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金　子　　譲

はじめに

大学環境が激変していることを実感したのがこの3年間である。日本の私立4年制大学のうち、10年前

には定員不足をきたした大学は5％、同様に赤字経営の大学は5％であったのが、今では前者が40％、後

者は25％であり、この数字が、今日の実情を表している。学生定員と経営財政の事柄は、大学が存続す

るかどうかという根幹の問題である。学納金に依存している一般大学では、両者は連鎖することなので、

対策の目標は単純な話となる。つまり学生数に合わせた経営規模にすること以外にない。しかし、現状

のままで規模縮小をしてみても、魅力のない大学であれば学生応募数は減少し、負のスパイラルは止む

ことなく早晩破産となる。ということで、大学の中味を変えて応募者を増やすことが至上命令となる。

一方、東の早稲田・慶応、西の同志社・立命館に代表されるいわゆるブランド私立大学においては、

「知識基盤社会」を迎える21世紀にハーバード大学やマサチューセッツ工科大学のようなグローバルな

大学たるためにきわめてハイレベルの努力が強いられている。優秀な学生は、社会や企業の要請によっ

て日本での就学をやめて世界ランクの海外大学に容易に飛躍していくだろう、ということである。この

ことは東京大学、京都大学などの国立大学でも同様であるというよりは、より身近な問題である。大学
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の質向上のために教育研究資金は欠かせないが、このための国庫補助は効果的な資本投下の原則に基づ

いた激烈な競争環境の中で獲得しなければならない仕組みになっている。

医歯薬系大学といえどもこのような大学環境にあり、わが東京歯科大学も例外ではない。

前任期の3年間を振り返ってみて3つの事柄をあげてみたい。

1．「大学の使命」を考えさせられた

使命を果たすためには「よりどころ」が欲しい。教育・研究・診療・社会貢献がわれわれ医療系大学

の使命であるが、使命とされる個々に魂を入れてこそ使命の目標ができる。東京歯科大学がどうあるべ

きか、その魂とはどういうものか。変革激しい現在、わが大学は、その変革に翻弄されかねない私立の

単科歯科大学である。

東京歯科大学は3年後に120周年を迎える。その前半の60年目は、昭和25年となる。この時期は、東京

歯科医学専門学校から敗戦によって大学（旧制）に昇格し、血脇守之助亡き後、奥村鶴吉学長が舵取り

をされていた。そして、それは新制大学認可の2年前にあたる。大日本帝国憲法は消滅し、米国の占領

統治下に日本国憲法が制定され（昭和22年）、歯科医学教育・歯科医療においても新しい時代が始まっ

た。歯科教育審議会発足（昭和21年）、新義務教育の6・3制実施（昭和22年）、歯科医師国家試験の第1回

実施（昭和22年）、新歯科医師法公布（昭和23年）、社団法人日本歯科医師会発足（昭和23年）などからそ

れが分かる。まさに激動の時代であったが、わが大学は、昭和21年の暮れに市川病院を歯科14床で開院

をしている。さらに、24年初頭に同院に内科、外科を新設し、今日の市川総合病院の礎石を置いている。

また、この年には東京歯科大学歯科衛生士学校を開校させている。翌年25年には市川病院用地を取得し、

あわせて慶応義塾大学医学部との提携について理事会が討議し、顧問就任要請を決めている。昭和25年

には、創立60周年記念を挙行し、また中断していた歯科学報の復刊、市川総合運動場を開設し、大運動

会を行っている。さらには、年末には奥村学長が日本学術会議会員（2期）に当選し、天野貞祐文部大臣

が大学を視察されている。

60周年を迎えた歯科大学は、日本でわが校が最初であり、血脇守之助悲願の大学昇格、また歯科衛生

士学校開設、さらには今日の570床総合病院に発展していく礎石となった市川での病院開設などはわが

国では最初の事業であった。明治中期に近代歯科医学の教育機関である高山歯科医学院を設立し、その

後に歯科医療の組織化に貢献することで、日本の近代化の一面を担った高山紀齋、血脇守之助の精神は、

戦争、敗戦を境にして一変した世情においても、奥村鶴吉を中心にさらに新しい時代に即した歯科を目

指して果敢に挑戦していたことが読み取れる。

東京歯科大学は最も歴史が古く伝統がある大学であるとは、どなたも言ってくださる。古いことは数

字から分かるが、伝統とは具体的に何だろうというのが恥ずかしながら学長就任前に感じていたことで

あった。伝統とは建学の精神によって培われ、伝えられてきた制度、校風、思想などであろうから、建

学の精神は何かということになる。建学の精神を「よりどころ」にして学務を執行したい。もう少し重

くいえば、私立大学の使命は建学の精神に基づいた人材育成を教育、研究さらに診療により行うことに

あるので、建学の精神が自分の精神にならなければならならない。この座標軸が決まれば、時代に即し

ながらなお翻弄されることなく目標を定められると考えた。

高山紀齋、血脇守之助の人物像として、業績から見えてきたのは新しいことへの挑戦精神であり、開

拓魂である。東京歯科大学は単に馬齢を重ねてきたのではない。時代を創ってきた先達性が東京歯科大

学の伝統であると考えるようになった。戦直後の混乱期でもまさにこの精神が発揮されていたと改めて

感じたのである。

2.「今の時代」を考えさせられた

未来は現在のつながりである。10年先の長期的な計画も現在の上に築かれなければ、それは砂上の楼

閣となる。21世紀、日本の進路は前世紀末から政府筋から明確な方針が作られているところであり、こ
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れに沿って文科省、厚労省による大学、医療に対する政策も各種継続して打ち出されている。

