後5時40分より、水

道橋校舎血脇記念ホールにて平成17年度第4回水

道橋病院教職員研修会が開催された。今回は内

科 仁科牧子助教授を講師として、「高齢者医療の

役割 ―自立した高齢者をめざして―」と題して

ご講演いただいた。

QOLを考慮した医療の確立が求められて久し

い。糖尿病、高血圧、肥満などの生活習慣病の

増加により、予防医学の一環としてアンチエイ

ジング（抗加齢）という考え方が注目されている。

講演の中で仁科助教授は、高齢者医療に求めら

れているのは、健康的に老い、充実した余生を

送れるよう身体的・精神的・社会的に自立した

高齢者を増やすことであり、この目標達成のた

めに予防医学および全身管理に基づいた全人的

医療が重要である、と述べられた。更に、高齢

者に顕著な疾患および予防対策について詳細に

紹介された。全身疾患と口腔疾患との相関等、

参加者にとって身近な内容も含まれており、大

変有意義なセミナーであった。

■第218回大学院セミナー開催

平成17年10月26日（水）午後6時より千葉校舎第

2教室において、第218回大学院セミナーが開催さ

れた。今回は徳島大学大学院ヘルスバイオサイ

エンス研究部口腔顎顔面補綴学分野 市川哲雄

教授に「高齢社会における補綴研究の戦略」と題

するご講演をいただいた。先生はまず、ニーズ

先行の研究にしてもシーズ先行の研究にしても、

研究目的を明確にし、スキルを修得した上でプ

ロトコルを立案して戦略を構築しなければなら

ないことを述べられた。次に従来の補綴治療の

システム化、即時荷重を含むインプラントを用

いた補綴治療の展開、摂食・嚥下・言語リハビ

リテーションと口腔ケアさらにはレーザー等に

代表される生物学と工学との連携に関する研究

（20） 第216号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成17年11月30日発行

グループ演習：平成17年10月22日(土)、セミナーハ
ウス　クロス・ウェーブ船橋

講演する仁科助教授：平成17年10月25日(火)、水道
橋校舎血脇記念ホール

講演される市川先生：平成17年10月26日(水)、千葉
校舎第2教室
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について、先生の教室での成果を具体的に示し

ながら、歯科補綴学の研究の戦略について述べ

られた。歯科補綴学の分野のみならず、臨床系

の研究の進め方について示唆の得られた大変有

意義なセミナーであった。

■平成18年度臨床研修歯科医選考

平成17年10月30日（日）午前9時より千葉校舎に

おいて、平成18年度臨床研修歯科医選考（千葉・

市川・水道橋病院合同）が実施された。本学にお

ける募集定員3病院合計160名に対し、他大学の学

生等180名が筆記試験、面接試験を受験した。ま

た、同日の午後には本学第6学年生を対象として

市川総合病院、水道橋病院の面接試験が実施され

た。来年度からの歯科医師臨床研修必修化に伴い、

本年度から歯科医師臨床研修マッチングが実施さ

れており、今回の選考結果を基に施設側、参加者

側がそれぞれ希望順位を歯科医師臨床研修

マッチング協議会（http://www.drmp.jp/）に登録す

ることになる。

マッチング結果は平成17年12月15日（木）に公表

される。

■第6回入試ガイダンス開催

平成17年10月30日（日）午後1時から千葉校舎に

おいて、第6回入試ガイダンスが開催された。東

歯祭期間中に行われた本ガイダンスでは、78名の

参加者が集まり大変盛況であった。本年度の｢模

擬授業｣は、佐野 司教務副部長、石原和幸学生副

部長が担当し、大学で学ぶ歯科医学専門科目に関

する内容の一端を紹介した。続いて、入試概要・

大学紹介の説明の後、学内見学を行い、希望者に

は個別相談を実施した。学内見学では、各教室、

臨床基礎実習室、解剖標本室、千葉病院受付、放

射線科外来、図書館史料室などを回り、歯科放射

線学講座、解剖学講座、教職員の協力のもとに、

本学の貴重な標本、充実した設備等を示した。ま

た、本学の無線LAN環境、CBT用PCの設置環境な

ど充実した情報関係設備・環境については、参加

者に実際にPCを操作、体験してもらった。なお、

参加者には昨年に引き続き東歯祭の模擬店利用券

を配付し、東歯祭の雰囲気を楽しんでもらった。

■第46回歯科医学教育セミナー

平成17年10月31日（月）午後6時から千葉校舎

第2教室において、第46回歯科医学教育セミナー

が開催された。今回は、「歯科医師臨床研修修了

後の進路」、「特色GP，現代GPの課題募集」と題

し、それぞれ説明が行われた。

まず、石井千葉病院長より歯科医師臨床研修

修了後の進路についての説明があった。平成18

年度より歯科医師臨床研修が必修化されること

に関連して、診療に関わる大学院生、専修科生、

病院助手の労働者としての位置付け等説明があ

り、また臨床研修後の進路として専任教員採用、

病院助手、大学院入学、専修科生等それぞれ分

りやすく説明された。最後に、河田歯科医学教

育開発センター主任より、特色GPにおける態度･

技能領域の評価システムの構築のため研究課題

の募集、現代GPにおいては、統合的e-Learning

Programの作成のため、テーマ、研究課題（素

材・内容）の募集について説明がなされた。当日

は140名近い参加者があり、質疑応答も活発に行

われ、臨床研修制度、特色・現代GPへの関心の

大きさが推し量られた。

説明する河田歯科医学教育開発センター主任：平成17
年10月31日(月)、千葉校舎第2教室

模擬授業で説明する石原学生副部長：平成17年10月
30日(日)、千葉校舎第2教室
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■石原和幸助教授土屋文化振興財団賞を受ける

微生物学講座石原和幸助教授は、千葉県内の

文化の振興を図るため、文化活動を行っている

土屋文化振興財団の研究補助金を受賞した。本

団体の土屋亮平理事長が、県内で基礎医学、伝

統芸能・伝統技芸、音楽・演劇、絵画・工芸・

彫刻、スポーツの分野で活躍しているか、普及

活動を通じて県民の文化の振興に貢献した個人

および団体助成金＝1件当たり100万円の範囲内

で交付するものである。本年度は、第13回とな

る。石原助教授の「バイオフィルム形成メカニズ

ムの解析による歯周病予防ワクチンの開発」が審

査委員会で公正な審査の結果、評価され受賞と

なった。昨年は、本学生化学講座の佐藤 裕助教

授も受賞されている。近年、口腔内のバイオフィ

ルム、いわゆるデンタルプラークなどの細菌集

団は、う蝕・歯周病の原因になるだけでなく、

誤嚥性肺炎の原因となり、循環障害に荷担する

ことなどが明らかにされている。石原助教授の

歯周病だけに止まらない学際的研究の展開が、

評価された。

■平成18年度推薦入学選考・学士編入学試験実施

平成17年11月12日（土）、千葉校舎において、

平成18年度推薦入学選考・学士編入学試験が実

施された。推薦入学選考では、134名（指定校制

含む）の志願者があり、午前中に小論文、小テス

ト、午後には面接試験が行われた。学士編入学

試験では、30名の志願者があり、小論文および

面接試験が行われた。学士編入学試験の合格者

は、来年度の第2学年に編入する。なお、合格者

には11月16日（水）に合格通知が発送された。

■第219回大学院セミナー開催

平成17年11月17日（木）午後6時より千葉校舎第

2教室において、第219回大学院セミナーが開催さ

れた。今回は新潟大学大学院 医歯学総合研究科

口腔生命科学専攻口腔生化学分野の織田公光

教授を講師にお迎えして「アルカリホスファター

ゼと骨形成─ 低ホスファターゼ症の解析 ─」と

題する講演を伺った。

骨にはアルカリホスファターゼが存在し、骨形

成に欠かせないことは歯科にかかわる者にとって

は常識であるが、肝臓や小腸、胎盤にも存在して

おり、なぜ骨にある酵素だけが骨形成にかかわっ

ているのかという基本的な疑問について、この酵

素には4種のアイソザイムの存在すること、細胞

膜に局在して、骨でのアルカリホスファタ－ゼが

ATPから生ずるピロリン酸を分解してヒドロキシ

アパタイトの素材であるリン酸の供給とピロリン

酸による石灰化の抑制を解くという二つの機能を

もっていることを、臨床的な低アルカリホスファ

ターゼの症例の解析から詳細にデータを示しなが

ら解説された。また、変異アルカリホスファター

ゼが合成されると、酵素が細胞膜に局在する過程

で、小胞体内で異常な凝集体を形成して、それが

異常であると認知されて細胞質へ運ばれプロテア

ソームで分解される機構、すなわち小胞体管理機

構が存在することを稀にしかみられない遺伝性

疾患の解析から詳細に検討されていることを紹

介された。これらは近年話題となっている小胞

体ストレスと疾患とも関連している。遺伝子変

異によるまれな症例をもとに、骨でのアルカリ

ホスファターゼの機能について分子レベルまで

の研究経緯のお話は研究を進める上で示唆の多

いセミナーであった。

表彰状を手にする石原助教授

講演される織田先生：平成17年11月17日(木)、千葉
校舎第2教室
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■市川総合病院 市川市医師会・歯科医師会との

