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金子 譲学長による年頭のご挨拶

平成19年新年は快晴に恵まれ、しかも暖冬で

過ごしやすい休日の中で幕が開けました。教職

員の皆様は、帰省、旅行あるいは家での静かな

団欒などそれぞれご自分やご家族の時間として

お正月を満喫され、英気を養われたたことと思

います。

今年は、明治維新から140年経ったことになり

ますが、この間日本は2度大きな敗戦を経験した

と考えています。太平洋戦争と平成に入ってか

らのバブルの崩壊といわれている日本経済の破

綻であり、これは武力戦争とは違ってサイレン

トな経済戦争であります。いずれも相手は米国

です。敗戦とは、その国の制度が変わることで

して、封建制度、帝国軍国制度が変わり、日本

は民主国家への道を進むことになりました。今

われわれが渦中にいる改革は、少子高齢社会と
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いう人口構成の要因が根底にありますが、やは

り経済産業のグローバル化の問題と強くリンク

していると考えます。

日本の歯科医学・医療の発展に関するエポック

は次の3つであろうと思っています。開国となっ

た明治時代、学校教育によった歯科医師の育成

が始まったこと、さらに歯科医師法が制定され

たこと、敗戦で歯科医学専門学校から歯科大学

に昇格したことであります。最初の歯科医師医

育機関である高山歯科医学院は、いうまでもな

く東京歯科大学の前身であります。明治39年5月

2日歯科医師法は、血脇守之助の奮闘によって医

師法に遅れることなく公布され、歯科医師の身

分、業務が法的に確定されることになりました。

また、大学昇格は昨年みのもんた氏が「今日は何

の日」とテレビ番組で紹介してくださったように、

昭和21年7月17日東京歯科医学専門学校が東京歯

科大学 としてわが国で最初の歯科大学となりま

した。

かように、歯科医学・医療の発展のステップ

は日本の時代の変革によってもたらされたとい

えます。そこで歴史に照らし合わせてみれば、

現在の体制変革の時に、歯科界は新しい発想を

することで、過去同様に歴史的なエポックが創

れるのではないかと思います。言い換えれば、

次の時代の創造のためには今が好機ということ

です。ただし、医療改革にしてもその政策は、

すでに5・6年前には準備が開始されているとい

うことですから、歯科界は政策決定の仕組みと

プロセスを理解して、対応しないと後塵を拝す

るという従来型にしかならないでしょう。

東京歯科大学の存在意義は何か。それは120年

になろうとしている本学の歴史に教わろう。で

は、現状はあるべき姿になっているのか。そし

て新しい体制の日本に適応していける東京歯科

大学にしよう。という理念で具体的な案件に対応

してまいりました。歯科医学・歯科医療によって

社会に貢献できる人材を、教育・研究・社会貢

献という「知」の場で育成することを歯科大学は

使命としています。歯科の3大エポックから窺え

るように、東京歯科大学の歴史は、その先導性

でありました。しかし、その輝かしい業績は120

年の歴史の前半60年間であります。早いスター

トが前半をリードしたといえます。これからは、

後半60年間の集積である千葉、市川、水道橋の

キャンパス・病院の人材・施設設備の多面的連

携によって歯科大学の使命を追求し、東京歯科

大学ならではの創造的な人材育成をグローバル

な視点で計画していくことになりましょう。2010

年に迎える東京歯科大学創立120周年の意義は、

次の時代を準備することであろうと考えます。

さて、われわれの役職任期は、本年5月で終了

いたしますので、その総括は紙面を改めてご報

告いたしますが、目前の主要課題として以下が

挙げられます。教員の本年4月からの職位制度変

更と任期制実施、大学院教育改革への競争的資

金獲得、グローバルCOE獲得への準備、医療費

削減・変革顕著な医療制度環境の中での病院運

営などの問題があります。さらに予測していた

学生定員削減と国家試験の難度化が現実化して

まいりました。特に後2者は大学の根幹である財

務構造、教育体制に大きな影響を与えますので、

大学の構造改革を加速させることになると考え

ます。

学生800名、衛生士校学生130名、大学院生150

名、計約1,000名への教育、そして教職員1,200名、

臨床研修医130名など計約1,500名の雇用、さらに

は千葉病院約25万人、市川総合病院約55万人、

水道橋病院約15万人で年間延べ総数約95万人の

患者さんに学校法人・大学・病院としてわれわ

れは責任をもっています。そして、これらの責

任が果たせるかどうかは1,500名の教職員皆様の

肩にかかっております。

現在は競争の時代ですので、大学間、病院間

の競争は、中で活動しているおのおの個人の競

争ということにもなります。しかし、成果を追

い求めるあまり個々が反目するような雰囲気に

なったのでは集団としての継続的なエネルギー

は産出されません。達成感、充実感が得られる

と同時に互いに信頼感がもてる職場であってほ

しいと思います。

血脇守之助は、「家族主義」を謳いました。こ

れは福沢諭吉の「社中協力」に重なる部分もあり

ますが、「家族」といえば「絆」であり、「社中協

力」の意味と思われる相互扶助よりも濃厚であり

ます。東京歯科大学の使命を果たしていくには、

現在ではハードルの高い成果が教育・研究・診

療で要求されています。このためには継続して
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大学の形態を低燃費で高機能のハイブリッドに

していかなければなりません。それぞれの職場

で現状を理解していただき、今年も健康で東京

歯科大学の絆のもとに目標に向かっていただき

たいと思います。

■教授就任のご挨拶

このたび教授会のご推挙により平成18年12月1

日付けをもちまして、東京歯科大学生理学講座

主任教授を拝命致しました。誠に光栄でありま

すともに、その重責を痛感いたしております。

今後は新たな気持ちで、研究、教育、臨床に誠

心誠意努力を重ね、東京歯科大学と歯科医学の

発展のために尽くす所存でおります。

研究におきましては当講座の講座開設以来の

テーマであり、また自分のテーマでもあります

『口腔感覚』の研究を進めていきたいと考えてお

ります。現在講座では口腔感覚システムに関連

した研究が行われております。これらをさらに

発展させるとともに、個人的には口腔粘膜にお

ける感覚受容器の機械-感覚システムについて明

らかにしていきたいと考えております。教育に

おきましては将来臨床で必要とされる『生理学』

と『口腔生理学』の知識を十分理解し、そしてそ

れらを修得できるような教育を実践していきた

いと考えております。それには学生に興味が持

てる、親しみやすい講義あるいは実習を行なう

必要があります。臨床で生じる生体現象を口腔

生理学と関連付け、その現象を論理的に説明す

る必要があると考えております。また、千葉病

院の味覚異常外来において、味覚検査を行って

おります。味覚障害を訴える方は中高年に多く

発症します。原因がはっきりしないことから、

治療法も確立しておりません。味覚障害は今後

も増加するものと思われます。味覚検査と味覚

障害患者の経過観察のシステム化を構築してい

きたいと考えております。

卒業後私は本学生理学講座に籍を置き、

坂田三弥名誉教授をはじめ、学内外の多くの先

生方からご指導、ご助言をいただき支えられて

きました。この場をおかりして御礼申し上げる

とともに、今後ともどうぞよろしくご指導ご鞭

撻のほどお願い申し上げます。

略歴

昭和53年 3月 東京歯科大学卒業

昭和53年 4月 東京歯科大学大学院歯学研究科入学

昭和53年05月 第63回歯科医師国家試験合格

昭和53年06月 歯科医師登録（第74002号）

昭和57年10月 東京歯科大学大学院歯学研究科修了

昭和57年10月 学位受領（歯学博士、東京歯科大学）

昭和57年11月 東京歯科大学生理学講座　助手

平成03年04月 東京歯科大学生理学講座　講師

平成03年10月 Department of Pre-Clinical Veterinary Sci-

ences, University of Edinburghに留学

平成07年04月 東京歯科大学生理学講座 助教授

平成09年04月 口腔科学研究センター研究機器

管理部細胞生物学研究機器主任

（平成13年05月まで）

平成13年04月 保険医登録（千歯13365号）

平成17年04月 ドライマウス研究会認定医（第560号）

平成18年04月 東京歯科大学生理学講座 主任代行

平成18年07月 千葉病院勤務（兼任）

生理学講座

田　崎 雅　和
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■助教授就任のご挨拶

この度、平成18年12月1日付けをもちまして、

口腔健康臨床科学講座助教授を拝命いたしまし

た。すでに水道橋病院歯科麻酔科の科長も勤め

させていただいており、その重責に身の引き締

まる思いです。

当講座は、歯科領域の臨床学分野が統合され

た複合講座です。おそらく世界的にも類を見な

いと思います。当講座だからできる研究や診療

があります。例えば、「抜髄後痛みが消失しない、

根管治療を繰り返しても執拗に痛みは残存す

る」、このような痛みは、歯根膜炎なのか、副根

管の存在があるのか、根尖破壊によるものなの

か、咀嚼筋の関連痛なのか、血管性の関連痛な

のか、神経因性疼痛なのか、それとも疼痛性障

害なのか明確な診断が困難で、また治療も確立

しておりません。これらの追求には、歯科麻酔

学と他の歯科保存学、口腔外科学、補綴学との

連携が必要です。「痛み」は多くの歯科領域の学

問分野に関連したテーマです。口腔顔面領域に

は、未だ解明されていない痛みの病態が多く、

新しい診断手順や治療法などの開発が必要とさ

れています。痛みの、歯科麻酔学分野の専門家

として各分野の連携にイニシアティブを取って

行きたいと考えています。

また、私の担当する診療科は、口腔顔面痛み

センターとリラックス歯科治療外来が、開設以

来順調ですが、近年の健康に対する意識の向上

などから、より高度で安全かつ快適な医療が社

会から求められています。東京の中心に位置す

る病院での医療業務に使命感を感じています。

歯科大学、歯科界は、厳しい時代に突入しつつ

あります。講座、診療科の発展に全力を尽くし、

東京歯科大学がこの時代を乗り切っていくため

に、少しでも貢献できるよう懸命に努力していき

たいと思っています。今後ともご指導、ご鞭撻を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■金子 譲学長に日本歯科医学会会長賞

平成18年度の日本歯科医学会会長賞候補とし

て、日本歯科麻酔学会から推薦された歯科麻酔学

の金子 譲学長は、同賞（研究部門）の受賞が決定

し、平成19年1月19日（金）に日本歯科医師会大会

議室で行われた授賞式において、江藤一洋日本歯

科医学会会長から表彰状と副賞が授与された。

金子学長は、歯科麻酔学の黎明期から研究活動

に取り組み、今日の歯科麻酔学の体系創りに数多

くの実績を残された。特に「歯科患者と呼吸・循

環」を長年研究テーマに掲げ、歯科麻酔に関する

臨床上の問題に、呼吸と循環を主体とした研究結

果から多くの解決と示唆を与え、歯科医学・歯科

医療へ多大な貢献をされた。

また、歯科麻酔と医科麻酔との良好な関係構

築に尽力し、歯科医師の医科研修における2つの

ガイドライン作成は、医科・行政での歯科麻酔

学の認知に足跡を残された。

日本歯科麻酔学会では、3期にわたり、理事長、

日本歯科医学会では、副会長、総務理事等の要

職を歴任し、会務の健全な運営に尽力された。

これら実績が評価されたもので、本学にとって

も大変名誉なことである。

学内ニュース

口腔健康臨床科学講座

（歯科麻酔学分野）

福　田　謙　一

日本歯科医学会会長賞を受賞した金子 譲学長（右）：
平成19年1月19日（金）日本歯科医師会大会議室
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■金子 譲学長Horace Wells 賞の授賞、第11