高等教育に関する最近の答申からみられるキーワードは　1．教育研究の競争的環境　2．グローバル

化時代　3．大学院教育：高度専門職業人養成と国際性である。その改革は「競争原理」によって成し遂

げられる仕組みになっているので、いきおい競争ができる大学あるいは勝てる大学と競争に参加できな

い大学という2極化が生じる。資金を競争によって獲得することは古くからわれわれの馴染んでいると

ころであるが、このような競争的資金獲得の環境が広範に拡大されているのが現在である、他方では経

常的な経費援助は削減されてきている。経常経費補助金は、教員や学生数だけでなく、留年者数、など

と教育の質の一端が評価され、また留学生数による国際性にまで及んでいて、大学の努力と成果に対す

る傾斜配分となっている。国立大学においても厳しい環境は同様であり、三度の食事のようなものとい

われている運営交付金にも「競争原理」を適用することが、経済財政諮問会議において議論された。こ

の改革案が今期国会で「骨太の改革案に」組み込まれると、全87校のうち47校は経営が成り立たなくな

ると文科省は危惧していると報道されている（19.3.16）。

競争的環境による外部資金獲得額は、大学評価の十分ではないが、必要な条件であり、その大学の活

性を知らせるよい指標となるので、大学のランクにメディアはよく利用する。

自分の意識を変えさせるためには、「情報」が最重要であり、この3年間はとくにこのことを実感して

きた。東京歯科大学は、私立大学連盟（会長 安西 祐一郎 慶応大学塾長）に加入しているので、連盟が

行う研修会に積極的に参加した。ここでは大学行政とその対応などが活字によるのではなく熱気の中で

語られる。今日の潮流を肌で感じ取れるため連盟研修会は随分と役に立っている。歯科大学の加盟は、

わずかに2校（他は日本大学）という少数であるが、つい最近では医・歯・薬のグループ（担当理事

白井克彦 早稲田大学総長、委員長 池田康夫 慶応大学医学部長）が設置され、早速「教育・大学院・教

員評価」についてのフォーラムが開催された。1999年に学術会議歯学系3研連が開いた「教員の研究評価

シンポジウム」での研究評価でさえ消極的であった雰囲気は、今日各大学におけるその実行の有無は別

にしてまったく払拭されていることに時の流れの早さを感じる。自己評価、相互評価、第三者評価など

の教員評価方式において相互評価の重視と任期制・年俸制が大学改革に欠かせないとする論議まで最近

では進んでいる（日本経済新聞　19.6.18）。

大学は学部によらず、教育重視にシフトしていて、単位も他大学での受講で取得できるなど共同研究

のみならず教育においても大学連携が進んでいる。国内外のこうした大学間連携問題は、歯学部単科で

あるわが大学の将来を考えるうえで重要な課題となろう。あらゆることが量から質へ移っていて、課題

はフレキシブルかつダイナミックに考えられ良策と思われることが遅れることなく実行されている。

3．「東京歯科大学の明日」を考えさせられた

最近の円安は、日本の少子化が原因だとアナリストは分析している。しかも、大人になる最前列にい

る高校3年生の意識は、将来偉くなりたくない、のんびり暮らしたい、大きな組織の中で自分の力を発

揮したいとは思わない、というのがほとんどである。私的な殻が安住の場所と思っているようで、社会

人としての自身の存在に後ろ向きである。韓国、中国、米国との調査比較では日本の若者のエネルギー

は最悪である。これからの日本は、町工場のアイデアと技術が宇宙ロケットを飛ばすというような話が

ころがっているようにはなるまい。大人には藤原正彦氏の品格論、若者には岡本太郎氏のような情熱人

の待望論が必要である。若者のこのままでの無気力感は日本の活性を危うくする。歯科界も日本の縮図

として将来の危惧は大となろう。

歯科医療は、制度上医学医療とは違った宿命的な性格をもっていて、民である歯科界が官を突き動か

していかなければ、歯科医療は医療政策から常に置き去りにされていく。これは歴史が示すところであ

る。わが大学も同様である。挑戦する意欲を失っての明日はない。この3年間口腔外科統合から始まっ

て、ハイブリッド化を目指してさまざまな制度・構造改革を行ってきたが、東京歯科大学教員は前向き

である。本年4月1日に始まった教員の職名変更に伴い、全教員へ拡大した任期制を円滑に施行できたこ
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とは、そのことを表している。新しい制度・組織が有効に機能するもしないも現場一人ひとりの意識に

かかっている。

国民の医療不信は強く、医療事故の記事を見ない日はなく、メディアは病院ランクや医師名を掲載す

る。余命3ヶ月と推定された超高齢がん患者が誤嚥性肺炎で死亡したことに対して、遺族は病院の管理

不備を訴状として訴える。あるいは、術中の大量出血によった死亡例では、警察が刑事事件の疑いを

もって即座に手術チームの取調べを始める。こうした極端な例から、国民の過剰な人権意識と医療への

信頼崩壊を読み取ることができる。東京歯科大学3病院での18年度延べ患者総数は約95万人である。こ

れだけ多数の患者さんを日々安全に満足させてお帰しするのは並大抵ではなく、病院教職員の努力の結

果である。医療安全についてはヒヤリハット委員会活動を通じて病院実態が分かりやすいので改善策も

見つけやすいが、医師・歯科医師また医療職個々の、また科の、さらには病院としての臨床力は分かり

づらい。臨床研修歯科医、レジデントと臨床経験が少ない歯科医師を多数抱える千葉病院、水道橋病院、

そして市川総合病院歯科・口腔外科では、新人養成のために臨床力を落とした診療体制であってはなら

ない。また、登院学生と臨床研修の整合性、歯学部6年教育の意義が問われかねない登院後カリキュラ

ムなど診療・教育研修において病院と教務関連の課題は多い。

大学全入時代を迎えて全国のあらゆる大学が、受験生獲得のため熾烈な競争を開始している。東京歯

科大学は、教育・研究そして病院の質において明日につなげられる力を現在有している。学生の質、現

代GP・教育GP採択で示される教育力、国家試験合格率、大学院生数、学位論文の質、HRCの第7プロ

ジェクトまでに至ることができた11年間の継続的な研究成果、国内・国際専門学会での活躍、多数の優

れた臨床医・医療系・事務職員によって機能している3病院等々である。これらは個々の力の結集に

よって成し遂げられている事柄である。二極化が進行している現在、規定役職者、学務役職者とともに

全教職員の協調を得て継続して今後3年間で大学改革の骨格を完成させることが東京歯科大学の明日を

決めると考える。

おわりに

3年間を振り返って、全教職員の努力に敬意を表すると共にこれまでの協調協力に感謝したい。また、

大学の円滑な学務執行上の適切な関係に関して大学法人井上 裕理事長と理事会、評議員会各位にこの

紙面を借りてお礼を申し上げたい。なお、平成16年から3年間の教育・研究・病院についての報告は、

学務協議会委員が主体となって記した「東京歯科大学建学の精神の継承」（平成19年3月）をお読みいた

だきたい。

■法人役員・評議員の選任

平成19年5月31日をもって本法人寄附行為規定

役職者（以下「規定役職者」という。）が任期満了

を迎えるにあたり、法人役員並びに評議員が寄

附行為に定めるところにより、つぎのとおり選

任された。

寄附行為第8条第1項に規定する理事（学長たる

理事　以下「第1項理事」）の選任については、平

成19年3月28日開催の第524回講座主任教授会並

びに第525回全体教授会から金子 譲現学長の推薦

を受けて、平成19年3月30日開催の第643回理事

会並びに第215回評議員会で慎重審議の結果、満

場一致をもって金子現学長の再任が決定された。

任期は平成19年6月1日から平成22年5月31日まで

の3年間となる。

また、畠 亮市川総合病院長（寄附行為第8条第

2項に規定する理事並びに同第20条第2項第2号に

規定する評議員）が当該役職任期満了をもって定

年退職を迎えられることとなり、寄附行為の定

めにより同時に理事並びに評議員の職も退任さ

れることからその後任が選任された。

寄附行為第20条第2項第2号に規定する評議員

（本法人職員のうちから選任される評議員）につ

いては、平成19年5月9日開催の第644回理事会、

寄付行為第8条第2項に規定する理事（評議員のう

ちから選任される理事）については、平成19年5
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月29日開催の第216回評議員会で審議され、当該

理事、評議員ともに本年6月1日付で新市川総合 平成10年 2月 学校法人東京歯科大学　評議員

病院長に就任される安藤暢敏教授が選任された。 平成10年 6月 東京歯科大学水道橋病院長

任期については、評議員は、平成19年5月9日か 平成11年 7月 学校法人東京歯科大学 法人主事

ら平成20年3月31日まで、理事は、畠理事の残任 平成14年 3月 東京歯科大学　副学長

期間である平成19年6月1日から平成20年5月31日
平成15年 2月 日本障害者歯科学会認定医取得（第6号）
平成15年 2月 日本障害者歯科学会指導医取得（第6号）

までとなる。
平成16年 6月 東京歯科大学　学長

学校法人東京歯科大学理事・常務
理事（学務・人事担当）
学校法人東京歯科大学理事長代理

理　事 に指名される

金　子　　譲

理　事

安　藤　暢　敏

金子譲理事の略歴
昭和14年2月8日生
昭和39年 3月 東京歯科大学卒業
昭和39年 4月 東京歯科大学大学院歯学研究科入学 安藤暢敏理事の略歴

（口腔外科学専攻） 昭和21年10月14日生
昭和39年 5月 第35回歯科医師国家試験合格 昭和46年 3月 慶應義塾大学医学部卒業
昭和41年 3月 歯科医籍登録 第53719号 昭和54年 3月 医学博士の学位受領（慶應義塾大学）
昭和43年 3月 東京歯科大学大学院歯学研究科修了 昭和46年 5月 慶應義塾大学医学部訓練医（外科）

学位受領（歯学博士）東京歯科大学 昭和46年 6月 医籍登録　第211003号
第92号 昭和47年 5月 済生会神奈川県病院外科出向

昭和43年 4月 東京歯科大学助手 歯科麻酔学講座 昭和48年 5月 佐野厚生総合病院外科出向
昭和43年12月 東京大学医学部麻酔学教室に内地留学 昭和49年 5月 慶應義塾大学医学部外科学医員・
昭和45年 4月 東京歯科大学講師 歯科麻酔学講座 大学助手（診療）
昭和45年 7月 神奈川県立こども医療センター非 昭和51年 8月 慶應義塾大学医学部外科学助手

常勤医 麻酔科 昭和52年 7月 済生会神奈川県病院外科出向
昭和48年 4月 東京歯科大学助教授 歯科麻酔学講座 昭和53年 4月 慶應義塾大学医学部外科学助手
昭和50年 5月 日本歯科麻酔学会認定医取得（第27号） 平成 2年 4月 慶應義塾大学医学部外科学専任講師
昭和56年 3月 学命により海外研修 平成 5年10月 慶應義塾大学病院一般・消化器外
昭和56年 4月 フロリダ大学歯学部客員助教授 科診療科副部長
昭和61年 4月 山形大学医学部非常勤講師　 平成12年10月 慶應義塾大学医学部外科学助教授
昭和61年 7月 国際協力事業団より専門家(歯科麻 平成13年 4月 東京歯科大学教授（外科学講座主任）