懇親会開催

市川総合病院と地域の各医療機関との病診連

携の強化を推進するため、市川市医師会、歯科

医師会の先生方を招いての講演会・懇親会が、

平成17年11月17日（木）午後7時より、市川グラ

ンドホテルにて行われた。

講演会では慶應義塾大学 医療政策・管理学教

室の池上直己教授をお招きして、「医療制度改革

の基本課題 －厚生労働省試案を踏まえて－」と

題してご講演いただき、講演終了後も質問が相

次いだ。

講演会終了後、同ホテルにて懇親会が行われ

た。患者を通じてのやりとりはあるものの直接

会ってお話しする機会はなかなか無いため、懇

親会では市川総合病院の教職員の紹介と、医師

会、歯科医師会の先生方の紹介が行われた。和

やかな雰囲気の中でお互いの距離を縮めること

のできた有意義な懇親会は盛会のうちに午後9時

30分に終了した。

■平成18年度大学院入学試験（Ⅰ期）実施

平成17年11月19日（土）午前9時30分から千葉

校舎において、平成18年度大学院入学試験（Ⅰ期）

が実施され、外国語（英語）試験および志望講座

における主科目試験・面接が行われた。また同

日、社会人特別選抜も実施され、外国語（英語）

試験および口頭試問（面接）、志望講座における

主科目試験・面接が行われた。本年度は志願者

11名（うち社会人は4名）が受験し、11月25日（金）

正午に合格者の発表が行われた。なお、Ⅱ期は

平成18年2月25日（土）に実施される予定である。

■第19回カリキュラム研修ワークショップ開催

平成17年11月19日（土）、20日（日）、千葉校舎

実習講義室・セミナー室およびセミナーハウス

クロス・ウェーブ船橋において、第19回カリキュ

ラム研修ワークショップが開催された。本ワーク

ショップは、平成18年度から必修化される歯科

医師臨床研修制度において、厚生労働省により

示された「指導歯科医講習会の開催指針」にのっ

とり、「指導歯科医講習会」として認定され実施

するものである。

今回は、千葉県・茨城県歯科医師会や本学同

窓会からの参加者、本学歯科衛生士、亀田総合

病院歯科医師を中心とした35名を対象とし、カ

リキュラム・プランニング、問題点の解決法に

関する8つのセッションからなるプログラムが実

施された。5グループに分かれ、限られた時間内に

討議、発表を行う凝縮された内容のワークショッ

プに参加した受講者からは、「議論することの重

要性、皆の前で発表することの難しさを改めて実

感した」、「グループ討議を重ねる中で研修医を受

入れていく際の問題点について考えさせられた」

等の感想が挙げられた。

最後に、受講者に修了証書が授与され、2日間

の日程を終了した。本ワークショップを今後も継続

して実施することにより教育体制の改革と教育指導

のより一層の充実ならびに歯科医師臨床研修にお

ける指導歯科医の充実を目指している。

■市川総合病院 市民公開講座開催

市川総合病院は本年4月に心臓血管外科を開設

し、市川市で初めて心臓外科手術が可能な病院

となり、5月には北病棟4階に循環器科と心臓血

管外科の機能的な連携を図る目的で心臓病セン

講演される池上教授：平成17年11月17日（木）、市川
グランドホテル

講義風景：平成17年11月20日(日)、セミナーハウス
クロス・ウェーブ船橋



ターを開設しており、急性期病院として集中的

に治療を行える環境を整備している。この心臓

病センター開設を記念した市病フォーラムとし

て、平成17年11月19日（土）午後2時より、市川

総合病院講堂において市民公開講座を開催した。

「『心筋梗塞と狭心症』～診断・治療・予防～」

と題し、次のテーマに分け、それぞれに講演者

を立て、実行委員長である大木貴博循環器科部

長と申 範圭心臓血管外科部長の司会進行のもと

行われた。

（1）「心筋梗塞狭心症の診断」板橋裕史助手（循

環器科）

（2）「狭心症の治療」

①『治療薬について』大木循環器科部長

②『カテーテル治療の実際』大木循環器科部長

③『冠動脈バイパス手術の実際』申心臓血管外

科部長

（3）「心筋梗塞と狭心症の予防」川本延江看護師長

（4）「心臓病と歯周病 ～その予防法について～」

木津康博助手 （歯科・口腔外科）

各講演の合間にフロアからの質問も相次ぎ、

講堂に入りきれずにビデオで同時上映した第二

会場への入場者も含め、参加者数約230名を集め

た市民公開講座は盛会のうちに終了した。

■平成17年度医学教育等関係業務功労者表彰

（文部科学省）を受ける

千葉病院　歯科衛生士長　大　越　邦　子　氏

市川総合病院　准看護師　石　鳥　惠　子　氏

歯学部・医学部及び附属病院等において、教

育・研究・患者診療等に長期間従事し、顕著な

功労があった者に授与される当該表彰において、

本学から推薦された千葉病院の大越邦子歯科衛

生士長並びに市川総合病院の石鳥惠子准看護師

が、全国の大学より推薦された候補者の中から、

今年度の受賞者として選ばれた。

大越氏は歯科衛生士として、24年間にわたり

歯科衛生士業務に従事し、また歯科衛生士長と

して歯科衛生士を統括するなど、病院の発展に

寄与した。人格、勤務成績についても他の職員

の模範となっている。石鳥氏は准看護師として、

31年間にわたり看護業務に携わり、人望と、確

実な技術で業務に取り組み、患者に暖かい医療
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講演する申心臓血管外科部長：平成17年11月19日
（土）、市川総合病院講堂

開会の挨拶をする大木実行委員長：平成17年11月19
日（土）、市川総合病院講堂

表彰を受けた石鳥惠子氏：平成17年11月21日（月）

表彰を受けた大越邦子氏：平成17年11月21日（月）
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を提供し、同僚・後輩によい刺激となっている。