回国際歯科麻酔学会開催（IFDAS 2006）と国

際歯科麻酔学会議連合会長就任（IFDAS）

平成18年10月4日（水）～7日（土）にパシフィコ

横浜で開催された第11回国際歯科麻酔学会議

（IFDAS 2006）は、金子 譲学長が大会長を務め、

およそ20カ国から約700名の参加者が集い、文部

科学省、厚生労働省、日本歯科医師会、日本歯科

医学会、日本麻酔科学会による後援のもと、成

功裡に10月7日閉会した。大会長講演では「21世

紀における歯科麻酔学の役割～安全と快適な歯

科医療を求めて～」のテーマで講演が行われた。

また日野原重明先生（聖路加国際病院 理事長）、

西澤潤一先生（首都大学東京 学長）、上田 実先生

（名古屋大学 教授）の特別講演を始め「医療安全」

「慢性痛」「鎮静法」の3つのメインテーマで20題の

キーノートレクチャー・6題のシンポジウムが構成

され、口腔外科・インプラントなど関連学会との

共同企画も組み入れられていた。本大会から3年間

の任期で金子学長が国際歯科麻酔学会議連合

（IFDAS）の会長を務める。

また同大会で金子学長がHorace Wells 賞を授賞

された。Horace Wells 賞は笑気麻酔を最初に始め

た米国の歯科医師　Horace Wells にちなんで国際

歯科麻酔学会議第6回大会時に設立され、日本人

では東京医科歯科大学　久保田康耶名誉教授（第

6回）、大阪大学 松浦英夫名誉教授（第9回）が授賞

している。

IFDAS会長 Dr. Christopher HoldenよりHorace
Wells賞を授与された金子 譲 IFDAS2006大会長：平
成18年10月6日（金）、パンパシフィックホテル横浜

三笠宮殿下列席のもとIFDAS 2006開会式で挨拶され
る金子 譲大会長：平成18年10月4日（水）、パシフ
ィコ横浜

■博士（歯学）学位記授与

○第558回（平19.1.17）授与

第529回（H16.5.12）授与

上　條　　　穂（オーラル・甲）第1603号・甲909号

第550回（H18.4.12）授与

松　崎 紘　一（病　理・乙）第1682号・乙706号

■津守伸明大学院生 学会奨励賞を受賞

解剖学講座、津守伸明大学院4年生が、日本摂

食・嚥下リハビリテーション学会、第12回学術

大会（平成18年9月9日）において学会奨励賞を受

賞した。研究発表演題名は｢嚥下機能に関与する

咽頭収縮筋の形態｣で、口腔領域で主に咀嚼機能

に関与する頬筋と咽頭領域で主に嚥下機能に関

与する上咽頭収縮筋の密接な関係を、肉眼解剖

学的に詳細に明らかにしたものである。研究内

容に関しては、すでに海外英文誌Dysphagiaに掲

載されることが決定している。

Tsumori, N., Abe, S., Agematsu, H., Hashimoto, M.,

Ide, Y. : Morphologic characteristics of the superior

pharyngeal constrictor muscle in relation to the func-

tion during swallowing. Dysphagia, 2007. （in press）

受賞した津守大学院生
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■市川総合病院教職員親睦旅行実施

市川総合病院恒例の教職員親睦旅行が木曜会

の主催により多数の参加のもと実施された。

例年と同様3班に分かれ、第1班は10月28日（土）

～10月29日（日）、第2班は11月4日（土）～11月5日

（日）、第3班は11月11日（土）～11月12日（日）の日

程で、伊豆方面への旅行となった。

各班とも、初日は東京駅より踊り子号に乗車

し、伊豆下田で下車後、堂ヶ島などの観光地を

散策をしながら宿泊地に到着。夜の大宴会では

職種の違う者同志が、それぞれ盛り上がり大変

楽しく、そしてくつろげた親睦旅行であった。

二日目も土肥金山等を観光し、お土産を買いこ

み、3班とも無事に帰路についた。

■高野正行助教授 最優秀ポスター賞を受賞

2006年11月5から9日に Hong Kong Convention &

Exhibition Centre、において7th Asian Congress on

Oral and Maxillofacial Surgery（第7回アジア口腔顎

顔面外科学会）が開催された。

この学会はアジア諸国や欧米などから多くの

口腔外科、顎顔面外科を専門とする医師、歯科

医師が集まり2年に一度開かれている。今回は42

の国と地域からの参加があり日本からも本学口

腔外科教室をはじめとして多くの施設からの演

題発表が行われた。このなかで口腔健康臨床科

学講座口腔外科学分野、水道橋病院口腔外科の

高野正行助教授のポスタープレセンテーション

「Reliability of Vital Staining with Iodine and Tolui-

dine Blue Solutions to Detect and Delinate Oral

Epithlial Dysplasia and Carcinoma」がBest Poster

Presentation 賞を受賞した。

この賞は今回の学会におけるPoster Presentation

総計118題の中から最優秀なもの1題に贈られる

もので、学会最終日の閉会式において本学会理

事長で大会長の Nabil Samman 教授より賞状と

US$500相当の賞品が授与された。

本研究は、口腔癌や食道癌の補助診断として

用いるヨードとトルイジンブルー生体染色テス

トの舌癌や前癌病変への応用の高い信頼性を示

して、本法の口腔癌の早期発見、早期治療のた

めの有用性を明らかにした。そしてその臨床的

重要性や今後の研究成果への期待を含めての受

賞となった。

■第237回大学院セミナー開催

平成18年11月6日（月）午後6時から千葉校舎第2

教室において、第237回大学院セミナーが開催さ

れた。今回はボストン大学歯学部大学院補綴科臨

床准教授の山本英夫先生を講師にお迎えして「補

綴治療のスタンダード」と題する講演を伺った。

山本先生は東京歯科大学卒業後開業医を経て、

ボストン大学歯学部補綴科大学院へ入学、卒業さ

れ現在は同大学大学院准教授、またニューヨーク

市にて補綴専門医として勤務されている。今回

はそのご経歴からアメリカにおける卒後教育プ

ログラム、語学能力の必要性、そしてアメリカ

で勉強する際の実際の注意点について説明いた

だき、また、日本において多くの歯科関連学会

が専門医制を導入する中で、専門医というもの

が改めて様々な視点から再考されている状況に

対し、一般臨床医と専門医の相違等についてお

話を伺った。当日会場には大学院生の他、教員、

臨床研修医等多数の参加者があり、講演後には

質疑応答も活発に行われ大変有意義なセミナー

となった。

講演される山本先生：平成18年11月6日（月）、千葉
校舎第2教室

受賞した高野助教授
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■第58回歯科医学教育セミナー開催

平成18年11月27日（月）午後6時から千葉校舎

第1教室において、第58回歯科医学教育セミナー

が開催された。今回は、「肥満症治療における歯

学・医学の連携教育に向けて」と題し、千葉大学

医学部附属病院長 齋藤 康教授より説明いただ

いた。

まず始めに、肥満についての概要、その種類と

測定法について説明がなされた。肥満が何故問題

となるのか、肥満によって引き起こされる高血圧、

糖尿病等の危険因子による冠動脈疾患発生頻度に

ついて説明された。次に、メタボリックシンド

ロームの診断基準について触れられた。メタボ

リックシンドロームとは、遺伝、加齢、運動不足、

過栄養等から内臓脂肪が蓄積し、高血圧等を経

て動脈硬化にいたり、それによってさまざまな

病気を引き起こしやすくなった状態のことをい

うとのことである。肥満症の治療に対しては精

神面からのケアが必要であり、様々な肥満症患

者のパーソナリティ別の特徴とその対処法につ

いて説明された。最後に、肥満症にならないた

めの予防策として、実行すべき食卓においての

工夫についても説明された。

当日は100名を超える参加者が集まり質疑応答も

活発に行われ、大変有意義なセミナーとなった。

■第238回大学院セミナー開催

平成18年11月29日（水）午後6時から千葉校舎第

3教室において、第238回大学院セミナーが開催

された。今回は日本歯科大学生命歯学部歯周病

学講座の沼部幸博教授を講師にお迎えして「歯周

病感受性遺伝子検索のカスタムメイド医療への

応用」と題する講演を伺った。

近年、ヒトゲノム解析の進歩に伴い、歯周炎

に関連した遺伝子学的研究が注目されている。

歯周病は口腔内環境因子の他に複数の遺伝子因

子に起因する多因子性疾患であり、単一の遺伝

子そのものが疾患の発症および進行を決める決

定因子は存在しないが、疾患易罹患性に関連し

た複数の遺伝子が危険因子として関連している

と考えられている。この疾患感受性遺伝子検索

は、ヒトの遺伝子塩基配列のドラフトシークエ

ンスを基にしたSNPs（一塩基多型）検索が一般的

となってきている。講演でははじめに、東京歯

科大学を含む4大学の共同研究で歯周病の発症・

進行に強い遺伝因子の関与が考えられる侵襲性

歯周炎と重度慢性歯周炎患者を対象にSNPs検索

を行った結果、炎症関連因子ではインターロイキ

ン、プロスタグランジン、カテプシンで、歯周組

織構成因子についてはコラーゲン、上皮増殖因子

のSNPsで有意差が認められたことを示された。

続いて、歯周病感受性遺伝子解明に向けての方法

論、今回の研究で生じた様々な問題点、得られた

成果の考え方、さらにそれらの結果と従来の歯周

病検査データとの組み合わせ、個々の患者のカス

タム（オーダー）メイド治療に結びつけて行くた

めの戦略について述べられた。セミナー会場では

基礎系、臨床系の教員、学生が聴講し、講演後に

は活発な質疑応答がなされ、多くの示唆を含む非

常に有意義なセミナーであった。

■第239回大学院セミナー開催

平成18年11月30日（木）午後6時から千葉校舎

第3教室において、第239回大学院セミナーが開

催された。今回は岡山大学大学院 医歯薬学総合

研究科 病態機構学講座口腔病理病態学分野の

講演される齋藤教授：平成18年11月27日（月）、千葉
校舎第1教室

講演される沼部先生：平成18年11月29日（水）、千葉
校舎第3教室
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永井教之教授を講師にお迎えして「新規インプラ