酔学)としてインドネシア国パジャ 東京歯科大学市川総合病院 外科部長
ジャラン大学に派遣される 平成16年 6月 東京歯科大学市川総合病院副病院長

昭和62年 7月 東京歯科大学教授 歯科麻酔学講座
平成元年 6月 東京歯科大学　歯科麻酔科部長
平成 3年 1月 東京歯科大学　歯科麻酔学講座主任
平成 6年 6月 日本歯科麻酔学会指導医取得（第12号）
平成 7年 6月 東京歯科大学大学院　歯学研究科長
平成10年 4月 慶應義塾大学医学部非常勤講師

（麻酔科）
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■教授就任のご挨拶
産婦人科と歯科にはあまり接点がないように

思われがちですが、妊娠と歯科疾患、歯周病と
市川総合病院 切迫早産、HPV感染など共通の話題も意外と少

産婦人科 なくありません。教育面では産婦人科臨床の実

高　松　　　潔
際とその意義を知っていただき、幅のある歯科

医師を育成するべく努力する所存です。同時に

研究面でも当院オーラルメディシン講座と上記

の共通点に関する共同研究を進めるとともに、

この度、教授会のご推挙により平成19年4月 現在進行中の研究の発展に努めたいと考えてお

1日付けをもちまして、市川総合病院産婦人科教 ります。

授を拝命いたしました。身に余る光栄であると また、以前より大学関係、同窓関係の方々か

同時に伝統のある診療科を任された責任の重さ らのお問い合わせがありましたが、気軽に相談

に身の引き締まる思いでございます。今後も引 できる母校の産婦人科としてもお役に立てるよ

き続き診療・教育・研究に邁進し、東京歯科大 うに頑張りたいと思っております。産婦人科関

学ならびに市川総合病院の発展に寄与したいと 連について何でもご相談いただければ幸いです。

考えております。 以上、現状と抱負を述べさせていただきまし

市川総合病院産婦人科は、大野虎之進教授（現 たが、皆様のご協力がなくては発展はありえま

名誉教授）のご指導の下、日本で2例目の体外受 せん。今後ともご指導ご鞭撻のほどなにとぞ宜

精・胚移植、日本初の凍結受精卵解凍胚移植に しくお願い申し上げます。

よる妊娠・分娩成功を果たすなど生殖医療の分
略歴

野において特に有名な施設であり、地域の中核 昭和61年 3月 慶應義塾大学医学部卒業
病院としての機能も果たしてきました。産婦人 昭和61年 5月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室

科は大きく周産期学、生殖内分泌学、婦人科腫 研修医

瘍学、女性医学に分かれますが、現在、幸いな 平成元年 6月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室
助手

ことに全分野の専門医・指導医資格者を含む9名 平成 4年 7月 ドイツ国ベーリングベルケ社リサー
体制にあります。しかし、既にマスコミなどで チラボラトリーに研究留学

ご存知のことと思いますが、産婦人科医療は崩 平成 7年 4月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室
診療医長

壊寸前といわれており、激務と訴訟リスクなど 平成12年 5月 東京女子医科大学産婦人科学教室
から、産婦人科志望医師の減少、産科からの立 講師

ち去りが問題となっています。当院の周囲でも 平成14年 4月 国立成育医療センター第二専門診療
部婦人科　医長

この1年でいくつかの病院・医院が分娩取り扱い 平成16年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科
を中止しており、産婦人科医療再編の波は集約 講師

化を軸に足元まで迫っているといえます。この 平成16年 6月 東京歯科大学市川総合病院リプロダ

ような状況下において、当科では産婦人科のす クションセンター　副センター長
平成16年11月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科

べての領域において信頼される安全な医療を提 部長代行　　　
供することにより、バランスのとれた産婦人科 平成17年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科

診療を確立し、いわゆる勝ち組となるべく努力 部長
平成17年 8月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科

したいと考えています。これは受診患者のQOL 助教授
の向上に直結するのはもちろんのこと、それこ 平成19年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科

そが産婦人科医のモチベーションの向上、ひい 教授
現在に至る

てはマンパワーの充実につながると考えられる

からです。
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市川総合病院

内　科

武　井　　泉

平成19年4月より東京歯科大学内科教授、市川

統合病院糖尿病･内分泌センター長に赴任しまし

た武井泉です。

私は昭和51年慶應義塾大学医学部卒業後、同

内科に所属し、腎臓･内分泌代謝科 松木 駿教授、

後に猿田享男教授の下、内分泌学を主に学んで

参りました。特に専門分野としては糖尿病が主

で、研究については初期には糖尿病の発症機序、

免疫学的研究を行い、後に血管合併症、検査学、

創薬、肥満と範囲を拡げて参りました。しかし、

研究中心は常に糖尿病学に置きその研究と臨床

に30年余従事して参りました。

近年は糖尿病患者の顕著な増加、生活習慣病の

中心的位置付け、マルチプルリスクファクター症

候群、メタボリック症候群の重要な要因として

考えられています。又一方、地域における内分

泌疾患のセンターは多く存在せず、視床下部、

下垂体、副甲状腺、甲状腺、副腎、性腺などの

疾患を管理し、臨床への貢献を図っていきたい

と考えております。このような背景の下で、市

川市を中心とした糖尿病･内分泌センターの地域

社会の貢献、病診連携と各科との密なる関連と

協力に努力し、大学における同センターの成熟

と病院における充実した臨床へ貢献して参りた

いと考えております。

どうぞ宜しくお願い致します。

略歴
学　歴
昭和51年 3月 慶應義塾大学医学部卒業
昭和51年 5月 慶應義塾大学病院研修医
昭和60年 9月 慶應義塾大学医学部　医学博士（乙

第1650号）

資格･免許等
昭和51年 7月 医師免許取得（第232968号）
昭和63年10月 日本内科学会認定医制度による内科

認定医（第55997号）
平成 2年12月 日本糖尿病学会認定医制度による糖

尿病認定医（第833号）
平成 9年12月 日本糖尿病学会指導医制度による糖

尿病指導医（第620号）
平成12年 3月 産業医取得（番号9903517）
平成14年 9月 日本臨床検査専門医（第586号）

職歴および学歴
昭和51年 4月 慶應義塾大学医学部訓練医（内科）
昭和53年 5月 永寿総合病院出向（昭和55年5月まで）
昭和55年 6月 慶應義塾大学医学部専修医（内科学）
昭和56年 1月 デンマークHageddorll研究所留学

（1型糖尿病の成因と糖尿病の治療と
合併症の研究）（昭和56年7月まで）

昭和58年 9月 慶應義塾大学医学部内科（腎寧分泌
代謝）助手（平成9年8月まで）

平成 9年 9月 慶應義塾大学医学部中央臨床検査部
助手（平成10年3月まで）

平成10年 4月 慶應義塾大学医学部中央臨床検査部
専任講師（内科兼担）

平成19年 4月 東京歯科大学市川総合病院内科教授
（糖尿病･内分泌センター長）

現在に至る

平成19年度東京歯科大学入学式挙行


平成19年度東京歯科大学入学式は、平成19年4

月5日（木）午後1時から、井上 裕理事長、金子 譲

学長以下法人役員、大学役職者、教職員、父兄

会及び同窓会役員、さらに新入生保護者多数が

臨席する中、千葉校舎講堂において挙行された。

式は、本学管弦楽部及び混声合唱部の部員、

OBによる校歌演奏・合唱に続いて平井義人学生

部長の開式の辞で始まり、国家を斉唱した後、

第2学年に編入となる学士編入者5名が紹介された。

次いで金子学長が訓辞を、井上理事長が祝辞

をそれぞれ述べられた。続いて新入生代表の

直野孝彦君が力強く宣誓し、小田教務部長が新

入生代表の山本恵史君のスーツ左襟に校章を着

装された。最後に出席者一同で校歌を斉唱し、

入学式を滞りなく終了した。式後には、小田教

務部長により来賓及び列席した教員の紹介が行

小田 豊教務部長の呼名により新入生128名並びに われた。
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新入生及び学士編入者は、その後、学年・ク