それぞれの立場において、他の職員の模範とな

り、病院の発展に貢献してきたことが高く評価

され、今回の表彰となったものである。

■第47回歯科医学教育セミナー開催

平成17年11月21日（月）午後6時から千葉校舎

第1教室において、第47回歯科医学教育セミナー

が開催された。今回は、中央大学大学院法務研

究科 堀部政男教授（一橋大学名誉教授）をお招き

し、「教員側に求められる個人情報保護対策　～

教員が心がける個人情報の活用～」と題した講演

を伺った。堀部先生は、情報公開、個人情報保

護法に関する国の研究会委員・座長等を歴任し、

個人情報保護法制定に当初から深く携わってき

たことからその"生みの親"と呼ばれている。

はじめに、世界の個人データ保護法制定の潮

流とわが国における個人情報保護への取組につ

いての説明があり、続いて個人情報保護法の概

略と運用概況について解説していただき、最後

に大学における個人情報の取扱いについて、具

体的事例に即して分りやすくご説明いただいた。

当日は130名を超える参加者があり、成績等個人

情報を扱う教員から掲示・発表の仕方について

等、質疑応答が活発に行われ、個人情報保護へ

の関心の大きさが推し量られた。

■第220回大学院セミナー開催

平成17年11月24日（木）午後6時より千葉校舎

第5教室において、第220回大学院セミナーが開

催された。今回は日本大学歯学部、摂食機能療

法学講座の植田耕一郎教授を講師にお迎えして

「摂食・嚥下障害の種々相と歯科的対応」と題す

る講演を伺った。

日本では要介護高齢者の増加に歯止めがかか

らない状況となっている現況についての説明か

ら始まり、平成18年度改定される介護保険に、

介護度の重度化を予防するために「新予防給付」

という新たな制度が施行され、口腔機能に関す

る介護サービスが、国の施策になる事の経緯を

詳細に分かりやすく解説していただいた。本講

演では、要介護高齢者の摂食機能に関する問題、

介護予防に果たす「口腔機能の向上」、「口腔ケア」

の役割、21世紀歯科医療の方向性ついて焦点を

絞られた解説と、このような社会背景の中で行

っていくべき臨床研究の重要性について述べら

れた。大変内容の濃い有意義な1時間のセミナー

であった。

■教職員講演会開催

「職員研修運営委員会」の企画による教職員講

演会が、平成17年11月25日（金）午後6時から1時

間半にわたり、千葉校舎第3教室において開催さ

れた。この講演会は全教職員を対象として昭和

63年度から実施されており、今回は、社団法人

講演される堀部先生：平成17年11月21日（月）、千葉
校舎第1教室

講演される植田先生：平成17年11月24日（木）、千葉
校舎第5教室

講演される川島英樹氏：平成17年11月25日（金）、千
葉校舎第3教室
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病院管理研究協会川島英樹調査部長をお招きし