ントコーティング材料の開発　－口腔病理病態

学分野からの研究戦略－」と題する講演を伺った。

今回は多方面にわたる先生のご研究のうち、ジ

ルコニアインプラントから始まる種々のインプラ

ント材の研究、特に近年研究を開始したチタン酸

カルシウム（ペロブスカイト）の性状について解説

され、チタンの表面にハイドロキシアパタイトを

コーティングするときのバインダー材としてペロ

ブスカイトを用いると、接着性が良く剥離や亀裂

を生じず、また薄くできることを紹介された。さ

らに今回のものは非晶質カーボンを含むことから

従来のものより良質のコーティングができ、特許

も取得していることを伺った。大変内容の濃い有

意義なセミナーであった。

■第240回大学院セミナー開催

平成18年12月7日（木）午後6時から千葉校舎第

2教室において、第240回大学院セミナーが開催

された。今回は鹿児島大学大学院医歯学総合研

究科の伴 清治教授を講師にお迎えして「オール

セラミックレストレーションを実現するための

ジルコニアの材料特性」と題する講演を伺った。

オールセラミックレストレーション素材とし

てジルコニアは急速に普及してきている。特に

セリウムで安定化した正方晶ZrO2とAl2O3のナノ

粒子サイズでの複合多結晶焼結体（Ce-TZP/Al2O3

ナノコンポジット）は、曲げ強さおよび破壊靱性

が多くのセラミックスの中において格段に優れ

ている。その理由は、応力が加わると正方晶か

ら単斜晶に相変態を生じ、クラックの進展を抑

制するという、特異な性質にある。このナノジ

ルコニア製フレームをCAD/CAMで作製するシス

テムが製品化されているとのことである。

ナノジルコニアの特性から臨床までを解説さ

れ、大変内容の濃い有意義なセミナーであった。

■平成18年度東京都エイズ診療従事者臨床研修

開催

平成18年12月7日（木）～8日（金）および平成19

年1月24日（水）～25日（木）の2回にわたり、「平

成18年度東京都エイズ診療従事者臨床研修」が開

催された。この研修は、水道橋病院が東京都より

委託を受け、都内の医療機関でエイズ診療に従事

する方々を対象に行っているものである。8回目

にあたる今年度の受講者は、12月が3名、1月が2

名の合計5名であった。

研修は、柿澤 卓水道橋病院長をはじめ、口腔

外科、保存科のスタッフが講義・実習を担当し

た。また、12月7日には立川夏夫先生（国立国際

医療センター エイズ治療・研究開発センター）、

1月24日には今村顕史先生（東京都立駒込病院感

染症科）を講師にお迎えし、「エイズ診療の基礎

知識」として、専門医の立場から貴重な講義をい

ただいた。お二人の講義は、本院の臨床研修歯

講演される永井先生：平成18年11月30日（木）、千葉
校舎第3教室

講演される伴先生：平成18年12月7日（木）、千葉校
舎第2教室

受講者とディスカッションする今村先生：平成19年1
月24日（水）、水道橋病院研修室



科医も聴講させていただいた。その他の講義で

は、感染者への歯科治療における注意点および

感染予防対策、スタンダード・プリコーション

の理念および具体的な取り組み等を学習した。

また、CCR（クリーンケアルーム）において、感

染予防対策の実習およびHIV患者の治療見学等を

行った。

■平成18年度（第37回）千葉県私学教育功労者

表彰を受ける

大学事務局庶務課 事務員 小　川　冨士子 氏

大学事務局庶務課 守衛長 松　崎　義　夫 氏

市川総合病院 臨床検査技師長 武　澤　春　雄 氏

この表彰は、千葉県内の私立学校の教職員と

して長期間従事し、特に功労があった者として

各学校から推薦された候補者の中から選ばれる

ものであり、今回、本学からは当該者3名を推薦

した結果、表彰されることとなった。

小川氏は、事務職員として41年間にわたり従

事し、教育研究を支える役割を担ってきた。近

年は学術情報誌の発行、学術学会の企画・開催

等、教育研究の充実・発展を図る一翼を担って

いる。その誠実で責任感の強い性格は、教職員

からの信頼も厚い。

また、松崎氏は、守衛業務等を担当する職員

として28年間にわたり従事し、学生の登下校時

の安全管理や附属病院受付での案内・接遇等大

学の顔として学生・患者と接し、学内警備の責

任者としての役割を担っている。その温厚で誠

実な性格は、職員だけでなく多くの学生からも

慕われている。

また、武澤氏は、臨床検査技師として37年間

にわたり従事し、臨床検査業務に携わり、長き

に渡り各診療科の医師から絶大な信頼を寄せら

れてきた。また、その誠実、勤勉で責任感の強

い性格は、後輩臨床検査技師のみならず、他業

務の職員からも信頼されている。以上のように、

本学から推薦した3名の貢献してきた功績が高く

評価され、今回の表彰となったものである。

■木曜会クリスマスパーティー開催

市川総合病院教職員の親睦団体である木曜会

主催による、年末恒例のクリスマスパーティー

が、平成18年12月15日（金）に、浦安市のホテル

ニューオータニ幕張にて行われた。

今年は過去最高の432名の教職員の参加を得

て、中島庸也教授（木曜会委員長）の開会宣言、

畠 亮市川総合病院長（木曜会会長）の挨拶に続い

て、安達富美子看護部長による乾杯の発声で開

宴となった。

会食、歓談の後、メインイベントである部門

対抗出し物大会が行われた。今年は13グループ

の出場を得て、さらににぎやかな雰囲気となっ

た。それぞれ勤務終了後、夜遅くまで一生懸命

練習した成果を披露し、パーティーは大いに盛

り上がった。
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表彰を受けた小川冨士子氏（右）と松崎義夫氏（左）：
平成18年12月9日（土）

表彰を受けた武澤春雄氏：平成18年12月9日（土）

熱演！出し物大会：平成18年12月15日（金）、ホテル
ニューオータニ幕張
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■第59回歯科医学教育セミナー開催

平成18年12月18日（月）午後6時から千葉校舎第

2教室において、第59回歯科医学教育セミナーが

開催された。今回は、「高校での未履修問題と歯

科医学教育」、「授業要覧Webの新機能について」

と題し、望月隆二教務副部長、河田英司教務副

部長より説明がなされた。

まず始めに、望月教務副部長よりプレテストと

してプリントが配付された。プレテスト項目につ

いて解説すると共に新学習指導要領についての説

明があった。旧指導要領に比べ高校で履修しなけ

ればならない内容と表面上大きく変わったところ

は見られないとのことであった。ゆとり教育、

入試に関係のない科目の切捨て等により実際に

学生が履修する内容は減少しているがその影響

はまだ見られず、現在分かることは新入学生か

らとったアンケート等によると、教員と学生と

の「常識」のずれであるとのことである。こうし

たことから必要なことは、年々変化する学生の

現状を的確に把握しそれに伴いカリキュラムを

定期的に改訂していく必要があるということで

あった。

次に、河田教務副部長より平成19年度東京歯

科大学授業要覧について編集スケジュールと今

年度の変更点、作成上の注意点等について説明が

あった。Webシラバスについては昨年度より実施

しているが、今年度はさらに新機能を加え使いや

すくしているとのことである。一つ目として、閲

覧時の検索機能の強化と教育用Webとの連携の強

化を図り、二つ目として、編集時の担当者の入れ

替えの簡易化と準備コアカリキュラムの入力、表

示への対応が可能となったとのことである。当日

は100名近い参加者が集まり質疑応答も活発に行

われ、大変有意義なセミナーとなった。

■第241回大学院セミナー開催

平成18年12月22日（金）午後6時から千葉校舎

第2教室において、第241回大学院セミナーが開

催された。今回は大阪大学大学院歯学研究科 口

腔分子免疫制御学講座生化学教室の齋藤正寛講

師をお迎えして「歯根膜形成機構の解析」と題す

る講演を伺った。

歯根膜は別名の歯周靭帯という名前が示す通り

で腱や靭帯組織と類似した結合組織と言われてい

るが、実際に腱や靭帯形成に関わる分子が歯根膜

発生・再生機構に関わると考えられている。しか

しながら歯根膜の発生や再生に関わるマーカーが

ないため歯根膜の発生分子機構は解析されてこな

かった。そこで齋藤先生のグループはマイクロア

レイを用いて解析し、歯根膜の発生、再生に関与

する特異的マーカーをスクリーニングして、これ

らのうちのいくつかについて、胎生期歯胚から生

後の歯根形成期までの歯根膜形成期における発現

を時間・空間的にスクリーニングされた内容を講

演された。これらのマーカーが同定されることに

より歯周組織の再生研究や治療のさらなる発展と

なると考えられ、大変内容の濃い有意義な1時間

半のセミナーであった。

■平成18年仕事納めの会実施

千葉校舎「平成18年仕事納めの会」は、午後1時

から厚生棟1階食堂において開催された。会場は

多くの教職員、大学院生、臨床研修歯科医等で

埋め尽くされ、まず、金子 譲学長から挨拶が述

べられ、引き続いて藥師寺 仁副学長の発声によ

り一堂乾杯し、一年間の労をねぎらうとともに

和やかに懇親を深めた。懇談の後、井出吉信学

監の中締めにより締めくくられた。説明する河田教務副部長：平成18年12月18日（月）、
千葉校舎第2教室

講演される齋藤先生：平成18年12月22日（金）、千葉
校舎第2教室



市川総合病院では、午後4時から講堂において

開催された。金子学長、畠 亮病院長からの挨拶

の後、金子学長より、文部科学大臣表彰、千葉

県私学教育功労者表彰が披露され、続いて畠病

院長より感謝状の贈呈が行われた。山根源之副

病院長の発声による乾杯の音頭で始まり、和気

藹々のうちに懇親が行われた。

水道橋校舎では午後6時より東京グリーンホテ

ル水道橋にて、井上 裕理事長、熱田俊之助常務

理事、歴代の水道橋病院長の先生方、金子学長、

井出学監・法人主事をお迎えし、水道橋病院・

法人事務局・同窓会事務局の教職員が一堂に会

して開催された。会の冒頭で井上理事長、金子

学長、柿澤 卓病院長よりご挨拶をいただき、続

いて熱田常務理事の発声により乾杯した。参加

した教職員は終始和やかな雰囲気で懇親を深め

合い、槇石武美副病院長の中締めによりお開き

となった。

■平成18年度「NHK歳末たすけあい募金」実施

年末恒例の「歳末たすけあい募金」は、平成

18年度も千葉校舎、市川総合病院、水道橋校舎

の3施設において、12月初旬から年末までの日程

で実施された。

なお、集められた募金は、すべて「NHK歳末た

すけあい義援金」として寄付された。

■平成19年仕事始めの会実施

千葉校舎は、午前9時30分から講堂において教

職員、大学院生並びに臨床研修歯科医等が出席

し、井出吉信学監の司会のもと、金子 譲学長に

よる年頭の挨拶が行われた。

市川総合病院では、午後4時から講堂において

開催された。井上 裕理事長、金子学長、畠 亮病

院長より、市川総合病院教職員に対して年頭の

挨拶があった。山根源之副病院長の発声により

一同乾杯の運びとなり、市川総合病院の一年の

幕開けとなった。

水道橋校舎では午後5時30分より血脇記念ホー

ルにて、水道橋病院・法人事務局・同窓会事務局

の教職員の出席のもとに開催された。はじめに

金子学長より年頭のご挨拶があり、続いて柿澤卓

病院長より、挨拶ならびに教職員を激励するお言

葉をいただいた。

■第242回大学院セミナー開催

平成19年1月10日（水）午後6時から千葉校舎第

3教室において、第242回大学院セミナーが開催

された。今回は大阪大学大学院歯学研究科 口腔

分化発育情報学講座（口腔解剖学第一教室）の

脇坂 聡教授を講師にお迎えして、「味覚受容器の

発生と再生」と題する講演を伺った。

QOLの向上において重要な「おいしく食べるこ

と」を可能にしているのは口腔内諸器官、口腔領

域の神経系および中枢の神経系の調和であるこ
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挨拶をする金子学長：平成18年12月28日（木）、千葉
校舎厚生棟