ラス毎に教養棟の各教室に分かれ、クラス主任、

副主任と対面し、またお互いに自己紹介をする

等、晴れて学生生活をスタートさせた。

なお、入学式に先立ち、午前10時より新入生

の保護者を対象として希望制による学内見学が

実施され、新入生保護者のおよそ3分の1の方々

が、マルチメディア対応の第1教室、臨床基礎実

習室、診察室、口腔科学研究センター、図書館

などの学内施設を見て回った。この見学会は本

年で数えて4回目の実施となるが、父兄にとって

学生生活の一端にふれる機会にもなり好評を博

していた。

起立して学長の訓辞を聞く新入生：平成19年4月5日
（木）、千葉校舎講堂

小田教務部長より徽章を着装される新入生：平成19年
4月5日（木）、千葉校舎講堂

力強く宣誓する新入生代表：平成19年4月5日（木）、
千葉校舎講堂

新入生保護者による学内施設見学：平成19年4月5日
（木）、千葉校舎

訓　　辞

東京歯科大学

学　長　金　子　　譲

新入生の皆さん入学おめでとうございます。本日の入学式が、皆さんのこれからの洋々たる人生

に踏み出す第1歩として記念すべき日になるように願っています。

皆さんに今イメージしてもらいたい映像があります。それは、有人宇宙ロケットの発射のときで

す。燃料が点火されますとロケットの底部から巨大な紅蓮の炎が立ち上がり、目もくらむような光

の中から重量感あるロケットが、われわれには想像のつかない宇宙に向かってゆっくりと昇ってい

きます。いつ見ても感動する瞬間ですが、私が圧倒されるのは全長100m、重量3,000トンの物体を

宇宙空間に持ち上げるための、噴射口の炎から想像されるエネルギーの大きさであります。

皆さんは22世紀がさほど遠くない年代まで生きるでしょう。私は、東京歯科大学に入学してから

今年でちょうど50年たちます。遺伝子、臓器移植、生体の組織再生などの医学的進歩とコンピュー
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ター、インターネット、携帯電話、人類の月面着陸などの科学進歩によって、われわれの生活環境