た。川島氏には「医療機関の現状と課題」と題し

講演していただいた。

井出吉信学監・法人主事を始めとする大学幹

部、また、各施設からも多くの参加があり総勢

110数名が拝聴し、有意義な講演となった。

■平成17年度修学指導関係者・父兄個別面談会開催

平成17年度修学指導関係者・父兄個別面談会

が平成17年11月26日（土）に千葉校舎で開催され

た。第1学年から第6学年の修学指導を必要とす

る学生および第6学年の希望者を対象とし、第

1学年～第6学年生まで全学年において、保護者

および学生と学年主任（クラス主任）・副主任に

よる三者面談方式で実施された。

■平成17年度第5回水道橋病院教職員研修会開催

平成17年11月28日（月）午後5時30分より、水道

橋校舎血脇記念ホールにて平成17年度第5回水道

橋病院教職員研修会が開催された。今回は「水道

橋病院における医療安全について」と題し、水道

橋病院医療安全委員長である槇石武美副病院長、

リスクマネージャーの堀田宏巳助教授、森山貴史

講師、山 満助手よりお話があった。

槇石副病院長からは、医療安全管理体制の施

設基準および医療安全への取り組みについての

説明があった。また、堀田助教授からは水道橋

病院におけるインシデント、アクシデント発生

事例について、基本的な定義と発生件数および

その内訳をふまえた注意点が報告された。森山

講師からは誤飲、誤嚥について、さらに山助手

からは薬剤、処置（抜歯を含む）等の誤認につい

て、それぞれ実際に発生した事例を元に解説が

なされ、その対応法が報告された。

医療事故を未然に防ぐための方策、万が一事

故が起きてしまった場合の対応等、会場に集ま

った教職員は医療安全に対する認識を新たにす

ることができ、有益な研修会であった。

講演する槇石副病院長：平成17年11月28日（水）、水
道橋校舎血脇記念ホール

平井満喜男名誉教授

ご逝去

本学名誉教授、平井満喜男先生（英語）は、

病気加療中のところ、平成17年11月26日にご

逝去された。享年92歳。

平井先生は、昭和12年3月に東京帝国大学

（現東京大学）文学部英吉利文学科をご卒業さ

れ、その後、仙台陸軍幼年学校にて英語を教

えられ、戦後の昭和21年4月から東京歯科医学

専門学校（東京歯科大学の前身）に非常勤講師

として着任された。

また、昭和23年3月からは東京歯科大学予科

教授に就任、そして昭和30年4月から東京歯科

大学教授に就任され、昭和53年7月に退職され

るまで、英語の教育に従事された。

平井先生はシェークスピアを広く研究され、

その成果を一味違ったユニークな授業に生か

された。学生からの人望も篤く、合唱部など

を通じて学生たちと親しく交流された。「菅野」

をはじめとする随想集も3冊出版されている。

また先生は昭和61年秋の叙勲において勲3等

瑞宝章を受章された。

先生のお別れ会（音楽葬）は12月3日午後1時

から、市川の昭和セレモニー本八幡式殿にて

しめやかに執り行われた。

訃　報



平成17年11月30日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第216号　　（27）

■延世大学校歯科大学病院職員来校

本学の姉妹校である延世大学校歯科大学の病

院職員が、平成17年10月6日（木）、7日（金）の

2日間の日程で来校された。

来校者は、事務職員3名、看護師7名、歯科衛

生士1名の計11名で、千葉校舎並びに水道橋校舎

の施設見学並びに病院の運営システム等の視察

を目的としたものであった。

10月6日（木）午前10時から千葉校舎第1会議室

において、歓迎式が開催された。まず、本学から

金子 譲学長、石井拓男千葉病院長による歓迎の

挨拶の後、延世大学校職員を代表してKwon Chin

病院庶務課長から挨拶が述べられた。引き続き

両校による記念品交換、両校職員の紹介、本学

の概要説明を行い歓迎式が終了した。続いて、

午前10時30分から千葉校舎の見学が行われ、午

前のスケジュールが終了した。

昼食会をはさみ、午後からは、事務系、看護師、

歯科衛生士の職種別に分かれ千葉病院の業務見学

を行った後、質疑応答を交えたディスカッション

を行い両校の業務内容並びに歯科医療について

相互理解を深めた。

午後5時から幕張プリンスホテル46階スカイバ

ンケットルームにおいて歓迎懇談会が行われ、本

学からは、永井隆夫事務局長、山岸東太郎千葉病

院事務部長、能登 勝大学庶務課長、加藤靖明

千葉病院庶務課長、村川 孝千葉病院医事課長、

許斐玲子千葉病院総看護師長、大越邦子千葉病

院歯科衛生士長、事務系関係者が出席し日韓の

医療問題はもとより、両国の文化にまで話題が

及び大学病院職員として友好を深めるうえで大

変有意義な懇談会となった。

なお当日は朝から終日、韓国からの留学生で

ある金 煕勍大学院生（歯科矯正学講座）が通訳を

務め日韓両校の親善に尽力された。

翌日の10月7日（金）は午前9時30分から水道橋

病院の見学が行われた。水道橋校舎特別会議室

において、槇石武美水道橋副病院長による歓迎

海外交流

千葉校舎を見学する延世大学校職員：平成17年10月6
日（木）、図書館史料室

延世大学校歯科大学病院職員来校歓迎式：平成17年10
月6日（木）、千葉校舎第１会議室

水道橋校舎を見学する延世大学校職員：平成17年10月
7日（金）、総務課・医事課

許斐総看護師長を囲んで一息：平成17年10月6日（木）、
稲毛海浜公園



の挨拶に始まり、延世大学校職員を代表して

Kwon Chin病院庶務課長の挨拶に引き続き、両病

院の職員による自己紹介が行われた。全員で記念

撮影をした後、水道橋校舎の施設見学が行われ、

各診療室や待合ホール、血脇記念ホール等を見学

した。見学後、鈴木福代看護師長および新井真弓

看護師による水道橋病院の看護体制の現状および

今後の展望に関するプレゼンテーションが行われ

た。ディスカッションでは、このプレゼンテーショ

ンの内容を中心に時間の許す限り熱心な質疑応答

が行われ、大変有意義であった。

引き続き水道橋駅近くの「菩提樹」に場所を移

して昼食会が行われた。両病院の職員は料理に

舌鼓を打ちながら活発に意見交換を行い、両病

院の友好と相互理解をより一層深めることがで

きた。短いひとときではあったが、両病院の職

員にとって非常に実り多い病院見学となった。

本年度は、千葉病院、水道橋病院それぞれの

病院の特性について知識、理解を深めることを

目的として来校されたが、本学病院職員にとっ

ても大変有意義なものであった。

その後、一行は都内観光を行った後、10月8日

（土）に無事帰国した。

■延世大学校歯科大学教授来校

本学の姉妹校である延世大学校歯科大学から

12名の教授が、平成17年10月15日（土）～10月19

日（水）の5日間の日程で来校された。

来校された教授は、Park, Hyung Sik教授（口腔

外科学）、Lee, Keun Woo教授（補綴科学）、

Park, Chang Seo教授（放射線科学）、Hwang, Chung Ju

教授（矯正科学）、Kim, Baek Il教授（予防歯科学）、

Kim, Hee Jin教授（口腔生物学）、Kim, Kwang Mahn

教授（歯科生体材料学・生体工学）、Lee, Kee Joon

教授（矯正科学）、Kim, Seong Taek教授（オーラル

メディシン学）、Park, Sung Ho教授（保存科学）、

Roh, Byung Duck教授（保存科学）、Hwang, Sun Hong

教授（補綴科学）の12名。

今回の来校は、専攻分野の研究交流並びに第

280回東京歯科大学学会（総会）に出席・発表す

ることを目的としたもので、各教授の専攻分野

ごとに本学の講座が受入れを担当する形式で交

流が行われた。なお、受入れは、解剖学講座、

歯科理工学講座、衛生学講座、歯科保存学第三
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水道橋校舎を見学する延世大学校教授：平成17年10月
16日（日）、病院受付

延世大学校歯科大学教授来校歓迎式：平成17年10月
15日（土）、千葉校舎第１会議室

市川総合病院を見学後の記念撮影：平成17年10月17
日（月）、第１・2会議室

千葉校舎を見学する延世大学校教授：平成17年10月
17日（月）、シミュレーション実習室
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講座、口腔外科学講座、歯科麻酔学講座、歯科

補綴学第二講座・第三講座、歯科矯正学講座、

歯科放射線学講座、法人類学研究室の11講座・

研究室が担当した。

一行は、10月15日（土）午後4時に来校し、千

葉校舎第1会議室おいて、金子 譲学長、受入れ講

座・研究室の教授、事務系関係者が出席し、

井上 孝国際渉外部長の司会、鄭 翰聖客員教授

（病理学講座）の通訳により歓迎式が開催された。

まず、金子学長から「学生交流はもとより教育・

研究面においても両校、さらには両国の歯科界

の発展に寄与すべく大きな成果を挙げられるこ

とを期待しております。また、第280回東京歯科

大学学会（総会）でのシンポジウムでは有意義に

参加していただきたい。」と歓迎の挨拶を述べた。

延世大学校歯科大学を代表してPark, Hyung Sik

教授より、朴学長からのメッセージを読み上げ

た後、「東京歯科大学と延世大学校との交流、歓

迎に心より感謝申しあげるとともに、今回の訪

問を実りあるものにしたいと思っております。」

と述べられた。

千葉校舎見学後、夕刻から厚生棟1階食堂にお

いて歓迎夕食会が催された。延世大学校歯科大

学の教授12名を囲み金子学長はじめ基礎・臨床

系教授並びに担当講座・研究室教室員等約70名

が出席し、井上国際渉外部長の司会により懇親

が図られた。

2日目は、水道橋校舎血脇記念ホールで開催さ

れた第280回東京歯科大学学会（総会）に参加さ

れ、その後、水道橋校舎を見学した。

3日目は千葉病院・市川総合病院を見学、夕刻

には市川総合病院食堂において畠 亮病院長、オー

ラルメディシン講座員をはじめ医科系の教員も

参加し、懇談会が催され懇親を深めた。

4日目は、千葉校舎において延世大学校各教授

の受入れ担当講座・研究室が担当し専門分野に

おける研究面の交流を中心に行なわれるなど大

変有意義なものとなった。

最終日である10月19日（水）には、千葉校舎第

1会議室において歓送式が行われ、来校された12

名の教授は、多くの成果と本学への感謝の言葉

を残され、同日午後、成田空港発の大韓航空機

にて帰国の途についた。

■女性トップサーファーとして活躍する大学院

生 内藤　薫さん（スポーツ歯科学）

本学、H14年卒（107期生）の

内藤　薫さんは、昨年第39回全

日本サーフィン選手権大会・女

性ロングボード部門で、なんと

初代チャンピオンに輝いた女

性。本学に入学し受験勉強から

開放され、学生生活を楽しみ始めた頃の夏休み、

友達と海外旅行に行くチャンスがあり、そこで初

めてサーフィンを体験したことがきっかけとな

り、以後趣味としてサーフィンを始め、夢中にな

って行った。学生時代、クラブ活動には参加して

いなかったが、時には、朝の一時限目の授業前、

漁師さんと同じように早起きし、海で1ラウンド

波乗りを楽しんでから授業に出席したこともあっ

たようだ。本人曰く、学生として、授業には真面

目に出席し、その本分はわきまえていたとの事。

そんな学生生活の中で、彼女は、サーフィンの面

白さにどんどん魅せられていった。放課後、毎日

のように海に行き、限られた時間で集中した練習

を行い、そして1998年初めて大会に参加、そこで

なんと準優勝。しかし彼女の負けん気の強さが、

もっともっと上手になりたいと心をかき立てるよ

うになり、夏休みサーフィン修行に海外に赴き腕

を磨いていった。そして、いろいろな大会にチャ

レンジするようになり、そこで常に上位入賞を果

たす事が出来るようになってきた。しかし、卒業

試験、国家試験と試験が続く時期、海に出る時間

が殆どなくなり、試験に合格しなければというス

トレスよりも、彼女にとっては海に行けないとい

うストレスの方が大きかったようだ。それでも時

間をみつけては、"チョットだけ！"と自分に甘え、

海に出た。しかしその後は、必ず自分自身のけじ

めとして図書館で遅くまで勉強し、見事、勉強と

サーフィンを両立させた彼女だ。一見、ごく普通

トピックス



の女性のように見えるが、奥に秘める芯の強さに

すばらしい魅力を感じる。

卒業後は、歯科医師としての仕事とサーフィン

を両立させた生活に憧れ、一度は近郊の海に近い

総合病院の歯科に就職し、毎日大好きなサーフィ

ンが出来る環境を手に入れた。しかしある時、ふ

と！何か大学でやり残した事があるような気が

し、毎日の生活にも少し物足りなさを感じ始め、

今一度、母校で研究に打ち込んでみたいと思うよ

うになった。丁度その頃、彼女は、スポーツ歯科

医学という新しい分野が本学に設置されたことを

知った。もともとスポーツウーマンである彼女は、

その分野に大きな興味を抱き2003年、大学院に入

学した。そしてスポーツ歯学研究室に席をおくこ

とになり、現在、彼女は、スポーツ歯学研究室の

研究テーマのひとつである"骨細胞とメカニカル

ストレスに関する研究"をテーマとした研究に打

ち込んでいる。彼女の研究成果は、歯科医学の分

野だけでなく間違いなく、スポーツ界にとっても

大きな価値ある情報になるものであろう。今、彼

女は臨床検査学研究室の井上 孝教授のもとに通

い、研鑽を積んでいる。そろそろ研究成果をまと

める作業に入らなければならない時期でもあり、

休みも殆ど取れなくなりつつあろうが、そこは彼

女、健康的な日焼けした明るい笑顔でニコニコと、

井上教授や私のご機嫌を窺いながら、あっという

間に海へ…！彼女は今、スポーツ歯学研究室の仕

事と、大学院生としての研究生活を送りながら、

日本の代表選手として、サーフィン大会に参戦し、

女性サーファーとしての記録を残し続けている。

主な戦歴：
'98 GREGNOLL  LONGBOARD  CLASSIC 準優勝
'99 ROBERT  AUGUST  5th  ANNUAL 第 3 位

SHIZUNAMI  LONGBORD  CLASSIC 準優勝
ROBERT  AUGUST 6th  ANNUAL 準優勝
第4回　若大将CUP 第 3 位

'02 第7回　若大将CUP 準優勝
ROXYCHARENGE 準優勝

'03 DDNM  CUP 準優勝
23th  静岡LONGBOARD  CLASSIC 準優勝
BG TAHCHEE  CUP  2003 優　勝

'04 SHIZUNAMI  LONGBOARD  CLASSIC 準優勝
MISAKI  SURF  TOWN  FESTA  TAITO  CUP 準優勝
DDNM  CUP 優　勝
東京支部予選 LONGBOAD  WOMEN  CLASS 優　勝
第9回　若大将CUP 準優勝
第2回　おいでんCUP 優　勝
第39回　全日本サーフィン選手権大会 優　勝
第1回医科歯科波乗り友好杯 優　勝