挨拶をする畠病院長：平成18年12月28日（木）、市川
総合病院講堂

挨拶をする柿澤病院長：平成18年12月28日（木）、東
京グリーンホテル水道橋



と、味覚受容器である味蕾は70～100個程度の特

殊に分化した上皮細胞の集団であること等の基

礎的な話に続いて、味蕾を形成する細胞（暗調、

明調、円形細胞）の特徴、味蕾細胞のturn overと

synapse remodelingに伴う、その寿命（約10日）な

どについて解説して頂いた。味覚受容には5つの

基本味（塩味、酸味、苦味、甘味、うま味）のう

ち塩味と酸味の受容体はイオンチャンネル型、苦

味、甘味、うま味のそれはG蛋白共役型であるこ

と、それぞれの受容体の遺伝子発現は、酸味は胎

生16日、苦味は胎生18日、甘味は生後、うま味は

胎生16日からであるという。酸味や苦味が早く発

現するのは生体防御から、うま味はアミノ酸摂取

と関連していることなどが紹介され、大変内容の

濃い有意義な1時間半のセミナーであった。

■山中あゆみ助手「歯科医学を中心とした総合的

な研究を推進する集い」に採択

第23回「歯科医学を中心とした総合的な研究を

推進する集い」が平成19年1月13日（土）東京都千

代田区にある新歯科医師会館において開催され

た。これは日本歯科医学会が新しい研究分野の

開拓と研究組織を推進し、より歯科医学を発展

させられるよう、研究者に人脈を求め、同志を

募るという場を提供することを目的として毎年

行われている。今年度は本学微生物学講座山中

助手の「クランベリーの口腔内バイオフィルム形

成阻害効果」が応募のあった33題から選ばれた10

演題中の1つでの発表を行った。講演のあとにポ

スターディスカッションも設けられ自由な雰囲

気の中で十分な討論が行われた。

微生物学講座から、最初に奥田克爾教授、次

いで石原和幸助教授「冠状動脈疾患からの歯周病

原菌検出」、加藤哲男助教授「口腔保健への天然

物利用」、君塚隆太講師「高齢者口腔ケアは、誤

嚥性肺炎・インフルエンザ予防に繋がる」という

演題でそれぞれ採択され、総合的研究推進費を

獲得している。次年度から「歯科医学を中心とし

た総合的な研究を推進する集い」は、変更される

予定である。今後も本学からの歯科にとらわれ

ない幅広い研究の応募がなされ、採択が期待さ

れる。

■平成18年度第7回水道橋病院教職員研修会開催

平成19年1月19日（金）午後5時30分から、水道

橋校舎血脇ホールにて平成18年度第7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」と題して、水道橋

病院リスクマネージャーの鈴木福代看護師長、

堀田宏巳助教授、森山貴史講師、笠原正貴助手

よりお話があった。

鈴木看護師長はリスクマネージメント部会の

活動報告として、インシデント・アクシデント

の院内発生件数またその影響レベル、院内ラウ

ンドの状況等を報告し、リスクマネージャーを

中心として院内全体で医療安全に取り組む必要

性について説明した。続いて森山講師は、院内

で発生した受傷事故の内容とその分析結果を報

告し、事故の予防策および事故発生時の対策に

ついて説明した。堀田助教授は、誤飲誤嚥の予

防策および発生時の具体的な対応について説明

した。また、笠原先生は、歯科における偶発症、

急変時の対応、誤飲誤嚥時および救急時の対応

マニュアルについて説明した。

医療事故を限りなくゼロにしていくためには、

医療安全に対する意識を常に持っている必要が
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講演される脇坂先生：平成19年1月10日（水）、千葉
校舎第3教室

講演する森山講師：平成19年1月19日（金）、水道橋
校舎血脇記念ホール
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ある。今回会場に集まった教職員にとっては、

更なる意識の向上を求められる講習会となった。

■市川総合病院 市民公開講座開催

市川総合病院は平成17年5月に北病棟を開棟

し、5階に脳卒中セン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。この脳卒中センター開設から1周年が

経過したのに伴い市病フォーラムとして、平成

19年1月20日（土）午後2時から、市川総合病院講

堂において市民公開講座を開催した。

「脳卒中診療のすべて ～一次予防から在宅まで

のシームレスケアを目指して～」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

長である菅 貞郎脳神経外科部長の司会進行のも

と行われた。

（1）「脳卒中とは？－その病型、発生頻度と予防－」

菅脳神経外科部長

（2）「脳卒中急性期の内科的治療」

野川茂助教授（内科）

（3）「脳卒中急性期・慢性期の外科的治療」

片山正輝助手（脳神経外科）

（4）「脳卒中とオーラルケア」

花上伸明助手（歯科・口腔外科）

（5）「脳卒中患者のリハビリテーション」

永田雅章市川市リハビリテーション病院長

（6）「脳卒中クリティカルパスにおけるかかりつけ

医（在宅医療）の役割」 齊藤彰市川市医師会理事

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140名を集め

た市民公開講座は盛会のうちに終了した。

■第60回歯科医学教育セミナー開催

平成19年1月22日（月）午後6時から千葉校舎第

2教室において、第60回歯科医学教育セミナーが

開催された。今回は、「何故、教員評価が必要な

のか－新たな評価法の展開－」と題し、総合診療

科 高橋俊之講師、社会歯科学研究室 平田創一郎

講師より説明が行われた。

まず始めに、高橋講師より授業評価について

の現状とその必要性、またその効果について他

大学での実施報告等も含め説明があった。本学

においては、学生からの授業評価アンケートを

平成15年より実施し、教員の自己研鑽、授業方

法や内容の改善に活用され、一定の成果をあげ

てきたところであるが、今後さらに魅力的な大

学として歯科医師を育成し、地域社会に貢献し

ていくためには授業評価によってカリキュラム

改革などの全学的な教育改革につなげていく必

要があるとのことであった。

次に、平田講師より教員評価における評価方

法について、まず人事評価・人事評定の変遷に

ついて説明があった。現在着目されているのは

コンピテンシーモデルを用いた評価であるとの

ことである。コンピテンシーとは高業績者が持

つ行動特性（学歴や知能とはあまり関係がなく、

達成動機の強い人が高業績を上げる）のことであ

り、コンピテンシーモデルとはそれに基づき人

材の確保、育成、活用を行うことである。本学

においては、学生による授業評価は実施されて

きているが、学生から教員という視点のみでな

く、部下、同僚、患者という様々な視点から評

価を行う360度評価も必要であるとのことであっ

た。当日は120名近い参加者が集まり皆熱心に聴

き入っていた。

開会の挨拶をする菅実行委員長：平成19年1月20日
（土）、市川総合病院講堂

説明する高橋講師：平成19年1月22日（月）、千葉校
舎第2教室
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■千葉西警察署より署長感謝状の贈呈

平成19年1月30日（火）午前10時30分から千葉

西警察署4階会議室において署長感謝状贈呈式が

開催された。

この式は、長年にわたる警察への支援、協力に

対し感謝状が贈呈されるものであり、今年度は24

団体（個人）が表彰された。その中で千葉病院も表

彰を受ける栄誉に浴し、病院庶務課の山崎孝子主

任栄養士が出席した。

今回の表彰は、千葉西警察署の留置管理業務

の推進に千葉病院が協力していることが評価さ

れたものである。同署より平井学生部長へ、留

置場の食事に係る栄養チェックが依頼されたこ

とを契機とし、平成17年度より年2回、山崎主任

栄養士が栄養チェック、カロリー計算などの栄

養管理を行っている。

式は感謝状の贈呈から始まり、署長のご挨拶

の後、警察署正面玄関前で記念撮影を行い、滞

りなく終了した。

表彰を受けた山崎主任栄養士：平成19年1月30日（火）

岩本　陽子（法人事務局人事課　事務員）

昨年4月に市川総合病院から法人事務局へ異動

になりました。異動してすぐに風邪をひき、新

しい職場に風邪菌を持ち込んでしまいました。

今年は風邪をひかないようにがんばります。季

節の変わり目には、しまった布団をちゃんと出

します。仕事でも日々の暮らしでも失敗する原

因はいつも同じです。今年こそ、すべてのめん

どくさいに打ち勝つ自分になりたいです。

大越　邦子（千葉病院歯科衛生士部　歯科衛生士長）

2006年は歯科衛生士にとって一歩前進の年で

あった。日本歯科衛生士会は日本歯科衛生学会

を設立し、第1回学術大会を東京で開催した。熱

気溢れる会場に、歯科衛生士が着実に力をつけ

ていることを実感した。

歯科衛生士部では、歯科衛生士専門学校の協

力を得てワークショップを行い、歯科衛生士に

関わる問題点を把握し、改善に向けて動き出し

た。口腔外科では入院患者様の口腔ケアを業務

の中に加えた。保存科では、歯周病認定歯科衛

生士の資格を得るために2名が準備に取りかかっ

た。そして9月からは、歯周病学講座と歯科衛生

士の合同症例検討会が開催され、他科の希望を

含め14名が参加している。

今春は新カリキュラムで3年間の教育を受けた

歯科衛生士が誕生する。病院にも新風を吹き込

んで欲しい。そして、私達先輩は目標に向かっ

て今年も一歩前進したい。

大島　　桂（大学事務局庶務課　事務員）

私は丸顔です。

昔から、機関車トーマスに似ているって言わ

れます。仕事に支障はないと思っていたのです

が…

担当させていただいている仕事上、私は各講

座や他部署へ伺う多くの機会に恵まれています。

もちろん伺わせていただくときには緊張してい

ますし、最大限、真剣な表情をしているはずで

すが…お世話になっている他部署の課長にお会

いする度、「お前はいつも笑っているなぁ」って。

えっっ！それってバカみたいじゃない？やはり

&2007
2006
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真ん丸ほっぺたのせいかしら。

ということで、私の今年の目標は、シャキッ

と、キリッとした表情を心がけることです。そ

して、東京歯科大学の職員として2年目を向かえ

る上で、少しずつでも安心感を与えられる仕事

ができたらと思います。

取り急ぎ、まずは顔痩せ用コロコロローラー

でも買おうかな。

岡部　陽子（大学事務局秘書室　事務主任）

最近某住宅メーカーの「つかず離れず大人のリ

ビング」という熟年世代をターゲットにした

TVCMが流れていますが、これこそ夫との理想の

距離とこのCM制作者の企画力に感服しました。

しかし、この「つかず離れず」の距離感は何も熟

年夫婦の間だけではなく親子や他の人間関係に

も当てはまるのではないでしょうか。

昨今の世間を騒がせている事件を見るにつけ、

この距離感の取り方が悲劇を招いている一因に

なっているのかもしれません。夫婦は元々他人

ですから、少し離れて見ることは意外に難しく

ないのですが、親子となるとどうしても離れて

見ることが難しいです。特に母親は特別の思い

入れがあります。今年は子どもたちが全員社会

人になりますので、この距離感のバランスをう

まく取って子離れ出来たらと思っています。

荻野　泰志（クラウンブリッジ補綴学講座　大学院生）

昨年は東京歯科大学大学院クラウンブリッジ

補綴学講座に入学し、新たな環境下でスタート

を切った。今まで実家暮らしだった私は、大学

院生になって初めて一人暮らしを始めた。それ

まで家事はほとんど親任せであったので、一人

暮らしは辛いだろうと思っていたが、いざ始め

てみると意外にも楽しく感じた。中でも手料理

に関しては特に関心を抱き、料理本などを買っ

てきて見よう見まねで作っては、味はどうあれ

自分で料理できたことに満足していた。

しかし、月が経つにつれ、病院からの帰りが

遅くなってきた為か、それとも面倒臭くなって

きた為か、いつからか手料理を作らなくなって

しまっている自分がいた。今となっては休日で

すら料理を作らないし、家で食べるのはレトル

ト食品のみ・・・。それではお金も掛かるし、

健康にも良くないので、今年は一人暮らしを始

めたころの初心に戻り、時間があるときには、

また手料理を作っていきたいと思う。

小澤　　誠（化学研究室　助教授）

再就職して2回目の正月を迎えました。教材研

究をはじめ業務に追われていますが、同年の友

人達と較べて、より充実した時を過ごさせて頂

き感謝しています。

常日頃の暴飲暴食による局部的肥満の解消を

目指し始めたウォーキングも十年を超し、すっ

かり生活の一部として定着、階段上りも二段ず

つで時間があれば歩いてしまいます。近年は筋

力アップの為、スロトレを取り入れています。

社会情勢の変化は激しく、教える側も教わる

側も課題を自覚し､（他人は変えられないのです

から）自らが変わらなければなりません。

樹木や草花をはじめ自然を観察しながらの歩

きは新しい発見があり新鮮です。悩みがあって

も五感で季節を感じ、一汗かくと爽やかでウォ

ーキングは、私の活力源です。

柿崎　未来（水道橋病院歯科衛生士部 歯科衛生士）

水道橋病院に勤務して5年になります。振り返っ

てみると、5年間あっという間に過ぎていました。

仕事では、右も左も分からず、先輩方々に教わ

りながら、仕事内容を覚えることに必死だった

新人の頃。そして、実家からの通勤時間は片道

約2時間。毎朝、通勤ラッシュとの戦いでした。

そんな日々をこなすのに精一杯だった私も、昨

年、結婚をしました。

今までは、目の前にあることをひとつずつこな

す事が精一杯でしたが、家庭を持ち、環境も変わ

り、そうとばかりは言っていられなくなりました。
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家庭もあり、仕事もありで、この両方を上手く両