は50年前と一変しており、想像を絶するといっても誇張ではありません。

「知識基盤社会」といわれている21世紀を生きる皆さんは、私が体験した以上の科学進歩によっ

た多大な恩恵を受けるでしょう。しかし、そのことは同時に地球の環境破壊をもたらし悲惨な状態

が待ち受けているとも考えられます。皆さんが生涯の仕事とする歯科医学・歯科医療も時代ととも

に変化していきますので、知識・技術、さらには社会も今日のままではありません。社会の進歩・

発展・変化に皆さん自身が適応し、あるいはその指導者として能動的・積極的に活躍をしていくた

めにはどうしたら良いのか、少し考えてみましょう。

卒業後に、医療人として社会に貢献し、家族の生活を守り、あわせて自分の人生を生き抜くとい

う未知で長い航路を皆さんが全うするために、これからの大学の6年間があると私は考えます。皆

さんの東京歯科大学での学生生活は、ちょうど宇宙ロケットの燃料に点火された時に相当するのだ

と私には思えます。

皆さんは、この大学生活で学業のみならず、さまざまなことに大きなエネルギーを使って、卒後

のプロフェッションである歯科医師としての備えをしなければなりません。エネルギーを使うとい

うことは学生生活で「努力」をするということです。努力なくして、知識も技術もさらには医療人

として、また社会人として欠かすことのできない見識を得ることはできません。

皆さんは歯科医師という生命科学領域のプロフェッションを選択いたしました。このプロフェッ

ションはその仕事をする限り、つねに研鑽を積まなければなりません。変化する社会、進歩する歯

科医療に困惑するのではなく、つねに自分が対応できるように、皆さんは今からの6年間で知識・技

術そして人間性の「核」を作るのです。

大学とは、「知識」を創造し、「知識」を伝達し、「知識」を社会に役立たせるところであります。

皆さんは、そのような「場」で同期生のみならず先輩、後輩と共に「学び」、共にクラブ活動などを

通して「遊ぶ」のであります。いずれにも大いなる「努力」をするのです。「努力」のはじめに感じて

いた苦痛は、慣れるにつれて苦痛ではなくなっていきます。

「努力」のあとには「果実」が得られます。このことを皆さんは大学の時代の「学び」と「遊び」に

よって体得をするのです。これが、みなさんが医療人として、患者さんに喜ばれ、また自分が納得

できる仕事を、モチベーションを絶やすことなく続けることができる源泉であろうと思います。

東京歯科大学は、日本で最初にできた歯科医師の教育機関です。高山紀齋が1890年に芝伊皿子の

スペイン大使館の建物を買取、高山歯科医学院を設立いたしました。その10年後に血脇守之助が学

院を継承し東京歯科医学院とし水道橋で発展をさせてきました。あと3年後には創立120周年を迎え

ます。東京歯科大学 が、歯科医学・歯科医療の先導者としてその役割を果たしてきたことは長い歴

史が示しているところであります。時代とともに歩み、あるいは時代を先取りしながら培われた伝

統は、改革の連続の歴史でもあります。

今日の医療系大学は、国家政策によって激しい勢いで進んでいる高等教育改革と医療改革の最中

にありまして、東京歯科大学も教育・研究・診療の向上を目指し、より社会貢献ができるように教

職員一体でこの変革期を乗り切ろうとしております。

皆さんは、今21世紀未知の世界に向かっていきますが、ロケットの点火が始まり、発射までそう

時間はありません。学生生活での「努力」が皆さんの将来を拓きますので、学ぶことにも遊ぶこと

にも目標をもって日々エネルギーを使ってください。明日の歯科医学・歯科医療を担う人材であり、

また同時に明日の東京歯科大学を担う大事な人材である新入生の皆さんの入学を大学は大いに歓迎

いたします。
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祝　　辞

学校法人東京歯科大学

理事長　井　上　　裕

まさに桜花爛漫。本日は素晴らしい天候に恵まれて入学される新入生128名の皆さん、5名の学士

編入学の皆さん、おめでとうございます。入学を許可されるまでには厳しい試験、大変な努力でこ

の大学に入学されたことと思います。心からお祝い申し上げます。朱子学を大成された南宋の大学

者、朱熹の有名な詩に

『少年老い易く　学成り難し　一寸の光陰　軽んずべからず　池塘(ちとう)の春草の夢　未だ覚めや

らずして　階前(かいぜん)の梧(ご)葉(よう) すでに秋声』

過ぎゆくばかりの時の流れの前では、あまりにも無力な人間の営み。寸暇を惜しんで研鑽を積ま

なければあっという間に時は過ぎ去ってしまう、と説いております。だからこそこの6年間、よく

学び、よく遊んでいただきたい。大学は勉強する学舎であり、また二度とない青春を謳歌するとこ

ろでもあります。

アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンは、友人と友情というものは築き上げるまでに多く

の時間を必要とすると説いております。新入生の皆さんは、全国各地から稲毛の地に集いました。

お一人お一人の境遇が違うわけでありますが皆さんは歯科医師を目指し、歯科医学の勉強をするわ

けです。お互いに友を助け、友を導き、友を敬い、すばらしい友人を見つけていただきたいと思い

ます。万巻の書を読むより友を見つけなさいという言葉に私も同感であります。

保護者の皆様、おめでとうございます。皆さんのことを学生部長に聞きましたところ、約80名の

方が歯科医師のお子さんであります。本学の同窓は27名。約8割の方々が今まで本学との関係のな

かった方々です。今、学長の祝辞の中にありましたが、本学は明治23年に開学しました。丁度、日

本の国会が開設された年であります。3年後の平成22年に創立120周年を迎えます。人間で言うと大

還暦と言われおり大きな節目の年であります。十数年前の平成2年にはカレッジとしては初めて、

天皇皇后両陛下のご臨席を賜り創立100周年の記念行事を盛大に挙行しました。

日本最古の歯科大学として歯科医学を語るときに本学を抜いては考えられません。また、先般の

国家試験の結果を見ても、本校は26大学29学部の中で5番という成績であり、私学ではもちろんトッ

プの合格率であります。これは、過去の栄光に甘んずることなく教職員一丸となって努力している

証明であろうと思います。

お子様方は医療人となるべく、厳しい勉学の道が続きますが、本学に入学されたからには立派な

歯科医師となられることを楽しみにしております。

本学の建学者であられます血脇守之助先生は、ことある事に「歯科医師である前に人間たれ」と

唱え、家族主義を重んじたと聞いております。この教えは血脇イズムと言われ現在も脈々と流れて

おります。

本学の歴史と伝統の本学を感じて頂くためにも、保護者の皆様には大学とは勿論ですが受け持ち

の先生とは密に連絡を取って下さい。全教職員を挙げてお子様方を無事に保護者の皆様方へお返し

できますよう努力して参ります。

金子学長は現在、世界歯科麻酔学会の会長であり、教授陣を始め多くの方々は世界に誇る先生が

そろっておりますので、ご安心してお預けを頂きたいと思います。

新入生の皆さんは東京歯科大学の生徒として誇りをもち、よく学び、よく遊び、自己管理、健康

管理をおこたらず、立派に6年間を過ごせますよう心からお祈りを申し上げまして、お祝いのご挨

拶と致します。

おめでとうございました。
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宣　　誓

新入生代表

直　野　孝　彦

本日ここに入学式を迎え、我々一同感激と希望に満ちあふれております。只今は、学長先生より

ご懇篤なるご訓辞を賜り、伝統ある本学の誇りを胸に刻み、諸先生はじめ先輩の方々のご指導の下

に勉学に励み、人格の陶冶に努め、学生の本分を尽くす事を誓います。

東京歯科大学　平成19年度新入生

Aクラス

青木　俊憲 井戸川香代 岡村　将宏 柏木　航介 京極　　啓 白井　　礼 五月女寛明

穴吹　麻莉 宇田川小百合 沖　　剛至 勝見　吉晴 古賀　　翼 白澤　里佳 染屋　智子

新井　知枝 内倉慶一朗 沖　　義之 金子かおり 小林　史枝 新開　善文 高木紗耶華

有泉　高晴 海野　　航 小澤はるか 金子　元基 小見山和也 杉田　　大 橋香央里

有間　英仁 遠藤　亜希 小代　晃司 兼子　ゆり 齋藤　　馨 勝　　陽臣

飯田　雄太 大嶋可奈恵 越智　弘泰 河合　章太 齋藤　祐太 鈴木　　歩

池上　　良 大島　俊彦 翁長　欣子 川西　恵理 澤田　光弘 鈴木健士郎

池田　一洋 太田　拓志 鬼谷　　薫 木下　由加 鹿野　哲生 鈴木翔太郎

石橋真乃介 太田　悠策 覺本　貴仁 木村　翔馬 重藤　玲子 鈴木　春香

井田　裕己 大矢恭太郎 山明日香 木村　基善 篠原　亜貴 隅田　賢正

Bクラス

高橋　美早

田中らいら

田端　倫子

田渕　紗織

崔　　大煥

鶴岡　勇輔

手島　麻子

土居　桜子

冨永　浩平

内藤　　哲

直野　孝彦

永井　諭子

中井澤和也

中尾　洋彰

中郷　　恵

長坂　俊幸

永澤　祐麻

中島　美穂

仲谷龍太郎

中西　　惇

中西　正光

長嶺　優樹

中村ゆり子

仁紫　友貴

西岡　千尋

西野辰太郎

西堀　優美

根津　裕一

野々村絢子

橋村　頼人

橋本　宗典

浜口　大樹

林　　瑠衣

平出　佳典

廣内　英智

福田　　仁

藤原由起子

藤本　航大

風呂谷真穂

星野　新一

細川ゆり子

前田　千晶

真木　孝明

増田　智俊

益田　　遼

増山奈那子

松井　嵩昌

松本　亜弓

松本　尊治

水谷　匡佑

水野　高夫

宮島　慶太

宮吉　教仁

三好　耕平

森井　浩太

森田　純晴

山影　朋子

山下　慶子

山田　　祥

山田　正博

山本　恵史

吉川　幸輝

米山　瞬輔

來田　祐実

岡田　苑子

平成19年度学士編入学生（第2学年編入）

五味　由希 塩崎　雄大 鈴鹿　里沙 島理恵子 原田　麗乃
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学内ニュース

■博士（歯学）学位記授与 員として教育・臨床・研究に努力願いたい旨の

○第561回（平19.4.11）授与 訓辞があった。引き続き、井出学監・法人主事

第526回（H16.2.18）合格 から服務等についての説明と期待が述べられた。

田　原　靖　章（補綴Ⅰ・甲）第1582号・甲894号 午前10時30分からは、同会場において4月1日

第533回（H16.10.13）合格 付発令のRRの採用（1名）・更新（1名）、PFの採

塩　崎　一　成（解剖Ⅰ・甲）第1613号・甲915号 用（3名）・更新（2名）、RAの採用（5名）・更新

第536回（H17.1.19）合格 （3名）とTAの採用（14名）・更新（19名）辞令が

柴　山　和　子（生化・甲）第1622号・甲921号 井出学監から交付され、午前11時に辞令交付式

第556回（H18.11.8）合格 が滞りなく終了した。

津　守　伸　明（解剖Ⅰ・甲）第1694号・甲981号

第557回（H18.12.13）合格

李　　　元　衡（解剖Ⅰ・乙）第1696号・乙714号

第557回（H18.12.13）合格

鈴　木　一　成（解剖Ⅰ・乙）第1697号・乙715号

第558回（H19.1.17）合格

黒　川　勝　英（スポーツ歯学・甲）第1702号・甲985号

第560回（H19.3.14）合格

大久保　宏　治（解剖Ⅰ・甲）第1734号・甲1015号

○第562回（平19.5.16）授与

第527回（H16.3.17）合格

福　田　謙　一（麻酔・乙）第1597号・乙693号

第537回（H17.2.6）合格 ■平成19年度千葉病院レジデント新任式開催

宮　地　弘　治（微生・甲）第1630号・甲929号 平成19年4月2日（月）午前9時30分より千葉校

第549回（H18.3.15）合格 舎第2教室において、平成19年度千葉病院レジデ

野　本　俊太郎（補綴Ⅱ・甲）第1677号・甲973号 ント新任式が行われた。式は大塚 茂千葉病院庶

第555回（H18.10.18）合格 務課長の開式の辞より始まり、石井拓男千葉病

今　西　泰　彦（理工・乙）第1690号・乙711号 院長による訓示、続いて新任のレジデント全員

に辞令が交付され、式は無事終了した。また、

■平成19年度教育職員辞令交付式 市川総合病院、水道橋病院のレジデントにもそ

平成19年度教育職員辞令交付式が、4月2日（月） れぞれの病院にて辞令が交付された。

午前10時より千葉校舎第1会議室において挙行さ

れた。

今年度の教育職員辞令交付式は、4月1日付発

令の採用（21名）・再任（10名）・昇任（5名）・

配置替（3名）の助教以上の教育職員39名が千葉

校舎に集合し、藥師寺 仁副学長、井出吉信学

監・法人主事、永井 夫事務局長、能登 勝大学

庶務課長、上野雅司法人人事課長、加藤靖明法

人庶務課長の出席のもと、金子 譲学長より39名

に辞令が交付された。

辞令交付終了後、金子学長から本学の教育職

辞令交付式で訓辞される金子学長：平成19年4月2日
（月）、千葉校舎第1会議室

石井千葉病院長より辞令を受ける井原レジデント：平成
19年4月2日（月）、千葉校舎第2教室
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平成19年度新任レジデント	 市川総合病院では、4月4日（水）の研修医オリ

◎千葉病院（26名） エンテーションにて辞令交付が行われた。

歯内療法学講座 井原　郁夫　　齋藤　健介 水道橋病院では、4月4日(水)9時から、水道橋

藤井　理絵 校舎第1・2会議室において行われた。古澤成博

歯周病学講座 藤波　弘州　　細井隆太郎 水道橋病院教育主任の開式の辞に始まり、古澤

保存修復学講座 久木留伸享　　大須賀敬悟 教育主任により臨床研修歯科医19名が紹介され、

口腔外科学講座 塩見　周平　　水橋　博行 柿澤 卓水道橋病院長より辞令が交付された。続

与謝野　明　　河内　康之 いて、柿澤病院長より訓示があり、開始式は終

若林　　学　　小林　史明 了した。

森谷有三英

有床義歯補綴学講座	 岡田　千奈　　田坂　彰規

高梨　琢也　　田中　　綾

クラウンブリッジ補綴学講座 吉田　文子　　田原　紀彦

歯科矯正学講座 伊達　彩乃　　日野原　朱

小児歯科学講座 今井　りえ　　織田　進也

スポーツ歯学研究室 黒川　勝英

口腔インプラント学研究室 鈴木　憲久

◎市川総合病院（8名）

オーラルメディシン・口腔外科	 今村　真樹　　會田　貴久

黒川　貴史　　佐野智恵美

吉田　恭子　　 木　幸子

精 神 神 経 科 三浦聡太郎

眼　　　　　科 工藤かんな

◎水道橋病院（10名）

総　合　歯　科 富澤　尚弘　　清水　北斗

押田　浩平　　小林　真人

加藤　友章

口　腔　外　科 羽鳥　友子

矯　正　歯　科 堀江由規子　　藤本かな子

歯 科 麻 酔 科 宮尾真理子　　朝波　志穂

○千葉病院臨床研修歯科医

■平成19年度歯科臨床研修開始式	 プログラムA（10名）

平成19年4月3日（火）午前9時30分より、千葉校 石岡みずき　　金子　　綾　　呉　　明憲

舎歯科臨床研修医室において、千葉病院にて研修 西尾奈緒子　　鳩貝さよ子　　茂木麻里奈

を行う83名の臨床研修歯科医ならびに関係者出席 森田　洋佑　　柳澤　　敦　　山口　絵美

のもと、平成19年度歯科臨床研修開始式が行われ 弓井　恵里

た。式は高橋俊之臨床研修副委員長の開式の辞に

始まり、石井拓男千葉病院長より研修歯科医を代 プログラムB（27名）

表して石岡みずき研修歯科医に辞令が交付され 熱海　幸子　　飯塚　美穂　　伊川　裕明

た。その後、石井千葉病院長による訓示、角田正健 石川　智子　　石塚　洋一　　市之川和広

総合診療科科長ならびに一戸達也臨床研修委員長 宇都宮由希子　大熊　孝明　　大隅　寛子

の挨拶が行われ、式は無事終了した。 大塚久仁郎　　小澤　卓充　　菅崎　弘典

石井千葉病院長より辞令を受ける石岡臨床研修歯科医：
平成19年4月3日（火）、千葉校舎臨床研修医室

水道橋病院歯科医師臨床研修開始式：平成19年4月4日
(水)、水道橋校舎第1・2会議室
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晶子　　 橋　史邦　　高橋　真言 プログラムC(4名)