BG  TAHCHEE  CUP  2004 優　勝
'05 第1回　名取市長杯 優　勝

（スポーツ歯学研究室　石上惠一　記）

■大学への絵画の寄贈

同窓会の会員に、病院にふさわしい絵画の寄

贈を本学美術部（白亜会）部長の奥田克爾教授が

中心になってお願いをしてきた。このたび、昭

和36年卒業（久喜会）の田中界治先生は、白亜会

OBでもあり歯科医師絵画展などで活躍されてお

られる奥様の宏子先生（昭和39年卒、十二期会）

と一緒に昭和35年卒（八紫会）の潤田和好先生の

描かれた60号の大作「奥会津風景」を寄贈された。

潤田先生は、本学補綴学で教鞭をとられた後、

現在の奥羽大学歯学部の教授をされた。風景画

を中心として個展なども開催され、最後の個展

は逝去される一年前になされ、そこで田中先生

が購入なされたものである。新緑の奥会津の風

を感じる情緒あふれる風景画である。患者だけ

でなく、病院で働いている者の疲れさえ癒され

るように感じられる。

（30） 第216号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成17年11月30日発行

第39回全日本サーフィン選手権大会、女性ロングボー
ド部門・初代チャンピオンとなる。（Beech Girls
2005 No21より）
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第48回秋季関東医歯薬獣医科大学剣道大会

平成17年11月13日

於：東京医科大学記念体育館

剣道部、連盟杯永久保持の栄誉に輝く

どよめきの表彰式

東歯大剣道部がまたひとつあらたな歴史のペー

ジを塗り替えた。秋季関東医歯薬獣医科大学剣道

大会二連覇中であった本学剣道部は、決勝トーナ

メント準々決勝で東京医科歯科大学相手に代表戦

（＊1）にもつれ込むなど数々の激戦を乗り越え、

苦しみながらも8戦全勝で三連覇を達成。38年ぶ

り史上二校目となる連盟杯永久保持の栄誉に輝い

た（＊2）。表彰式では東京歯科の三連覇による優

勝杯獲得がアナウンスされると館内は大きくどよ

めいた。歯学体も二連覇中であり、二年連続の二

冠達成。前人未到の歯学体・関東医歯薬獣通算五

連覇の快挙となった。

驚異の連勝記録と勝率

歯学体・秋季関東医歯薬獣大会では通算21連勝

（1分を挟む）の連勝記録も継続中であり、五連覇

中の男子団体戦通算成績は実に35勝1敗1分、勝率

9割7分2厘。連勝、連覇が難しいと言われる剣道競

技においては驚異的成績である。山根部長、田崎

副部長、花上監督の現体制となって以降は、主要

二大会において6年間で通算6度目の優勝。3位一

回、4位一回、ベスト8 三回、ベスト16 一回で

予選落ちは一度もない。

時を越えて

大会には33年前の昭和47年、三連覇を目前に決

勝戦で千葉大学医学部に代表戦の末敗れ、あとわ

ずか一歩で連盟杯獲得を逃した当時のメンバー

である村松英昭先生（昭和49年卒、元監督、元口

腔外科学第一講座）も静岡からかけつけ、果たせ

なかった夢の続きを自身の目で熱く見つめた。

大会終了後には秋空のもと現役部員・OBたちの

手で村松先生の胴上げが行われた。かつて黄金

時代を背負った名選手の体は、実に33年の時を

越えて二度、三度と宙に舞い、感動的なシーン

で幕を閉じた。

記念大会主管校

再来年には、関東医歯薬獣医科大学剣道連盟は

創立五十周年を迎える。この年の秋季大会は創立

五十周年記念大会として開催され、記念大会主管

校として東京歯科大学が決定している。記念大会

では様々な記念行事が予定され、重責を担うとと

もに今や盟主としての立場も築きつつある本学剣

道部は、主管成功のみならず同大会での優勝を目

指してあくなき挑戦の道を進む。そして自分たち

が勝ち負けで一喜一憂するのみでなく、OBにと

っても、また東京歯科大学の人々にとっても励み

になるような、力になるような部活でありたいと

願って今日も稽古に、歯科医学に取り組む。

＊1：代表戦…団体戦（現在は5人制）で、大将戦終了後に勝者
数、取得本数とも両チーム同点の場合に代表選手を選出して1
試合が行われる。大会によって1本勝負であったり、3本勝負の
場合がある。今大会は4分3本勝負。

＊2：連盟規定で三連覇の大学に連盟杯が与えられる事になっ
ている。38年前の達成は日本歯科大学で、この翌年まで四連覇。
ただし当時の関東医歯薬獣加盟校数は十数校で、現在は41の学
部・校数（大学によっては学部ごとの参加）となっていること
から、事実上は史上初の達成といっても過言ではない。