立させなくてはいけません。今年も、試行錯誤し

ながらも、この二つの両立をしていくことが私の

目標です。その為には、まず健康第一ということ

を心がけたいと思います。

鍵田　悦子（水道橋病院総務課　事務員）

お正月は、なんと言っても箱根駅伝です。ま

ず、出雲駅伝から始まって・・因みに私は、出

雲出身なので、懐かしい風景を見ながら応援し

てます・・往路復路と何が起きるかわからない

ので、目が離せません。見所は優勝とシード権

争いとタスキが繋がるかですね。近年は、元旦

の実業団駅伝までみてしまっています。

さて、私は、市川総合病院勤務、27年、水道

橋病院勤務、6年で、定年まで後1年になりまし

た。皆さまの寛大なるご協力のお陰で二人の子

育ても終わり、又、思いがけず異動になり、こ

の異動というのは初心に帰らざるを得ないし、

謙虚な気持ちで仕事にとり組まざるを得ないし

で、結構大変なんです。是非、皆さんも経験し

て欲しいと思います。後一年、私はやっとタス

キを繋げた…と言う所でしょうか。

北澤　義明（研究機器管理部　研究補助員）

「衝撃！そして新たなる始まり」

去年ほど一年の速度が速く感じさせられること

は未だかつてありませんでした。

日本はもちろん、世界で起こることに衝撃を受

けることが多かったからなのか…。

そして、また新たな一年が始まります。

今年は、その道を極めた人達が必ず口にするこ

の言葉を座右の銘とし、しっかりと地に脚をつ

けて「飛躍するぞ！」と年頭に誓いました。飛ん

でみせます。

「勝つことよりも難しいことがある。それは諦め

ないことだ」

草野　義久（市川総合病院臨床検査科　臨床検査技師）

昨年の市川総合病院は、年初から病院機能評価

更新の準備作業で病院中が大忙しでした。わが検

査科もマニュアルの見直しなどにあけくれまし

た。その機能評価も一発合格といううれしい結果

となり、職員一同肩の荷が下りてほっとしました。

歳をとると一年があっという間に過ぎますが、昨

年は超ハヤッ！てとこでしょうか。

私的には、昨年は下の娘と某テーマパークに行

きまくりでした。しかし昨年暮あたりから我が家

の空気が変わりました。そうです！今年は受験

シーズン突入なのです。しかも、娘二人ダブル受

験という恐ろしい事態になりました。そんな訳で、

今年の休日は家にいることも多くなりました。娘

たちの奮闘振りを見ていると、自分もなにかやら

ねばという気持ちになります。ちょうどいい機会

なので、このままでは硬くなった頭が益々硬くな

る前に、今年は認定試験の準備でもしようかと思

う今日この頃です。ちなみに、お正月の柴又帝釈

天の「おみくじ」は「吉」「新しいことを始めると良

い」と出ました。

許斐　玲子（千葉病院看護部　総看護師長）

春の訪れを喜んでいる間にあれよあれよと早

いもので再び厳しい冬を迎えているこのごろ。

昨年は口腔外科病棟に歯科医師、看護師、歯科

衛生士と共に各分野の専門知識を生かした口腔

ケア業務の充実を目標と思っていましたが、取

り入れることができました。

看護師スタッフは始め戸惑いもあったようです

が、申し送りや意見を交換したりしてよく頑張っ

ているようです。少しずつ見直ししながら、業務

に携わるスタッフの意見を取り入れ、更なる充実

をと願っています。

今年は私事ですが年々、多少の加齢を感じ（？）

ながらも同じ年頃（？）たちと慰めあったり、元気

を分かち合ったりして健康で充実した日々を送る

ことができたらと思っています。しかし、桜の咲

くころには医療改正！！安全な医療を提供するた

めに気を引き締めて。
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齋藤　健介（歯内療法学講座　大学院生）

大学院生活も最後の学年を迎え、無事に終わる

かどうかという不安の中2006年は始まりました。

元々文章を書くことも、物事を集約することも苦

手なので、まとめるという作業は残念ながら予想

通り滞ってしまいました。学生時代もそうだった

のですが、やらなくてはいけないことがあると、

何か別の事を始めてしまいます。色々な事に手を

出しましたが、久しぶりに始めた釣りは非常に爽

快でした。今はまだ防波堤で糸を垂らす程度です

が、今後は沖に出ようと考えています。2007年今

現在、まだまだ苦手な作業に追われていますが、

暖かくなる迄には終わらせ、のんびり釣りを楽し

みたいです。今年は自分を追い込まないですむよ

うに、優先順位をしっかり守れるように、と思っ

ています。

齋藤　貴之（有床義歯補綴学講座　大学院生）

4月より有床義歯補綴学講座に名称が変更され、

あっという間に一年が過ぎました。新たな講座と

なり、大学院も総勢18名の大所帯となりました。

当講座はもともと大学院生の専用ルームがありま

したが、それでもおさまらず大改造を経て、現在

の新しい大学院室となりました。人数は多くなり

ましたが、田坂大学院室長を中心にみんなで助け

合いながら充実した日々を過ごすことができまし

た。個人的にも2006年は大学院4年目として大き

な転機となる一年でした。7月にはオーストラリ

アのブリスベンで行われた第84回 IADRに参加さ

せていただきまして、緊張しながらも無事にポス

タープレゼンテーションを終えることができまし

た。また10月には予備審査を行い、4年間の成果

を示すことが出来ました。

2007年は大学院を卒業し、今年は新しいスター

トの年となります。さまざまな困難があると思い

ますがこの4年間で学んだことを生かして、日々

目標をもって技術的、人間的に成長していきたい

と思います。

佐藤　隆太（臨床検査学研究室　大学院生）

周りの先生方から臨床における様々な疑問に

ちゃんと向き合う姿勢の大切さを感じ、勤務を

続けながら学ぶ道を選んで約1年が経とうとして

います。去年は一年生として周りの大学院生の

研究や耳に入る歯科トピックから研究課題を検

討してきました。今年はまず打ち込む研究を決

め充実した大学院生活を送りたいと思います。

澁川　義幸（生理学講座　講師）

昨年は学生や大学院生の指導で、ほんとうに

身をすり減らす毎日だった。好きな鱒釣りにも

行かずに頑張ってきたが、やはりガマンはスト

レスの元、年末には身体のあちこちに不調が続

出した。今年は、思いきり鱒釣りを堪能してリ

フレッシュし、新たな気持ちで研究に打ち込み

たいと思っている。

重政　理香（学生　第4学年）

今からちょうど4年前、私は夢に一歩前進した

喜びとこれからの大学生活への大きな希望を抱い

て本校に入学してきました。

様々な考え方をもつ仲間と出会い、毎日が新鮮

で輝いていました。そんな日々もつかの間、いつ

の日からか試験勉強と実習に追われるようになっ

ていました。特に昨年は、毎日一日が終わる頃に

はぐったりしていました。何度投げ出したいと思

ったことか…。

それでもここまでこれたのは、私の夢を叶えた

いという強い意思と常に傍らで支えてくる家族、

又、大学やアルバイトで出会った心開ける大切な

仲間の存在でした。

今年は登院です。夢にまた一歩大きく前進する

年です。弱音なんかはいてられないです！初心を

忘れず、文武両道をモットーに忙しいながらもそ

れなりに意味ある、価値ある日々を送っていきた

いと思います。
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城川明日香（歯科衛生士専門学校　助手）

去年1年間は、私にとって目まぐるしい変化の

1年でした。4月から母校である東京歯科大学歯

科衛生士専門学校の教員として働き始めたから

です。“人にものを教える”という経験の全くな

かった私にとって、教員の仕事は常に発見の連

続でした。中でも先輩、先生方のこの仕事に懸

ける情熱、探究心、向上心には驚かされました。

そして先生方の仕事ぶりから教えることの難し

さ、授業を作る大変さ、そして教員としての責

任をこの1年間で知ったように思います。今年は

無理だと思うことにも、少しずつでも挑戦し、

人生の幅を広げていけるような1年にしたいと思

います。無理だとあきらめるのでなく、挑戦し、

できる限りの努力はした！と自分を誇れる人間

になることが今年の私の抱負です。

須川　益充（学生　第3学年）

昨年は将来の自分についていろいろと考えてみ

ました。40年後、50年後何をしているか？何がし

たいか？と考えると特に思い当たりませんでした。

そこで40年後、50年後の自分の選択肢を増やすた

めに何か趣味を持てたらと思い、ワンダーフォーゲ

ル部に入りました。最初はただ景色が見えるだけ

かなくらいにしか考えていなかったのですが、実

際に歩いて山（丘）を登るといろいろなものが間

近に見えてとても新鮮でした。特に見たことのな

い木や花を見ると新しい発見があり、かなり癒さ

れました。それ以外にも自分の足で登って山頂か

ら見た景色には感動させられました。

今年はこの「癒やし」をもっともっと味わいたい

と思っているので、さらにいろいろなことにチャ

レンジしていきたいです。

高久勇一朗（口腔健康臨床科学講座　助手）

昨年は始めて海外の国際学会で学会発表を行い

ました。自分の発表も終わり、学会主催のクルー

ズ＆シーフードディナーに参加するため、香港の

港に行きました。どんなクルーズ船が来るのかと

楽しみしていたところ、なんと、やってきたのは

離島へ行くような船！シーフードディナーは、と

思いきや連れて行かれたのは香港の屋台村ともい

えるようなお店で、結果はディナーと言うよりは

飲み屋みたいな感じになってしまいました。いつ

もなにが起こるか分からないのが学会ですが、今

年もいろんな学会に参加して勉強していこうと思

います。

高橋　英子（図書課　閲覧係長）

私には2人の娘がいる。昨年二女が社会人とな

り私の子育ては一段落した。今我が家では夫は単

身赴任、長女は嫁ぎ、二女との静かな時間が流れ

ている。思えば長女が誕生してから、いつも時間

に追われる生活をしてきた。近くに親類もない子

育ては、職場や近所の方をはじめ多くの人たちに

支えられてきた。27年という年月は決して短くは

なかったが、今となっては楽しい時間だった。気

がつけば子どもを育てていたのではなく、子ども

に育てられた時間だった。子どもは私を未知の世

界へ誘い、多くの仲間との出会いの場をつくって

くれた。子育ては面白い。難しいけれど喜びでも

ある。この春、長女に子どもが生まれる。孫は私

に何を教えてくれるのだろうか。今はその時を楽

しみに待っている。

高橋　　舞（歯科衛生士専門学校学生　第2学年）

この学校に入学してもうすぐ3年目になろうと

しています。臨床実習も始まり、今までの生活と

少し変化があったように感じます。実習が始まる

前は、自分の事やクラスの事だけを考えていまし

たが、実習が始まってからは、患者さんのことを

第一に考えなければいけないことを身にしみて感

じるようになりました。また、今まで以上に知識

が必要なことも感じています。いくら実習してい

る立場だからと言って患者さんに対して「知りま

せん」とは言えません。歯のことだけでなく、世

間のニュースなどに対しても今まで以上に興味を

持ち、患者さんと話していて恥ずかしくないよう
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にしたいと思います。そして2007年はクラスのみ