高橋　芳明　　竹前　　力　　塚越　絵里 梅田　麻弥　　小野寺建文　　竹之下周子


豊田　泰子　　永田　順也　　羽柴　　聡 野平　明彦


松岡　海地　　森澤　賢文　　森本　　崇


安村　敏彦　　山内　一樹　　山中　彰久 ■平成19年度新入生父兄会開催


プログラムC（46名） 平成19年度新入生父兄会が、平成19年4月5日

赤田　晋哉　　有泉　　大　　飯田　研介 （木）の入学式終了後、午後2時10分から千葉校舎

泉地亜輝郎　　宇佐美未央　　江川　昌宏 講堂において行われた。佐々木高憲父兄会常務理

海老澤聡一　　大野　啓介　　鬼丸亜希子 事の開会の辞に続いて、青木栄夫父兄会会長が挨

加藤　匠吾　　香取　孝輝　　川野　洋介 拶した。続いて、西宮 寛父兄会常務理事が父兄

菊地　夏貴　　木下　英明　　木村　　裕 会の目的と事業内容について説明し、東郷幹夫父

栗山　祐典　　黒岩　可奈　　腰原麻規子 兄会理事による父兄会役員の紹介が行われた。

小林　　充　　小舩　和弘　　櫻井　貴浩 引き続いて、井出吉信学監より学生修学の指

柴野　正康　　島　　恵子　　白谷　　聡 導方針、平井義人学生部長より学生生活の指導

武井久美子　　武田　慶子　　太宰　　瞳 方針、小田 豊教務部長より学生勉学の指導方針

立橋　由利　　玉井　直人　　永野　俊介 の説明が行われ、午後3時10分に終了した。

西村　　優　　野田　克哉　　蓮見　卓真 午後3時20分からは、場所を厚生棟1階食堂に移

原田　槙子　　半田　朋子　　東本　琢磨 して新入生父兄歓迎懇談会が行われた。須田 希

引田　正宣　　藤田　一成　　古川　　厚 父兄会常務理事の開会の辞で始まり、金子 譲学

古屋　英敬　　水田　　豪　　山田　洋輔 長及び青木父兄会会長が挨拶され、吉田昊哲父

山田和加子　　湯田　晃大　　和田　　悠 兄会顧問の発声で乾杯した。歓談中には第1・2

渡邉　浩章 学年主任及び各クラス主任・副主任が紹介され

た。最後に、新入生の保護者を代表して齋藤 守

市川総合病院臨床研修医 氏が挨拶され、須田父兄会常務理事の閉会の辞

医科（9名） をもって午後4時20分に終了した。

西牟田早希子　倉沢　　彩　　黒岩　信子

桑波田美智子　田中　真之　　武下　達矢 ■平成19年度新入生・学士編入者オリエンテー

石田　　隆　　原口　水葉　　松本　暁子 ション実施

平成19年度の新入生及び学士編入者を対象と

歯科（7名） したオリエンテーションが、平成19年4月6日（金）

山科　光正　　田村　美樹　　並木　修司 午前9時から教養棟第5教室において行われた。

長谷川直紀　　相川　真澄　　羽田　有沙 まず、学生生活に関する事項として、井出吉信

市島　丈裕 学監より学生生活の心構えについて、教務部の

立場から小田 豊教務部長、学生部の立場から

○水道橋病院臨床研修歯科医 平井義人学生部長、教養の立場から 澤孝彰教

プログラムA(5名) 養科目協議会幹事よりそれぞれ解説が行われた。

石塚　久子　　上田　聡士　　川本　志穂 次いで学務関係について、望月隆二教務副部長よ

櫻井　倫子　　佐々木継泰 り教養系学科の教科概要、河田英司教務副部長よ

り基礎系学科の教科概要、一戸達也教務副部長よ

プログラムB(10名) り臨床系学科の教科概要、佐野 司教務副部長より

雨宮　あい　　岩永夏陽子　　大田　　恵 共用試験について、石井拓男千葉病院長より千葉

片山　愛子　　加藤　利沙　　高品　繁行 病院の概要について説明が行われた。

橋　　充　　迫間　直子　　牧原　僚子 午後は小榑二世先生（千葉病院内科講師）より

溝越　博子 学生生活における健康管理についての説明があ
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り、引き続き、事務関係の説明の後、千葉校舎及 1会議室において、平成19年度東京歯科大学大学院