学生会ニュース

三連覇達成の真の強者のみに与えられる連盟杯。38年
振りの快挙！

歯学体・医歯薬獣大会全ての優勝カップを歓喜の記念撮影：
平成17年11月13日（日）、東京医科大学記念体育館



■バドミントン部関東歯科大学秋季大会優勝！

バドミントンの関東歯科大学秋季大会が平成17

年11月3日（木）・5日（土）・6日（日）・13日（日）

の4日間を利用し鶴見大学歯学部体育館において

開催され、本学バドミントン部が女子団体戦で優

勝、男子団体戦で準優勝という素晴らしい結果を

持ち帰ることができた。

女子団体戦は、予選リーグで日本歯科大学に

3－0で圧勝すると強豪神奈川歯科大学相手に対し

ても一歩もひかず戦い、トータルスコア2－1で勝

利。予選リーグ1位で突破を決めた。決勝リーグ

に進んでも本学の勢いは止まらず、決勝戦の鶴見

大学歯学部相手にも2－0で圧勝し、優勝カップを

獲得した。

男子団体戦は、決勝戦で今年のデンタル優勝校

でもある東京医科歯科大学に1－3と競り負けたも

のの、予選リーグ・決勝トーナメントでそれぞれ

日本歯科大学・日本大学松戸歯学部に3－2で勝利

するなど確実に地力をつけつつあることを大会中

示し、来年以降のさらなる飛躍が期待される。

また、個人戦でも女子個人戦で、安村祐香さん

（1年）が見事初優勝に輝いた。安村さんは今年の

歯学体においてもダブルス準優勝をはたしてお

り、今回の大会では今年の歯学体で準優勝した選

手に個人・団体とも競り勝ってみせるなど、今回

の躍進の原動力となったといえる。

柳澤哲秀主将（4年）

「10月からシャトルをなるべく多くの時間打ち、部

員全員の技術の向上を目的とし、大会に向けて練

習してきました。チーム全体の力が必要な団体戦

で男女共にこのような成績を残せたということは、

部員全員が練習に集中し、それぞれレベルアップ

してくれたからだと思うので、うれしく思うと同

時に、部員に感謝しています。」

■女子バスケ部秋季関東バスケットボール大会優勝！

秋季関東バスケットボール大会が平成17年11月

13（日）・20日（日）の両日にわたり神奈川歯科大

学体育館において開催された。この大会は、春に

1回秋に1回と年2回、関東の歯科大学6校で争われ

るものである。ここ数年来、本学女子バスケ部は、

決勝戦まではたびたび駒を進めていくものの惜し

いところで優勝を逃し続けていた。しかし、今回

の大会で最後の壁を乗り越え、ついに優勝の栄冠

を手にしたのである。

初戦の日本大学松戸歯学部戦。初戦の緊張をも

のともせず、58－8のスコアで一蹴すると、勢い

に乗り迎えた2回戦。相手は前回の優勝校、常に

本学の前に立ちはだかり続ける強豪神奈川歯科大

学である。事実上の決勝戦ともいえたこの試合で、

本学女子バスケ部は素晴らしいパフォーマンスを

魅せた。試合は、手の内を知り尽くしあった相手

同士の手に汗握る大接戦となったが、勝利の女神

は本学に微笑んだ。53－51と実に1ゴールを守り

きり本学が見事リベンジを果たしたのである。こ

の試合は、技術以上に精神的な強さが問われた試

合といえ、試合をとおして選手はまた一回り成長

したといえるだろう。

決勝の相手は日本歯科大学。決して侮れる相手

ではなかったが、勢いに乗る本学はこの試合も47－

30と順当に勝利をおさめ、念願の優勝を果たした。

女子バスケ部主将　増田明香さん（3年）

「今回の大会は、新チームになってから初めての

大会でした。各個人、それぞれの役割にプレッシャ

ーを抱えながらの大会でしたが、優勝という結果

を残すことができ、とても充実したものとなりま

した。また、この大会をとおして、仲間と信じあ

う気持ちがどれだけ大切か実感でき、チームの結

束も更に固めることができました。これで満足す

るのではなく、これからも常に高い目標を持って

頑張りたいと思います。」

■第37回東歯祭反省会開催

平成17年11月28日（月）午後6時20分より、千葉

校舎厚生棟1階食堂にて第37回東歯祭反省会が開

催された。
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満面の笑顔でハイピース！：平成17年11月13日（日）、
鶴見大学体育館
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まず、藥師寺 仁副学長、平井義人学生部長並

びに逢坂竜太東歯祭実行委員長（3年）から挨拶が

あり、小田 豊教務部長の発声により乾杯した。

歓談中に東歯祭実行副委員長および各部門長が一

人ずつ挨拶し、今年の東歯祭に対する反省と関係

者への感謝、そして来年へ向けての力強い決意が

述べられた。

また、この会の席上、来年度の東歯祭実行委員長

・副実行委員長が決定した事も発表され、鈴木大貴

第38回東歯祭実行委員長が来年に対する抱負を述

べた。

第38回東歯祭実行委員長　鈴木大貴君

「来年度に向け実行委員も動き始めました。来年

度は歯科展示や各企画を通し、より地域に貢献し

て行きたいと考えております。そして、東歯祭を

通し多くの学生が能動的な行動、思考を学び取る

場となればと思っております。関係者のみなさま

には多大な御迷惑をおかけする事と思いますが、

暖かく見守って頂けたら幸いです。これを来年度

の抱負とさせて頂きます。」

■「Books Pick UP」

平成17年12月12日（月）より「基本的な医学の洋

書」をテーマとして掲示している。この掲示内容

はホームページ上の「テーマ別図書リスト」から

も、閲覧可能。

図書館では年4回、テーマを決めて、図書資料

のポスター掲示とホームページ上への掲載を行っ

ている。

■本学教員著作リスト

（本学の教員名が標題紙に記載されているものに限る。）

一戸達也［ほか］編

「来院時から急変時まで患者さんの全身管理

（歯界展望別冊）」

医歯薬出版

木崎治俊［ほか］著

「口腔生化学　第4版」

医歯薬出版

下野正基、奥田克爾 編著

「唾液による健康づくり―明日からの臨床に取

り組む―（日本歯科評論増刊）」

ヒョーロン

■東歯祭の期間中、史料室を一般公開

東歯祭が行われた平成17年10月29日（土）から

30日（日）までの2日間、図書館1階にある史料室

で、例年どおり、本学の沿革に関する史料を一般

公開した。また特に今回は、昨年10月31日～11月

6日に水道橋校舎1階ホールで行われた「野口英世

と東京歯科大学展」から、野口英世と、彼を物心

両面から支えた建学者・血脇守之助との師弟関係

について、当時のパネル等をピックアップして展

示することも行った。

野口英世を世界的な研究者に育てた功労者とい

う血脇守之助の側面は、これまで一般にはあまり

知られてこなかった。しかしながら、昨年、新千

円札の肖像に野口英世が取り上げられてからは、

血脇守之助の名もテレビ・雑誌の中で幾度となく登

場するようになり、期間中、史料室の来訪者は約300

名にのぼり、これまでになく盛況なものとなった。

東歯祭の苦労話に花が咲いた反省会：平成17年11月
28日（月）、千葉校舎厚生棟

図書館から

野口英世パネル展示の様子：平成17年10月30日（日）、
図書館エントランスホール
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■第12回医学図書館研究会・継続教育コース開催

11月14日(月）から16日(水）までの3日間、血脇

記念ホールにおいて「第12回医学図書館研究会・

継続教育コース」が開かれた。この会は日本医学

図書館協会と日本薬学図書館協議会との共催に

よるもので、毎年医学医療情報に係わる者たち

の研究発表の場であり、専門職の教育の場とな

っている。今年は関東地区の当番校として企

画・運営に参画した。

今回は「ライフサイエンス情報の明日に向かっ

て」というテーマのもとで開催された。研究会で

は15題の研究発表があり、当館からも黛 崇仁図

書課員が「医学系図書館WWWサイトのユーザビ

リティ」という新しい視点での研究成果を発表し、

参加者から多くの関心を集めていた。また、継

続教育コースでは｢利用者を知る」｢雑誌を識る」

をテーマに早稲田大学の仁上幸治氏による｢新し

いオリエンテーション技法」をはじめ4講演が行

われた。

図書館を取り巻く環境の変化の中で図書館の

新たな展望に向けて、75名の参加者による活発

な意見交換が行われ、盛況のうちに終了した。

■Scopus（スコーパス）ご案内

図書館ホームページより、世界最大の科学文

献データベースであるElsevier社のScopus（スコー

パス）がご利用いただけます（学内限定利用）。

Scopusは14,200以上の科学・技術・医学・社会科

学のタイトルを収録する抄録・索引データベー

スです。1996年以降に出版された論文にはすべ

て参考文献が付いているため、論文間の引用リ

ンクを利用することができます。また、MED-

LINEのデータを100%網羅していることも特徴の

ひとつです。同様のデータベースにTHOMSON

社のWeb of Scienceがありますが、Scopusは対象

とする分野の幅広さや使いやすさがひとつの長

所となっています。詳しくはElsevier社ウェブサ

イトをご覧ください。

http://japan.elsevier.com/products/scopus/

参考URL

http://www.ndl.go.jp/jp/library/cae/2005/E-54.html#E302

■歯科衛生士専門学校登院式挙行

東京歯科大学歯科衛生士専門学校第56期生の

登院式が、平成17年10月3日（月）午前11時から

千葉校舎講堂において、東京歯科大学学長、千

葉病院長、歯科衛生士専門学校正副講師、臨床

各科医局長、看護師長および主任歯科衛生士が

臨席し、加えて第1学年の学生全員と登院生の保

護者が多数列席する中で挙行された。昨年度ま

では、臨床実習開始にあたって戴帽式が行われ

ていたが、病院でナースキャップの着用が取り

止められたために、登院式としてとり行われる

ことになった。

橋本貞充学生部長の司会によって開式され、

まず眞木吉信副校長の呼名により、登院生一人

一人が紹介された。初めに下野正基校長が臨床

実習に臨む心構えを訓辞、引き続き来賓として

臨席された金子 譲東京歯科大学学長ならびに

石井拓男千葉病院長が祝辞を述べられた。その後、

登院生45名を代表して雨宮智美さんが誓詞を述

べ、登院生全員がこれに唱和して式を終了した。

■平成18年度推薦入学選考

歯科衛生士専門学校の平成18年度推薦入学選

考が、平成17年11月5日（土）に千葉校舎におい

て実施された。募集人員40名の約半数を推薦入

学により入学させるものであり、本年は県内か

ら64名、他県から7名の71名が高等学校長の推薦

歯科衛生士校ニュース

誓詞を述べる登院生代表：平成17年10月3日（月）、千
葉校舎講堂
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により応募した。本校教職員の積極的な広報活