んなが、キラキラと輝いた笑顔で歯科衛生士への

道を明確に目指していけたら嬉しいと思います。

武本　真治（歯学理工学講座　助手）

「今年は氷が張っているのをみてないなぁ。」「寒

くないし、冬らしくないなぁ。」やはり今年の冬は

暖冬なのでしょうか？そんなことを思いつつ、東

京歯科大学での雰囲気や周りの人の温かさを心地

よく感じながら千葉に赴任してきて4回目の冬を

過ごしています。しかし、2006年を振り返ったと

きに、この心地よさをはき違えて、自分の心に甘

えや中弛みが出始めているのではないかと感じま

した。今年の干支はイノシシですし、研究・教育

に猪突猛進できるように最善を尽くしたいと思い

ます。今年が終わるときには、何ができるように

なったか、ひとつでも多くのことができるように

貪欲にチャレンジして、少しずつでも前進してい

ければと思います。

田島　大地（市川総合病院庶務課　事務員）

採用になって丸2年が経ちましたが、まだまだ

分からないことが多く日々勉強です。

昨年は係内での人事異動もあり、今までやって

いた業務の引継、新たな業務に慣れるのに慌ただ

しい1年でした。しかし、周りの方の助けもあっ

て乗り越えることが出来、少しは成長できたかな

という次第です。助けていただいた皆様には本当

に感謝です。

今年も健康管理に気を付け公私共に充実した年

にしたいと思っています。皆さんと良いチーム

ワークを築き、仕事を楽しくやり、趣味も楽しみ、

来年の今頃この文章を読み返したとき、まさにこ

んな1年だった思えれば最高です。

こんな私ですが、今年もよろしくお願いします。

田中　博俊（市川総合病院放射線科　診療放射線技師）

昨年の夏、40歳も近いというのに旅先でサー

フィンに初挑戦することにした。気分よく海に出

てサーフィンを開始したものの30分ぐらいたった

時、突然私の左肩に激痛が走った。左肩が正常

な位置にない感じ、手が挙がらない。これはも

しかして…　脱臼だ！　実は以前にスノーボー

ドでも転倒して脱臼した事があったのですぐに

気づいた。しかしまさかこんな事ぐらいではず

れてしまうとは…

ケガから半年たった今でも肩には多少の痛み

と、ゆるゆる感、またいつか脱臼してしまうの

ではないかという恐怖を抱えるようになってし

まった。

そこで2007年、私は肩関節脱臼に立ち向かう

ため肩の筋力強化に励み2度と脱臼しない強靭な

肩を作る事を心に誓ったのであった。

内藤　　薫（スポーツ歯学研究室　大学院生）

早いもので、大学院4年。入学時は時間の流れ

が遅く感じましたが、研究が始まると、とにかく

時間に追いまくられる毎日でした。研究で壁に当

たったり、大ケガをしたりといろいろなことがあ

りましたが、ご指導いただいた先生方等のお陰で、

3月に終了することができ、とても感謝しており

ます。今後は、大学院で学んだ経験を生かすこと

と、趣味のサーフィンを思いっきり楽しみたいと

思います。

百崎 和浩（大学事務局庶務課　係長）

最近自分自身、文字を書く機会が急に減った

と思う。そのせいか物忘れが進んでいるような

気がする。昨年末、年賀状を作っていて、キー

ボードをたたくことは増えても筆記用具を持つ

回数が減っていることにあらためて気づき、知

識を吸収するのに、筆記用具は必要不可欠なも

のであることを再認識した。脳内トレーニング

だといろいろ騒がれているが、自分にとっての

脳内トレーニングは書くことであることをあら

ためて感じた年末年始だった。昨年4月、自分に

とって3箇所めとなる現在の部署に異動した。1

年目ということであまり分からぬまま突っ走っ
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た部分が多々あったが、今年は、もう一度原点

に立ち返ることから始めたいと思っている。

野島　靖彦（法人事務局経理課　係長）

私にとって昨年の一番大きな出来事は、人事異

動でした。数年来私は人事異動がありませんでし

たが、4月に法人事務局に配属されました。異動

した矢先から決算業務に追われ、何をしたら良い

のかわからず、戸惑うことばかりでした。今でも

周りの方々に迷惑をおかけしている次第です。

個人的には、夏休みに家族で沖縄旅行に出か

けた事が印象に残っています。私が行ったとき

は、想像していたほど暑くはありませんでした。

しかし、海は透き通るほど澄んでいてとてもき

れいでした。ひと時ではありましたが、有意義

な時を過ごす事が出来ました。

今年は、スムーズに仕事をこなせるように頑

張りたいと思います。

正木　史明（市川総合病院医事課　事務員）

2006年もあっという間に終わり2007年となり

ました。診療報酬大幅改定、DPC政策の推進と

大きく変化していく医療界の中で、去年は体調

を崩すこともなく、無事に一年を過ごすことが

できました。

今年の抱負は、医事課に入職して6年目を終え

ようとしていますが、気持ちをリセットして何

事にも初心を忘れることなく行動すること、信

頼される事務職員になれるよう努力することで

す。昨年お世話になった皆様、大変ありがとう

ございました、今年も宜しくお願いします。

森田　雅義（英語研究室　助教授）

2006年は私にとって、一生忘れることのでき

ない年になりました。理由は、ここ東京歯科大

学に勤務することになったからです。昨年まで

30年近く務めた職を辞し、全く新たな環境に自

分の身を置くことは、新鮮な気持ちとともに緊

張感でいっぱいでした。それでも、他の先生方

や職員の皆さんにいろいろと助けていただきな

がら、充実した毎日を送ることができました。

感謝、感謝です。さて、2007年の抱負というこ

とですが、ここ何年も1年間の抱負を持たずに、

ただ漠然と過ごしてきてしまいました。そこで

今年こそは、「何でもいいから何か一つ新しいこ

とにチャレンジしよう。」と思っています。と言

いつつ、それを何にするか、未だ決まっていま

せん。そして、また来年の今頃も同じ抱負を抱

いているかもしれませんが…。

山上　美樹（口腔健康臨床科学講座　助手）

水道橋病院に研修医として勤めてから早7年が

過ぎようとしています。患者さんとも同じ年数

過ごしてきたわけです。定期検診などで久々お

会いする際「りっぱになられて」やら「腕をあげ

られてー」など度々言われる機会がありました。

昨年12月に「歯医者に来てこんなに楽しかったこ

とはないよ」ととてもうれしい言葉をかけてくだ

さった方がいました。とてもうれしかったです。

忙しいからといい機械的に患者様とつきあう

のではなく、やはり色々な方面から患者様とつ

きあえるよう初心を忘れず行っていきたいと思

います。

山本　祐樹（大学事務局庶務課　事務員）

2006年4月1日に本学に就職して約10ヵ月が経

ちますが、まだまだ自分の未熟さを痛感する毎

日です。2006年は周囲の方々の暖かいサポート

もあり、どうにか乗り切れたという1年でしたが、

2007年は昨年覚えた事を生かし少しでも多くの

方々の助けになれるよう精進していきたいと考

えています。まず、今年は健康な精神と体を作

るため、「質実剛健」という言葉を胸に、心も体

も鍛えていこうと思います。
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■小児歯科学講座　講師　久保周平

大学のご厚意により、本年4月1日から米国・

ロサンゼルス市にありますUniversity of California

Los Angeles（UCLA）歯学部小児歯科学講座に在

籍させていただいております。ここロスアンゼ

ルスは、今年の夏アメリカを西から東へ襲った

熱波の時も、気温はさほど高くならず、さらに

湿度が低いため、日中でも日陰では大変心地よ

く、気候の面では大変生活しやすいところです。

UCLAは、ロスアンゼルス市の北西に位置するウ

エストウッド地区にあり、緑豊かな広大なキャ

ンパスに様々な学部、研究所などが点在してい

ます。歯学部及び医学部関連の病院及び研究棟

は　広大な敷地の中で最もウエストウッドの中

心地に近い南に位置しています。大学では、小

児歯科学主任James J. Crall教授にお世話になり、

小児歯科臨床の研修並びに歯学部学生の講義お

よび基礎実習、症例検討会および研究報告会な

どに参加させてもらっています。さらに小児歯

科専門医を育成するためアメリカ歯科医師会

（ADA）およびアメリカ小児歯科学会（AAPD）の

規定に則ったレジデント教育の一部にも参加さ

せてもらっています。一方研究面は、Crall教授

がEarly Childhood Careの口腔衛生部門を担当さ

れ、米国で問題となっているECC（Early Child-

hood Caries）の対策に取り組んでいることから、

これに関連したデータ収集を行っています。そ

の他、学内で開催されている各種セミナー並び

に勉強会等にも参加し、様々な貴重な体験をさ

せてもらっています。この度、このような機会

をお許し頂きました関係の方々に感謝申し上げ

ますとともに、帰国後は今回得た経験を、本学

の臨床、教育、研究に必ず活用させたいと考え

ております。

長期海外出張者報告

University of California Los Angeles 小児歯科主任
James J. Crall教授と研究室にて：平成18年9月27
日（水）

■「歯科学報」に新企画を掲載

－東京歯科大学学会－

歯科学報第104巻第5号で実施した「読者アン

ケート」の調査結果をふまえ、より臨床に即した

内容としながら、医業と学業に役立つ誌面作り

を目指してきました。

その一環として、第106巻第5号には学外会員

から経験に富んだ内容の「臨床ノート」の投稿

をいただき掲載しました。さらに第107巻第1号

からは三つの新企画を試み、先ず始めに本学同

窓会が誇る「TDC卒後研修セミナー」の内容の

一部を当日参加できなかった多くの会員の方々

にお知らせすることを目的として、「TDC卒後研

修セミナーレポート」を新設しました。次に本学

会で発表された演題の中から、座長推薦による

演題の研究論文も掲載しました。そして、三つ

目は従前の「海外文献紹介」を装いも新たに、内

規も改めて作成して掲載しました。この海外文

献紹介は学内のみならず、学外会員からも興味

ある最新の情報をご提示いただければ幸甚です。

今後も編集委員会では、次なる企画を検討し

ながら、歯科学報の活性化に繋げたいと思って

おりますので、会員の方々からも忌憚のないご

意見をお寄せいただきたく存じます。



■病理学講座　講師　嶋　　香織

平成18年4月1日より海外長期出張扱いで、アメ

リカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市にあ

るハーバード大学医学部病理学講座に Research

Fellow として留学しています。病理学講座 とい

う名前ですが、ほとんどのラボではPathology と

いう言葉にとらわれない多様な研究を行ってい

ます。私のいるラボではPIであるDr. Guo-Fu Hu

の下で、腫瘍血管新生因子である angiogeninの機

能解析や、動物を用いた angiogenin の阻害実験、

悪性腫瘍における DNAとprotein methylation の研

究を行っています。私は、本学OBの辻 孝憲先生

とともに口腔扁平上皮癌培養細胞を用いてポリ

アミン合成の阻害剤でもあるornithine decarboxy-

lase（ODC）antizyme によるmethylation controlと、

最近注目されているhistone tail のmodificationとの

関連について、細胞生物学的、分子生物学的手

法を用いた研究を行っています。

アメリカに来て大学や病院のシステムの違い、

大学院生のレベルの高さ、仕事に対する評価の厳
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■衛生学講座　講師　杉原直樹