び千葉病院の施設を見学し、午後4時に終了した。 歯学研究科入学式が挙行された。柳澤孝彰大学院

教務部長の開式の辞に続き、新入生代表下島隆志

君に金子譲学長から入学許可証が授与された。続

いて金子学長の訓辞、奥田克爾大学院研究科長の

挨拶の後、新入生を代表して下島君が宣誓し、入学

式を終了した。なお、入学式に引き続き一期会賞の

授賞式が行われ、一期会 西山 巌会長より下島君に

表彰盾と金一封が贈呈された。

■大学院オリエンテーション「研究施設説明会」

開催

平成19年4月12日（木）午後1時から千葉校舎第

1会議室において、本年度の大学院新入生を対象

■新入生水道橋校舎・病院、市川総合病院見学 にオリエンテーション(研究施設説明会)が開催さ

新入生オリエンテーションの一環として、平 れた。

成19年4月9日（月）に東京歯科大学水道橋校舎・ 説明会は、奥田克爾大学院研究科長の挨拶の後、

病院並びに市川総合病院の見学が実施された。 TDC-Netの活用について河田英司情報システム管

新入生は、午前9時50分に水道橋校舎（TDCビル） 理委員長、図書館の文献検索について橋本正次

2階血脇記念ホールに集合し、古澤成博教育主任の 図書館副館長、実験動物施設について山本哲実験

進行で、柿澤 卓水道橋病院長の挨拶、古澤教育主 動物施設管理部長代行、アイソトープ研究につい

任から水道橋病院スタッフの紹介、槇石武美副病院 て佐藤 裕アイソトープ研究室主任、研究機器管

長から水道橋校舎の施設並びに水道橋病院の診療 理部の概要について川口 充研究機器管理部長、

システム等に関する説明を受けた後、約45分間で院 大学院共通講義について 澤孝彰大学院教務部

内を見学した。 長、日本学生支援機構奨学金について櫻井 薫大

新入生は引き続き、市川総合病院2階講堂に移 学院学生部長、学外総合セミナーのプレゼンテー

動し、午後2時から山根源之市川総合病院副病院 ションについて奥田大学院研究科長から、それぞ

長の進行で、畠 亮市川総合病院長より挨拶及び れ説明が行われた。

診療科の紹介、各科部長より教育概要の説明を

受けた後、病院施設を約1時間にわたり見学した。 ■第6回水道橋病院症例報告会開催

平成19年4月12日(木)午後3時より、水道橋校舎

■平成19年度大学院歯学研究科入学式 血脇記念ホールにて第6回水道橋病院症例報告会

平成19年4月12日（木）午前10時から千葉校舎第 が開催された。この会は、紹介医の先生方との密

接な病診連携をはかり、日常取り組んでいる臨床

についての相互理解を深めるため毎年開催してい

るものである。

会の冒頭で柿澤 卓水道橋病院長より挨拶があ

り、引き続き、「インプラントのための骨移植法

とその経過」（高野正行准教授（口腔外科））、「リ

ラックス歯科治療外来の現況」（福田謙一准教授

（歯科麻酔科））、「水道橋病院の障害者歯科治療

の現況」（辻野啓一郎講師（小児歯科））の3題の症

例報告があった。また、今回は特別講演として

二階堂雅彦臨床教授をお迎えし、「重度歯周病に

真剣な表情で話を聞く新入生：平成19年4月6日（金）、
教養棟第5教室

宣誓をする新入生代表下島君：平成19年4月12日（木）、
千葉校舎第1会議室



（16） 第224号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成19年5月31日発行

講演される二階堂臨床教授：平成19年4月12日(木)、
水道橋校舎血脇記念ホール

対する包括医療」と題したご講演をいただいた。 昼食後、午後1時より、中林好一千葉西警察署副

各講演・発表とも、約200名を超える参加者との 署長の講演があり、午後1時50分からは平田創一郎

活発な質疑応答が行われた。同時に、ホールの 講師（社会歯科学研究室）によるコンセンサス・

ロビーでは、各科によるポスター9点の展示・発 ゲームが行われ、午後3時10分から1回目のグルー

表も行われた。 プ討議に入った。グループ討議は、新入生を11の

報告会終了後は、水道橋校舎近くの「トミーグ グループに分け「○○さんの憂鬱」「戸惑う××

リル」にて懇親会が行われた。日頃お世話になっ 君」「ふけ顔の△△さん」というテーマについて

ている紹介医の先生方との交流を深め、盛会の 行われた。午後6時30分からはテーブルマナー講

うちに終了した。 習会を兼ねた夕食会があり、ホテルスタッフよ

りフォーク、ナイフの使い方など細かなマナー

について説明があった。マナーに興味を持って

いる新入生が多く、先生方と親睦を深めながら

も熱心に説明を聞いていた。

2日目の19日（木）は、午前9時から河田英司教

務副部長によるself-learningの重要性(コンピュー

タスキル)について講演があり新入生は実際にパ

ソコンを操作しながら学んでいた。続いて、お

昼をはさんで2回目・3回目のグループ討議があ

り、午後4時30分から西田次郎消化器科教授より

「身体と心の健康管理」と題した講演、午後5時20

分からは佐々木研一先生より「臨床医から新入生

へのメッセージ（歯科医療の現場から）」と題した

■平成19年度新入生学外セミナー開催

平成19年度新入生学外セミナーが4月18日(水)

から4月20日(金)までの2泊3日の日程で、木更津

市の「かずさアカデミアパーク」で行われた。

本セミナーは「歯科大学1年生としての学習の

心構え」、「How to learn，how to study」、「新入生

同志の親睦」の3点を目的として行われ、今回で

10回目を迎えた。

新入生は18日午前9時に千葉校舎に集合し、午

前9時30分に出発。午前11時より開講式が行われ、

引き続き11時20分から金子 譲学長によるセミナー

講演が行われた。

ポスター発表風景：平成19年4月12日(木)、水道橋校
舎血脇記念ホール

金子学長の話を真剣に聞く新入生：平成19年4月18日
（水）、かずさアカデミアパーク

慣れない発表にも精一杯取り組んだ：平成19年4月20
日（金）、かずさアカデミアパーク
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講演があった。続いて、午後6時30分からは懇親 格に係わる出欠に関する注意事項等について説明

会が行われ、中村光博第1学年主任による校歌の がなされた。また、試験、成績におけるセキュリ

練習やビンゴゲームなどを通じて大いに盛り上が ティの確保の問題、共用試験CBTの状況、授業

り親睦が深まった。その後、充分にリフレッシュ 評価、授業における著作物の取り扱いについて、

した新入生たちは、翌日のグループ発表に向け自 Webシラバスの今年度の変更点等について説明さ

主的に準備に取り組んでいた。 れ、教育に携わる教員はこれらの点に熟知した

最終日の20日（金）は、午前9時から各グループ 上で学生指導にあたってもらいたい旨の説明が

の発表を行った。前述のグループテーマで、グ なされた。

ループ毎に短時間のロールプレイも交えた発表 当日は130名近い参加者が集まり、新年度の教

も行われ、中には演劇部顔負けの演技をする学 育体制について皆熱心に耳を傾けていた。

生もいて、会場は非常に盛り上がった。また、

質疑応答も活発に行われ、充実したグループ発

表となった。

最後に 澤孝彰教養科目幹事による閉講の辞に

より幕が閉まり、3日間にわたるセミナーを終了

した。帰路は東京湾アクアライン・海ほたるを経

由し、午後2時30分、全員無事に大学へ到着した。

■第63回歯科医学教育セミナー

平成19年4月23日（月）午後6時より千葉校舎第

2教室において、第63回歯科医学教育セミナーが

開催された。今回は、「新年度の教育体制につい

て」と題し、井出吉信学監、小田 豊教務部長よ ■大学院春期ベーシックセミナー開催

り説明が行われた。 平成19年度大学院春期ベーシックセミナーが、

先ずはじめに、井出学監より平成19年度入学 平成19年4月24日（火）～27日（金）、5月7日（月）、

試験について、推薦入学選考（公募制、指定校制）、 9日（水）に開催された。このベーシックセミナー

一般入学試験（Ⅰ期、Ⅱ期）それぞれの概要の説 は、主に大学院1、2年次生を対象とし、基本的

明が行われた。今年度から、一般入学試験（Ⅰ期） な研究機器の使用方法の修得を目的として、研

においては、千葉校舎、大阪会場（天満研修セン 究機器管理部や関連講座の協力を得て平成12年

ター）の2会場にて試験を実施した。大阪会場で 度より開催されているセミナーである。細胞形

も一定数の受験生があり、平成20年度入試にお 態学、分子生物学、細胞生物学、分析生物学、

いても継続して2会場にて実施する予定である。 生体素材学および保健情報学の研究機器の使用

また、予備校等のデータによると、本学の入 に関しレクチャーを受けた。研究生活をスター

学者の偏差値はここ数年上昇傾向で私立歯科大

学の中で上位を維持しているとのことであった。

続いて、第100回歯科医師国家試験の分析結果

について、本学は全国平均を大幅に上回り好結

果を得たが、今後国家試験の難易度はさらに増

していくことが予想されるため、今後も油断す

ることなく、学生指導について全学的な協力を

お願いしたい旨説明があった。

次に、小田教務部長より平成19年度の教務関

係事項について、カリキュラムにおける変更点、

総合学力試験における合格基準、試験の受験資

説明する井出学監：平成19年4月23日（月）、千葉校
舎第2教室

分子生物学のベーシックセミナー風景：平成19年4月
25日（水）、基礎歯学実習室Ⅱ
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トさせたばかりの大学院生にとって、実際にど 優秀賞を受賞した。本発表優秀賞は、発表内容