動が効を奏したのか、昨年度は応募者数が54名

であったのに対して、およそ30％の増加がみら

れた。入学選考は、午前9時30分から10時30分ま

で小論文、その後面接が行われ、午後4時にすべ

てが終了した。なお、合格の発表は、11月8日

（火）付けで出身高等学校長に通知された。

■国内見学者来校

千葉校舎・千葉病院

○関東鍼灸専門学校（学生76名、教員4名）

平成17年10月13日（木）解剖学教室、他見学

○さいたま赤十字看護専門学校（学生54名、教員2名）

平成17年10月19日（水）大学、病院、他見学

○自衛隊中央病院高等看護学院（学生76名、教員2名）

平成17年10月20日（木）解剖学教室、他見学

○三河歯科衛生専門学校（学生58名、教員4名）

平成17年10月28日（金）解剖学標本室、他見学

○大宮歯科衛生士専門学校（学生45名、教員2名）

平成17年11月10日（木）解剖学教室、病院、他見学

○聖和看護専門学校（学生31名、教員1名）

平成17年11月18日（金）解剖学教室、他見学

○横浜市立盲学校（学生20名、教員8名）

平成17年11月24日（木）解剖学教室、他見学

■海外出張

○丸茂 健教授（市病・泌尿器科）

10th Biennial Meeting of the Asia Pacific Society

for Sexual & Impotence Research（第10回アジ

ア・太平洋性機能学会）で発表のため、10月3

日（月）から8日（土）までオーストラリア・ケ

アンズへ出張。

○川口裕之講師（市病・小児科）

アメリカ合衆国テネシー州のセント・ジェー

ド小児研究病院で短期間実験の指導を行うた

め、10月3日（月）から7日（金）までアメリ

カ・メンフィスへ出張。

○一戸達也教授（歯科麻酔）、関口 浩助教授（小

児歯科）

台湾における、障害者歯科診療の実地指導の

ため、10月7日（金）から9日（日）まで台湾・

台北へ出張。

○宮内 潤教授（市病・臨床検査科）

10th Word Congress on Advances in Oncology and

8th International Symposium on Molecular Medi-

cineで発表のため、10月7日（金）から18日（火）

までギリシャ・クレタ島へ出張。

○久保周平講師（小児歯科）

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）

歯学部小児科主任James J.Crall教授との研究打

合せのため、10月11日（火）から15日（土）ま

でアメリカ・ロサンゼルスへ出張。

○片倉 朗講師（口腔外科）

UCLA School of Dentistry, Oral Fluid Diagnosisセ

ミナーに出席、及び唾液を用いた口腔癌の診

断に関する共同研究打合せのため、10月11日

（火）から15日（土）までアメリカ・ロサンゼル

スへ出張。

○篠崎尚史講師（市病・角膜センター）

ETCO(Congress of the European Transplant Coor-

dinators Organization)、及びWHOミーティング

に出席のため、10月12日（水）から10月18日

（火）までスイス・ジュネーブへ出張。

○ビッセン弘子教授（水病・眼科）

American Academy of Ophthalmologyに出席のた

め、10月12日（水）から17日（月）までアメリ

カ・シカゴへ出張。

○佐藤 亨教授（補綴Ⅱ）

ニューヨーク大学　ポストグラジュエートイ

ンプラント2004年コース　修了発表会および

修了式出席のため、10月13日（木）から16日

（日）までアメリカ・シカゴへ出張。

○安藤暢敏教授（市病・外科）

第91回米国外科学会における、VTRクリニカ

ルワークショップで発表のため、10月16日（日）

から21日（金）までアメリカ・サンフランシス

コへ出張。

○櫻井 学講師（歯科麻酔）

International Society for Anaesthetic Pharmacology

14th Annual Meeting及びAmerican Society of

人物往来



（36） 第216号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成17年11月30日発行

Anesthesiologists Annual Meetingで発表のため、

10月19日（水）から27日（木）までアメリカ・

アトランタへ出張。

○石上惠一教授（スポーツ歯学）

慶煕大学校歯科大学の学部4年生と3年生を対

象としての臨床講義、“スポーツ歯学”及び

“義歯の臨床”の講師として、10月20日（木）か

ら23日（日）まで韓国・ソウルへ出張。

○阿部伸一助教授（解剖）

Yonsei Universityで「The Implant Anatomy」の講

演を行うため、10月20日（木）から22日（土）

まで韓国・ソウルへ出張。

○吉成正雄助教授（歯科理工）

8th Annual meeting of Tissue Engineering Society

への参加、及び発表のため、10月21日（金）か

ら24日（月）まで中国・上海へ出張。

○小板橋俊哉助教授（市病・麻酔）

2005年アメリカ麻酔学会で発表のため、10月

22日（土）から28日（金）までアメリカ・アト

ランタへ出張。

○松久保 隆教授、杉原直樹講師、古賀 寛助手

（衛生）

2005 International Public Oral Health Congress

Korean Academy of Dental Healthで発表のため、

10月27日（木）から30日（日）まで韓国・ソウ

ルへ出張。

○武田友孝助教授（スポーツ歯学）

International Association of Paediatric Dentistry

（国際小児歯科学会）で発表、及びシドニー大

学にて共同研究打合せのため、11月1日（火）

から13日（日）までオーストラリア・シドニー

へ出張。

○望月清志講師（水病・口腔健康臨床科学小児歯科）

International Association of Paediatric Dentistry

（国際小児歯科学会）で発表のため、11月1日

（火）から6日（日）までオーストラリア・シド

ニーへ出張。

○西井 康助手（歯科矯正）

38th Annual Scientific Congress of Korean Associ-

ation of Orthodontistsで発表のため、11月2日

（水）から6日（日）まで韓国・済洲島へ出張。

○久保周平講師（小児歯科）、間宮秀樹講師（歯

科麻酔）

台湾における障害者歯科診療の実地指導のた

め、11月4日（金）から7日（月）まで台湾・台

北へ出張。

○水口 清教授（法歯）

2005 International Forensic Science Symposium

Taipeiに出席のため、11月6日（日）から10日

（木）まで台湾・台北へ出張。

○篠崎尚史講師（市病・角膜センター）

WHO(World Health Organization)ミーティング

に出席のため、11月6日（日）から10日（木）ま

でフィリピン・マニラへ出張。

○藥師寺 仁教授（小児歯科）

日中歯科医学会2005に大会準備委員会委員と

して派遣、同済大学上海市第十人民医院での

講演に講師として出席のため、11月9日（水）

から13日（日）まで中国・上海へ出張。

○稲川元明臨床専修医（市病・麻酔）

日中歯科医学大会2005で発表のため、11月10

日（木）から13日（日）まで中国・上海へ出張。

○阿部伸一助教授（解剖）

日中歯科医学大会2005で発表のため、11月11

日（金）から13日（日）まで中国・上海へ出張。

○下野正基教授、榎谷保信助手（病理）

日中歯科医学大会2005に下野教授は出席、

榎谷助手は発表のため、11月11日（金）から14

日（月）まで中国・上海へ出張。

○山田 了教授、太田幹夫講師、片山明彦助手

（保存Ⅱ）

日中歯科医学大会2005で発表のため、11月11

日（金）から14日（月）まで中国・上海へ出張。

○久保周平講師、今井裕樹助手（小児歯科）

日中歯科医学大会2005で発表、及び同済大学

児童口腔医学研究所との共同研究のため、11

月11日（金）から18日（金）まで中国・上海へ

出張。

○小池吉彦病院助手（臨床検査）

日中歯科医学大会2005で発表のため、11月11

日（金）から16日（水）まで中国・上海へ出張。

○遠藤隆行講師（生理）

第35回神経科学学会で発表のため、11月11日

（金）から17日（木）までアメリカ・ワシントン

へ出張。

○内山健志教授、須賀賢一郎講師、渡邊 章病院

助手（口外）

口唇口蓋裂などの先天異常児の医寮補助、技
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術指導および学術調査のため、内山教授は11