平成18年4月1日より、アメリカ合衆国、ミシガ

ン州アナーバー市にあるミシガン大学歯学部う

蝕学講座のAmid I. Ismail教授の下に留学しており

ます。ミシガン大学は1817年に設立された州立大

学で、有名な卒業生には、フォード元大統領、

劇作家アーサー・ミラー、Googleの創設者の1人

ラリー・ペイジなどがおり、1971年に打ち上げら

れたアポロ15号は乗組員全員がミシガン大学卒

業生だったため、月に着陸した際、月面に同大

の校旗を立てたことでも有名です。アナーバー

市はデトロイト国際空港から車で40分の距離に

ある人口11万人の小さな市ですが、その中の約4

万人がミシガン大学の学生です。このことから

も非常にアカデミックな雰囲気であることがお

わかりになると思います。また校内を歩いてい

るとアジア系、イスラム系の人々が目に付き、

アメリカの中でもリベラルな雰囲気が漂ってい

る場所です。ミシガン大学歯学部は大講座制を

とっており、生物・理工学講座、う蝕学講座、

口腔外科学講座、矯正・小児歯科学講座、歯

周・オーラルメディシン講座の5講座に分かれて

います（http://www.dent.umich.edu/）。私の指導教

授も専門は公衆歯科衛生ですが、組織上はう蝕学

講座に属しており、公衆衛生学部やデトロイト研

究センター口腔保健分野のディレクターも兼務さ

れています。現在指導教授の下で、アメリカでの

新しい公衆衛生活動および臨床疫学における

EBM研究手法を学んでおります。また教授のご

厚意により、9月より公衆衛生学部公衆歯科衛生

学の大学院講義に週2回出席させていただき、ミ

シガン大学の学生教育について実体験させていた

だいております。ご存知の通り、アメリカは不法

移民問題をはじめとする社会格差の大きい国であ

り、その中での健康格差もまた非常に大きく、こ

のギャップを公衆衛生学的にどう解決していくの

かということが課題となっています。これは今後

の日本における口腔保健格差においても応用でき

ると考えています。またミシガン大学歯学部にお

ける臨床系大学院教育の中心は臨床技術を除け

ば、EBMに基づく論文教育が中心であり、3年間

の期間中に3000もの論文を読破すると言われてい

ます。このような中で無作為比較試験を主体とし

たEBMレベルの高い論文やシステマティック・レ

ビューをどう選択・評価して臨床に応用するか、

あるいは臨床研究においてはいかにEBMレベルの

高い論文を書くかが教育・研究の中心となってい

ます。帰国までにできるだけこれらのEBMの研究

手法を学んでいきたいと思っております。

最後になりましたが、この度長期海外出張の機

会を与えていただきました東京歯科大学学長先生

をはじめ関係者の方々に感謝致します。

ミシガン大学歯学部Amid I. Ismail教授と大学院講義
の後で：平成18年10月10日（火）



■スキー部　第23回冬季歯科大学対抗戦　見事

準優勝！

平成19年1月2日から3日間の日程で第23回冬季

歯科大学対抗戦が行われた。決戦の舞台は、昨年

同様、長野県野辺山スキー場。全国から集まった

10の歯科大学・歯学部によって優勝が争われる

中、本学スキー部は、見事総合準優勝を獲得した。

今回の大会では、女子部門が総合優勝した他、

男子部門も総合4位と健闘したことが、学校総合

の好成績につながった。この結果を受け、3月に

開催される歯学体においてもさらなる活躍が期待

される。なお、主な個人戦の成績は下記のとおり。

〈女子回転〉

優　勝　岡本江理奈さん（第3学年）

第 3 位　薮下　雅子さん（第1学年）

第 4 位　高橋由香里さん（第2学年）

〈女子大回転〉

優　勝　薮下　雅子さん（第1学年）

準優勝　岡本江理奈さん（第3学年）

第 5 位　高橋由香里さん（第2学年）

〈男子回転〉

第 9 位　赤塚　公仁君（第2学年）

〈男子大回転〉

第 7 位　赤塚　公仁君（第2学年）

第 8 位　黒田　英孝君（第5学年）

■平成19年武道始め・鏡開き

平成19年1月11日（木）午後6時20分から千葉校

舎体育館第3体育室において、藥師寺 仁副学長、

平井義人学生部長、小田 豊教務部長並びに武道

系各クラブ部長や関係教職員を迎え、新春の恒

例行事である「平成19年武道始め」が室積秀正君
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学生会ニュース

道着に着替えて精神統一。演武の順番を待つ学生達：平
成19年1月11日（木）、千葉校舎体育館

しさを感じています。この半年の間に病理学講座

でももっと良い条件で他の施設から引き抜かれた

ラボや、他の施設から移ってきたラボを見ました。

評価の結果、退去を余儀なくされるラボもありま

す。私自身も気を引き締めて仕事をしなければ、

と思う日々です。

ボストンはニューヨークなどと較べると小さな

街ですが、ご存知のように非常に多くの大学があ

るため、アカデミックな空気が漂っており、仕事

をしやすい環境です。また、安全で生活しやすい

ため 海外からの留学生や移民の居住者が多いの

で背景や考え方が様々な人と出会うことができま

す。まさに”diversity”を受け入れざるを得ない状

況です。仕事だけではなく人生においても本当に

良い経験をさせていただいていると感謝しなが

ら、ここで研鑽を積み業績を上げる所存です。

ラボメンバーとともに。（右端が嶋講師、右から4人目
が Dr. Guo-FuHu）：平成18年4月13日（木）

鏡開きでモチつき初体験。エイヤッ！：平成19年1月
11日（木）、千葉校舎厚生棟
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■「Books Pick UP」

平成19年2月8日より「野口英世」の伝記など、

彼に関しての本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。

■本学教員著書リスト

（本学の教員名が標題紙に記載されているものに

限定）

下野正基　監著　「歯科衛生ケアプロセス」 医

歯薬出版

中川寛一　監訳 「プラクティカルクリニカルエ

ンドドンティクス」 エルゼビア・ジャパン

○本学教員の著書については、特に収集に努め

ております。著書発刊のおりにはご寄贈のほど、

よろしくお願いします。

■学術機関リポジトリについて

平成19年1月より東京歯科大学・学術機関リポ

ジトリ「IRUCAA@TDC」を試行しています。図

書館ホームページにて案内しています。学術研

究成果を生み出す研究者である先生方と図書館

とが協力し、構築して行くデータベースです。

以下に学術機関リポジトリの内容を記します。

どうぞ、ご理解とご協力をお願いします。

※学術機関リポジトリとは？

雑誌論文を中心とした学術成果について、イ

ンターネットを通じオープンに発信することを

目的とするものです。データフォーマットには

Dublin Core（メタデータとして記述するための語

彙を定めた世界標準）を採用することにより、

JuNii（国立情報学研究所運用による大学情報メタ

データ・ポータル）へのデータ送出が可能になる

と共に、GoogleやOAIster（ミシガン大学提供の検

索サービス）にも自動的に収集され、世界中から

の検索が可能となります。

※IRUCAA@TDCとは？

東京歯科大学における学術機関リポジトリが

「IRUCAA@TDC」です。IRUCAA@TDCによって、

東京歯科大学で生産された学術研究成果を、電子

的な形態で累積的かつ永続的に保存し、インター

ネットで誰でもアクセス可能にします。大学に

とっては、社会に対する説明責任を果たすことに

なります。また、ご協力いただける先生にとって

のメリットとして、紙あるいは出版社のオンライ

ンで閲覧することの出来ない人でもインターネッ

トに接続していればリポジトリを通じて閲覧する

ことが出来るようになることです。つまり自分の

論文が、より多くの人に見られるようになるわけ

です。

（3年、弓道部主将）の司会により挙行された。

藥師寺副学長、平井学生部長および各クラブ

部長が挨拶を述べた後、柔道部、弓道部、空手

道部、少林寺拳法部、剣道部の順で演武が披露

された。会場は冬の寒さを吹き飛ばすような熱

気にあふれ、各部員の心・技・体の格段の向上

ぶりが見て取れた。

武道始め終了後、会場を厚生棟1階食堂に移し、

午後7時より「平成19年鏡開き」が催された。各

クラブ学生は、もち米が周囲に飛び跳ねるほど

威勢よく杵を振り下ろし、まだ湯気が出ている

出来立てのおもちをお雑煮や黄粉餅にして存分

に楽しんだ。

また、今回の武道始め・鏡開きにはJeremy

Williams助教授も参加され、日本ならではの行事

に目を見張っていた。

図書館から

http://irp.tdc.ac.jp/
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■雑誌所蔵RSS配信開始について

図書館蔵書検索における雑誌所蔵情報のRSS配

信を開始しました。RSSを受信するにはRSSリー

ダーが必要となります。RSSリーダーは、サイト

の更新情報を「お気に入り」のように登録し、各

サイトの新着情報を効率良くチェックできるツー

ルです。様々なRSSリーダーが提供されています

が、そのほとんどが無料で利用することが出来

ます。雑誌所蔵情報のRSSは、希望する雑誌所蔵

を検索した後に表示される「RSS」のアイコンか

らRSSリーダーに登録します。該当する雑誌の最

新号が図書館にて登録されると、RSSリーダーが

それを知らせてくれます。

http://www.tdc.ac.jp/lib/jnl/#rss

図書館ホームページやTDC Information Portalで

は、お知らせのRSS配信を行っています。また、

PubMedの検索結果をRSSリーダーに登録するこ

とも可能です。

http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/mj05/mj05_rss.html

■鈴木鵞湖（すずき がこ）の掛け軸「日の出に鶴」

図を千葉市美術館に出展！

本学史料室所蔵の鈴木鵞湖の掛け軸「日の出に

鶴」図を、平成19年1月20日から2月25日までの期

間、千葉市美術館において開催された「鈴木鵞湖

展」に出展した。この掛け軸は、血脇守之助先生

が、東京歯科医学院用地として「血脇歯科診療所」

に隣接していた屋敷を譲り受けた際、地主であっ

た平岡 煕氏より贈呈されたもので、平成10年血脇

先生の父方の血筋である大塚槌雄氏から本学に寄

贈されている。なお、この画の作者の鈴木鵞湖は

幕末の文人画家で、下総金堀村（現在の船橋市金

堀町）に生まれ、谷文晁（たに ぶんちょう）の画

系に連なる画人として活躍した。この鵞湖の子

が石井鼎湖（いしい ていこ）で、孫には石井柏亭

（いしいはくてい）と石井鶴三（いしいつるぞう）

がいる。

■国内見学者来校

千葉校舎・千葉病院

○東京歯科技工専門学校（学生34名、教員2名）

平成18年12月7日（木）病院、解剖標本室、史

料室見学

○聖和看護専門学校（学生25名、教員2名）

平成18年12月14日（木）解剖学教室見学

○太陽歯科衛生士専門学校（学生86名、教員3名）

平成18年12月19日（火）解剖実習、病院見学

市川総合病院

○中村中学校（生徒1名）

平成19年1月19日（金）職場体験学習

■海外出張

○奥田克爾教授（微生物）

台北医学大学にて講義のため、12月3日（日）

から8日（金）まで、台湾・台北へ出張。

○音成貴道助手（歯科放射線）

第6回アジア口腔顎顔面放射線学会議での演題

発表及び、顎顔面領域のFusion画像作成の情報

収集のため、12月7日（木）から12日（火）まで、

インド・バンガロールへ出張。

○篠崎尚史センター長（市病・角膜センター）、

石井啓裕大学院生（口腔外科）高市真之大学院

生（市病・オーラルメディシン）

延世大学との口腔粘膜ステムセルについての

共同研究経過報告及びミーティングのため、

12月7日（木）から10日（日）まで、韓国・ソウ

ルへ出張。

鈴木鵞湖展での「日の出に鶴」図（右）：平成19年1月
29日（月）、千葉市美術館8階展示室

人物往来



（26） 第222号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成19年1月31日発行

○崎山浩司助手、大久保宏治大学院生（解剖）、

黒川勝英大学院生（スポーツ歯科）

The American Society for Cell Biology 46th Annual

Meetingで発表のため、崎山助手は12月9日（土）

から15日（金）まで、大久保大学院生、黒川大

学院生は12月8日（金）から14日（木）まで、ア

メリカ・サンディエゴへ出張。

○音成貴道助手、音成実佳助手（歯科放射線）

ロチェスター大学のDr. Kwok及び、ハーバー

ド大学Prof.Curtin, Dr. Mamataと研究打合せのた

め、平成18年12月29日（金）から平成19年1月6

日（土）まで、アメリカ・ニューヨーク・マサ

チューセッツへ出張。

○ビッセン弘子教授（水病・眼科）

日本手術器械アドバイザーミーティングに出

席のため、1月4日（木）から8日（月）まで、ア

メリカ・ハワイへ出張。

○佐藤亨教授（クラウンブリッジ補綴）

Annual congress of Taipei Country Dental Associa-

tionにて特別講演のため、1月6日（土）から8日

（月）まで、台湾・台北へ出張。

○内山健志教授、澁井武夫助手（口腔外科）

口唇裂・口蓋裂など先天異常児の医療援助、

技術指導及び、学術調査のため、1月16日（火）

から27日（土）まで、ベトナム・ホーチミン・

ビントゥアンへ出張。

○明石豪助手、末森豪大学院生（保存修復）

国際学会Photonics West（SPIE主催）に参加及び

発表のため、1月18日（木）から1月23日（火）

まで、アメリカ・サンノゼへ出張。

○平井義人教授、加藤純二講師（保存修復）

第27回ミャンマー歯科学会（第8回FDI-MDA共

催）に講演・出席及び研究打合せのため、1月23

日（火）から1月28日（日）まで、ミャンマー・ヤ

ンゴンへ出張。

平成18年12月

1（金）大学院入学試験（Ⅱ期）願書受付開始

（～2/9）

新医事会計システム導入に伴う業務監査

省エネルギーの日

防災安全自主点検日

4（月）学生部（課）事務連絡会

5（火）歯科衛生士専門学校職員会

看護部運営会議（市病）

6（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

輸血療法委員会

臨床検査部運営委員会

千葉校舎課長会

ICT委員会（市病）

口腔健康臨床科学講座会（水病）

7（木）一般入学試験（Ⅰ期）願書受付開始

（～1/26）

第2回予算編成打合せ会

第240回大学院セミナー

東京都エイズ診療従事者臨床研修（水病）

8（金）教務部(課)事務連絡会

第20回CPR＋AED講習会（市病）

第2回看護研究発表会（市病）

東京都エイズ診療従事者臨床研修（水病）

11（月）粗大ゴミの廃棄（～14日）

大学院事務連絡会

病院運営会議

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

医療安全研修会

12（火）臨床教授連絡会

講座主任教授会

人事委員会

歯科衛生士専門学校教員会

院内褥瘡対策委員会（市病）

13（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

大学日誌
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13（水）情報システム管理委員会

救急委員会（市病）

薬事委員会（水病）

リスクマネージメント部会（水病）

感染予防指導チーム委員会（水病）

14（木）病院業務連絡会

薬事委員会（市病）

治験審査・倫理委員会（市病）

手術室運営委員会（市病）

病院幹部会（水病）

15（金）歯科衛生士専門学校3年生卒業試験

（・18日）

環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

16（土）5年生総合学力試験

歯科衛生士専門学校1年生前期再試験

（～12/25）

18（月）第59回歯科医学教育セミナー

19（火）1・2・3・4年生前期追・再試験

（～22日）

看護部運営会議（市病）

20（水）予算委員会

機器等安全自主点検日

検査室委員会（市病）

21（木）千葉校舎課長会

先進医療推進委員会

歯科衛生士専門学校2年生前期再試験

（～12/22）

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）

高度先進医療専門委員会（水病）

医療安全管理委員会（水病）

感染予防対策委員会（水病）

個人情報保護委員会（水病）

22（金）第241回大学院セミナー

社保委員会（水病）

25（月）学生冬期休暇（～1/7）

予算事務打合せ会

医療連携委員会

歯科衛生士専門学校学生冬期休暇（～1/7）

26（火）データ管理者会議

カルテ整備委員会

26（火）診療記録管理委員会

27（水）院内感染症予防対策委員会（市病）

病院連絡協議会（水病）

診療録管理委員会（水病）

院内情報システム検討委員会（水病）

28（水）仕事納めの会（千葉・市病・水道橋）

院内巡視（市病）

平成19年1月

5（金）仕事始め・学長挨拶（千葉・市病・水道橋）

教務部（課）事務連絡会

省エネルギーの日･防災安全自主点検日

9（火）1・2・3・4年生授業再開

6年生第4回総合学力試験（～10日）

給食委員会

歯科衛生士専門学校授業再開

看護部運営会議（市病）

10（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

予算事務打合せ会

第242回大学院セミナー

救急委員会（市病）

ICT委員会（市病）

ICU運営委員会（市病）

薬事委員会（水病）

検査室委員会（水病）

放射線委員会（水病）

リスクマネージメント部会（水病）

感染予防指導チーム委員会（水病）

11（木）武道始め

治験・倫理委員会（市病）

手術室運営委員会（市病）

病院幹部会（水病）

口腔健康臨床科学講座会（水病）

12（金）大学院事務連絡会

庶務・人事検討会

第21回CPR＋AED講習会（市病）

第3回看護研究発表会（市病）

15（月）病院運営会議

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
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15（月）感染予防対策委員会（ICC）

臨床教育委員会

医局長会

医療安全研修会

環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日　

16（火）臨床教授連絡会

医療ガス安全管理委員会

講座主任教授会

人事委員会

学生部（課）事務連絡会

院内褥瘡対策委員会（市病）

17（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

情報システム管理委員会

輸血療法委員会（市病）

18（木）業務連絡会

先進医療委員会

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）

医療安全管理委員会（水病）

感染予防対策委員会（水病）

個人情報保護委員会（水病）

19（金）教職員研修会（水病）

20（土）5年生総合学力試験追・再試験

市病フォーラム（市病）

22（月）医療連携委員会

第60回歯科医学教育セミナー

機器等安全自主点検日

23（火）教養科目協議会

看護部運営会議（市病）

24（水）第243回大学院セミナー

東京都エイズ診療従事者臨床研修（水病）

病院連絡協議会（水病）

診療録管理委員会（水病）

院内情報システム検討委員会（水病）

25（木）千葉校舎課長会

第244回大学院セミナー

保険診療検討委員会（市病）

院内感染症予防対策委員会（市病）

東京都エイズ診療従事者臨床研修（水病）

26（金）一般入学試験（Ⅰ期）願書受付締切

歯科衛生士専門学校一般入学試験願書締切

社保委員会（水病）

30（火）1・2・3・4年生後期授業終了

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

第245回大学院セミナー



（30） 第222号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成19年1月31日発行

匿名の誹謗中傷文書に対する本学の対応について

東京歯科大学

（経過報告）

平成18年6月から11月の間に合計4回にわたり、本学教員及び同窓会員等に対して、匿名

による本学及び特定の幹部を誹謗中傷する文書が送付されるとともに、その情報の一部が

FAXや郵便により更に流布されるという事態が起こりました。

大学としては、記載内容の重大性に鑑み、早速学内調査員による調査を開始しましたが

匿名文書はその後も流布されるに至り、9月15日付けで学外の有識者による「第三者委員会」

（委員長：河上和雄弁護士・元東京地検特捜部部長）を設置し、匿名文書の記載事項の解明

と匿名者の特定を行い事態の打開と厳正な対応を図ることを目的として調査を行ってきま

した。

（調査結果の概要）

平成18年12月19日付けにて提出された第三者委員会調査報告書の概要（調査結果）は、

次のとおりです。

①本件匿名文書（文書一～文書四）の内容は、事実に根拠を持たない誹謗中傷が大半であ

り、事実を指摘するやに見える記述についても当該記載に沿う事実が認められないか、

又は当該記述自体が真実に反するものであることが明らかとなったこと。

②虚偽の事実を前提に特定の教授に対する疑惑を掻き立てることを狙い、読者をして誤っ

た理解に導こうと意図したものと断ぜざるを得ないこと。

③記述の態度は、事実を指摘し不正を糾弾するという姿勢からはほど遠いものであり、匿

名文書が真摯な批判に出たものとは到底認められないこと。

④従って、このたびの匿名文書の内容は、いずれも真実に反する悪質な誹謗中傷であり、

名誉毀損罪に該当するものと思料されること。

⑤匿名者の特定については、第三者委員会としての調査に限界があり、困難であったこと。

（今後の対応について）

大学としては本調査の結論を踏まえ、かつ、今後の推移を見極めつつ法的措置を含め、

適時に厳正な対応をしていくこととしています。
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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　小倉 等　金安純一　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19年1月現在）

編集後記

新年号は、いつも学長先生の新年のご挨拶でお話された内容をほぼそのまま記載してきましたが、今号は“新しい時代を迎え

るために”という題で金子 譲学長ご自身の原稿を寄稿していただきました。金子学長は現在の多くの歯科界の課題に的確に対

応できる高度の体制を整える必要性を述べられています。

今年の干支は、“丁亥（ひのと・い）”です。干支歳時記に

よると“平成丁亥の年は、内外で進行している格差現象が一

段とあからさまになるだろう。”としています。この競争の

時代のなかで、3つの病院の連携による本学ならではの人材

育成はわが国の保健・医療・福祉のなかで重要視され、注目

されるはずです。3年後に創立120周年を迎えますが、その

時にはその成果を示すことが可能と思います。

写真は、管理等玄関のシンビジュームです。この意味は、

ギリシャ語のCymbe「舟」とeidos「形」という２つの意

味から出来、唇弁（リップ）の形が、正面から見ると丸く、

くぼんでいて舟底の形に似ているところからその名称が付け

られているそうです。

（大学広報部長: 松久保　隆） 大学広報はPDF版をオンラインで閲覧することができます。
http://www.tdc.ac.jp/news/index.html　
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