月20日（日）から12月2日（金）まで、須賀講師、

渡邊病院助手は12月3日（土）までベトナム・

ホーチミンへ出張。

○笠原正貴助手（水病・麻酔）

口唇口蓋裂手術における麻酔による医療援助

のため、11月25日（金）から12月10日（土）まで、

ミャンマー・ヤンゴン、マンダレーへ出張。

○米津卓郎講師（小児歯科）

台湾における障害者歯科診療の実地指導のた

め、11月25日（金）から28日（月）まで台湾・

台北へ出張。

○白石 建教授（市病・整形外科）

33rd Annual Meetingで発表のため、11月30日

（水）から12月11日（日）まで、アメリカ・サン

ディエゴ、ニューヨークへ出張。

平成17年10月

3（月） 1・2・3・4年生後期授業開始

学年主任・クラス主任会

歯科衛生士専門学校登院式

歯科衛生士専門学校職員会

省エネルギーの日

防災安全自主点検日

4（火） 教務部(課)事務連絡会

歯科衛生士専門学校2年生臨床実習開始

歯科衛生士専門学校1年生後期授業開始

看護部運営会議（市病）

5（水） リスクマネージメント部会

感染予防対策委員会（ICT）

MRSA院内感染対策委員会

千葉校舎課長会

7（金） 大学院事務連絡会

11（火） 院内褥瘡対策委員会（市病）

12（水） 基礎教授連絡会

大学院運営委員会

大学院研究科委員会

学生部（課）事務連絡会

救急委員会（市病）

感染予防対策委員会（水病）

医療安全管理委員会（水病）

リスクマネージメント部会（水病）

個人情報保護委員会（水病）

薬事委員会（水病）

13（木） 図書委員会

口腔健康臨床科学講座会（水病）

15（土） 第280回東歯学会（～16日）

ピアノコンサート（市病）

17（月） 病院運営会議

17（月） 高度先進医療専門委員会

医療用具治験審査委員会

個人情報保護委員会

医療安全管理委員会

感染予防対策委員会（ICC）

臨床教育委員会

医局長会

第17回医療安全研修会

環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

18（火） 臨床教授連絡会

講座主任教授会

人事委員会

看護部運営会議（市病）

19（水） 文部科学省学校法人運営調査委員実施調査

情報システム管理委員会

20（木） 千葉校舎課長会

第217回大学院セミナー

機器等安全自主点検日

医療安全管理委員会（市病）

部長会（市病）

管理診療委員会（市病）

科長会（水病）

22（土） 第1回試験問題作成に関するワークショップ

（～23日)

24（月） 医療監視（市病）

職員業務研修（水病）

25（火） 教養科目協議会

職員業務研修（水病）

教職員講演会（水病）

26（水） データ管理者会議

カルテ整備委員会

大学日誌
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26（水） 診療記録管理委員会

第218回大学院セミナー

病院連絡協議会（水病）

院内情報システム検討委員会（水病）

27（木） 職員一日研修

29（土） 第37回東歯祭（～30日）

30（日） 入試ガイダンス〔於：千葉校舎〕

平成18年度臨床研修歯科医選考〔於：千

葉校舎〕

平成17年11月

1（火） 振替授業（月曜日分）

省エネルギーの日・防災安全自主点検日

看護部運営会議（市病）

2（水） 職員業務研修

リスクマネージメント部会

感染予防対策委員会（ICT）

MRSA院内感染対策委員会

千葉校舎課長会

口腔健康臨床科学講座会（水病）

4（金） 大学院事務連絡会

全体課長会

5（土） 歯科衛生士専門学校推薦入学選考

平成18年度第3回看護師採用試験（市病）

7（月） 学生インフルエンザ予防接種（1～6年生）

8（火） 教務部（課）事務連絡会

教職員インフルエンザ予防接種〔11/8～

10・11/15～16〕

歯科衛生士専門学校推薦入学選考委員会

内部監査（市病）

9（水） 基礎教授連絡会

大学院運営委員会

大学院研究科委員会

学生部（課）事務連絡会

情報システム管理委員会

歯科衛生士専門学校内部監査

歯科衛生士専門学校臨床実習委員会

救急委員会（市病）

輸血療法委員会（市病）

感染予防対策委員会（水病）

医療安全管理委員会（水病）

リスクマネージメント部会（水病）

個人情報保護委員会（水病）

薬事委員会（水病）

10（木） 内部監査〔於：法人〕

12（土） 推薦入学選考・学士編入試験〔於：千葉

校舎〕

14（月） 病院運営会議

高度先進医療専門委員会

医療用具治験審査委員会

個人情報保護委員会

医療安全管理委員会

感染予防対策委員会（ICC）

臨床教育委員会

医局長会

第18回医療安全研修会

15（火） 歯科衛生士専門学校検査指導に係わる

実施調査（千葉県庁学事課）

環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

看護部運営会議（市病）

16（水） 臨床教授連絡会

主任講座教授会〔推薦入学・学士編入学

判定を含む〕

人事委員会

院内褥瘡対策委員会（市病）

17（木） 学生インフルエンザ予防接種（1～6年

生）

千葉校舎課長会

第219回大学院セミナー

医療安全管理委員会（市病）

部長会（市病）

管理診療委員会（市病）

科長会（水病）

18（金） 図書委員会

19（土） 大学院入学試験（Ⅰ期）

第19回カリキュラム研修ワークショップ

（～20日）

市病フォーラム

ピアノコンサート

20（日） 全館停電（水病）

21（月） 機器等安全自主点検日

職員業務研修（水病）

22（火） 大学院運営委員会（臨時）

教養科目協議会

病院連絡協議会（水病）

院内情報システム検討委員会（水病）

24（木） 内部監査
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24（木） 6年生第3回総合学力試験（1日目）

第220回大学院セミナー

保険診療検討委員会（市病）

25（金） 6年生第3回総合学力試験（2日目）

大学院入学試験（Ⅰ期）合格発表

教職員講演会

輸血療法委員会（水病）

26（土） 修学指導関係者・父兄個別面談会（1～

6年生）

28（月） 内部監査〔於：水道橋病院〕

29（火） 薬事委員会

データ管理者会議

カルテ整備委員会

診療記録管理委員会

30（水） 理事会（法人）

オーラルメディシン・口外

口腔科学研究センター

脳科学研究施設
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東京歯科大学広報 編集委員

松久保　隆（委員長）

石塚順子　浦田知明　江波戸達也　王子田啓　大塚 健　小倉 等　河田英司　北林伸康　柴家嘉明

嶋村一郎　新谷益朗　杉原直樹　高木直人　田口達夫　三木敦史　山岸 等（平成17年11月現在）

　　

　

　

　

　

　

　　

　　

　

　

　

　　

　　

　

　　　　　　　　

　　

　　　　

　

　

　

　

　

　

編集後記

2005年最後の広報をお送りします。今号でははじめに金子学長と学生との対談を企画し、内容を掲載しました。対談は予

定していた1時間をはるかにオーバーし、真剣で実のあるものでした。終了後、4名の学生のあまりの素晴らしさに本企画の

発案者の江波戸委員と山岸委員から、"本学はこれからも安泰だ"という言葉がでる程でした。金子学長ならびに4名の学生に

感謝したいと思います。

写真は、管理棟と基礎棟の間にある2本の楓の紅葉した様

子です。毎年秋が近づく11月中旬ごろから特に夕焼けのこ

ろ美しく国家試験勉強に疲れた6年生を和ませてくれていま

す。カエデ属の学名はAcerで、"裂ける"の意味があり、葉が

切れ込んでいることに由来します。カエデの名は万葉集に「か

えるで」とあることからきます。葉の形がカエルの手（足）に

似るからといわれています。私はカエデとモミジは違うと思

っておりましたが、植物分類上では楓と紅葉と区別はしない

ようです。モミジの方はカエデ属という特定のものでなく、

秋になって葉が紅くなることから紅葉する樹木の中でカエデ

類が代表であるのでカエデ属をモミジというようになったと

されています。（大学広報部長：　松久保　隆）
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