んな研究機器があり、自分の研究にどう活用で に新規性があり、プレゼンテーションが明瞭か

きるのかを体験した貴重なセミナーとなった。 つ優れている発表に贈られる賞で、口頭発表34

演題の中から3演題に授与された。授賞式は、平

■小田 豊教授 日本歯科理工学会・学会賞を受賞 成19年5月12、13日に開催された第49回日本歯科

平成19年5月12、13日に開催された第49回日本 理工学会学術講演会の懇親会（札幌・京王プラザ

歯科理工学会学術講演会（札幌コンベンションセ ホテル札幌）で行われた。

ンター・札幌）での総会において、歯科理工学講 受賞対象となった研究内容は、骨芽細胞にお

座小田 豊教授が日本歯科理工学会・学会賞を受 いてBMP-2の産生を促進するシンバスタチンを

賞した。学会賞は、日本歯科理工学会の学問領域 材料に固定化し、体内において材料から徐放さ

における学術研究、教育活動ならびに学会活動に せる薬物送達システム（DDS）の開発を目的とし

大きな貢献のあった人物に贈られる賞で、今年度 て行われた。その手法として、シクロデキスト

は小田教授と堤定美教授（京大）が受賞した。 リンの有する環状構造にシンバスタチンを包接

小田教授は日本歯科理工学会の前身である歯 することで、周囲の環境での徐放特性を検討し

科理工学会に1973年の入会以来、当学会を活動 た。その結果、シクロデキストリンでシンバス

の中心に据えて研究発表や講演を積極的かつ精 タチンを包接した溶液のpHを変えることにより、

力的に行ってきた。その研究アイディアと成果 シンバスタチンの徐放性を制御できることを示

は、日本の歯科理工学の発展には欠かすことので した。本研究は、コストや抗原性など様々な問

きないものであり、2000年には“チタンおよび機 題を有するBMP-2を直接利用することなくイン

能性合金の歯科応用”で理工21世紀研究のチーム プラント周囲の骨量の改善することが期待でき、

リーダーに選出されている。また、2004・05年度 歯科臨床への応用が強く熱望されている。

には、日本歯科理工学会会長に選出され、称号認

定制度の普及や英文誌のインパクトファクター

獲得などの活動に務められた。このような小田教

授の学術的業績および日本歯科理工学会への貢献

に対して贈られた賞であり、益々の活躍が期待さ

れる。

■田原靖章助教、田中 綾レジデント、ポスター

賞を受賞

平成19年5月20日（日）に開催された第115回日

本補綴歯科学会学術大会において、有床義歯補

綴学講座の田原靖章助教の発表した「ストレス下

■吉成正雄准教授 発表優秀賞を受賞 におけるクレンチングが自律神経系および内分

昨秋開催された第48回日本歯科理工学会学術 泌系に及ぼす影響」および田中 綾レジデントの

講演会（愛知学院大・名古屋）で歯科理工学講座 発表した「義歯床に付与する口蓋ヒダの形態が食

吉成正雄准教授が発表した“シクロデキストリ 品認知に与える影響」の2演題がポスター賞を受

ン包接によるシンバスタチンの徐放特性”が発表 賞し、その表彰式が神戸市・神戸ポートピアホ

受賞後、日本歯科理工学会会長（左2人目）から祝福受
ける吉成准教授（左）：平成19年5月12日（土）、
京王プラザホテル札幌

表彰される小田教授：平成19年5月12日（土）、札幌
コンベンションセンター
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テルにて行われた。田原助教の発表はブラキシ あるとのことであった。

ズムであるクレンチングがストレス状態に及ぼ 最後に、教育力のある教員の定義、今後の授

す影響を検討したもので、田中レジデントの発 業のあり方、リーダーシップの取れる人材育成、

表は義歯床に付与する口蓋ヒダの臨床的意義を 他団体における行動基準の例示、今後の大学の

検討したものであった。なおポスター賞は118演 あり方等についてご説明いただいた。

題中9演題が選ばれたが、そのうちの2演題が有 当日は時間を拡大し1時間半ご講演いただい

床義歯補綴学講座からの受賞であった。 た。120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。 

受賞した田原助教（右）と田中レジデント（左）：平成
19年5月20日（日）、神戸ポートピアホテル 講演される安岡教授：平成19年5月21日（月）、千葉

校舎第2教室
■第64回歯科医学教育セミナー開催

平成19年5月21日（月）午後6時より千葉校舎第 ■平成19年度第1回水道橋病院教職員研修会開催

2教室において、第64回歯科医学教育セミナーが 平成19年5月21日(月)午後5時30分より、水道橋

開催された。今回は、「教育改善について －達成 校舎血脇ホールにて平成19年度第1回水道橋病院

目標のない教育改革はやめよ－」と題し、東海大 教職員研修会が開催された。今回は「救急救命処

学教育研究所所長 安岡高志教授よりご説明いた 置について」と題して、水道橋病院歯科麻酔科の

だいた。 福田謙一准教授が講演した。

まずはじめに、平成10年10月26日大学審議会答 福田准教授は、緊急蘇生が必要なケースとそ

申における21世紀の大学像と今後の改革方策に の対応策、特にAED（自動体外式除細動器）を用

ついて触れられ、教育改革を実施するにあたっ いる場合の具体例について説明した。また、心

て単位の充実による問題探求型の人材育成の必 肺停止の際に、救急車が来るまでの一次救命措

要性を説明された。 置として用いるCPR（心肺蘇生法）の手順等を詳

次に、教育改革について東海大学での実施状 細に説明した。AEDによる除細動の施行と併せ

況に基づいて説明された。教育改革を実施する て、傍にいる者が心臓マッサージ・人工呼吸を

上で大事なことは達成目標を定め、目標を達成

するために必要なシステムを構築することであ

るとのことである。そのために現状を知る手段

の一つとして東海大学では学生による授業評価

を平成5年より実施している。その評価結果と信

頼性についてご説明いただいた。

現状を認識した上で目標を設定することが必

要となるが、目標設定の4項目として、1.何を実

現したいのか　2.行動目標を何にするか　3.目的

達成を何で評価するか　4.評価基準 があり、4項

目の決定と同時に必要なことは教職員の覚悟で CPRの実演風景：平成19年5月21日(月)、水道橋校舎
血脇記念ホール
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継続して行うことも救命のために絶対不可欠で paper」と題したセミナー講演があった。午後に

あることを改めて認識させられた。講演後には、 入ると、個人発表およびグループ討議が行われ、

会場に用意されたAEDおよび訓練用の蘇生人形4 活発な質疑応答が交わされていた。また、2日目

台ずつを用いて、CPRの実演を行った。 の夜にもアカデミアパークホテル2階「有明の間

一般市民にもAEDが使用できるようになって約 Ⅰ」において、夕食および懇談会が持たれた。

3年経つが、一次救命措置への正しい理解とAED 最終日、午前8時から最後の個人発表が行われ

の正しい使い方をあらためて学ぶ機会となった。 たが、3日間の個人発表の中には、全て英語で発

表する学生や海外から留学してきている4名の留

■平成19年度大学院新入生学外総合セミナー開催 学生の発表もあり、また自分の将来の方向性を

平成19年度大学院新入生学外総合セミナーは しっかりと見据えた今後の研究につながってい

平成19年5月23日（水）から25日（金）の3日間に くような発表ありとレベルの高い発表が目白押

わたり、「かずさアカデミアパーク」で行われた。 しであった。そして、午後1時からグループ発表

大学院新入生の他、奥田克爾大学院研究科長、 （各グループ7分）、質疑応答（各グループ5分）が

澤孝彰大学院教務部長、櫻井 薫大学院学生部 行われた。各グループは短時間の討議ながら手

長及び講師として、佐野 司教授(歯科放射線学講 際よく考察をまとめ、質疑応答も個人発表同様

座)、矢島安朝教授(口腔インプラント学研究室)、 活発に行われていた。最後に、午後2時40分から

Jeremy Williams准教授(国際歯科医学情報支援研 閉講式が行われ、全員無事に帰路についた。

究室)、杉 正志先生（東京慈恵会医科大学歯科

学教室教授、本学口腔外科学講座非常勤講師）が

参加した。

第1日目は午前11時30分から開講式、教職員お

よび大学院生の自己紹介が行われたあと、午後1

時30分より櫻井大学院学生部長の司会進行のも

と、杉崎先生の「臨床論文の読み方」、矢島教授

の「Noblesse Oblige」と題したセミナー講演があっ

た。続いて、午後3時から大学院新入生の個人発

表が行われた。各自が事前に海外論文を読み、そ

の内容の紹介、考察などを、液晶プロジェクタを

使用して7分間で発表、3分間の質疑応答を行う形

式で進行し、教員からはプレゼンテーションの方

法や考察のポイント等について貴重なアドバイス

が送られた。個人発表終了後、大学院生は6グ

ループにわけられて、図書「JAMA医学文献の読

み方」よりグループ毎に発表テーマを決めて、第

1回目のグループ討議を行った。

また、第1日目の夜にはかずさアカデミアパー

クスポーツ棟1階「すゞ源亭」において懇親会が

催され、大学院生は教職員を交えて大いに語り

合い親睦を深めた。

第2日目は、前日に続いて早朝午前8時から個

人発表が行われた。午前10時からは、 澤大学

院教務部長の司会進行のもと、佐野教授の「医学

統計学の基礎」、Jeremy Williams准教授の「Get-

ting started：how to approach writing a basic research

データベースを駆使したグループ討議：平成19年5月
23日（水）、かずさアカデミアパーク

質疑応答も白熱した個人発表：平成19年5月24日（木）、
かずさアカデミアパーク
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■「HRC7」平成19年度年度はじめの会開催 の英語論文を出す、3) ワークショップまたはシ

平成19年4月2日（月）、東京歯科大学口腔科学研 ンポジウムを年１度開催することが定められた。

究センター「HRC7：口腔アンチエイジングによる 引き続いて新年度からプロジェクトに参加し

生体制御」平成19年度年度はじめの会が、金子 譲 た新任研究者の挨拶が行われ、さらに本年9月22

学長（口腔科学研究センター所長）、奥田克爾大 日（土）23日（日）の両日に水道橋校舎で開催さ

学院研究科長（HRC7内部評価者）の出席のもと、 れる第5回日本再生歯科医学会の説明が行われ

本プロジェクト二年目突入への意欲を新たに開催 た。最後にその他の事項として、1) 本年度の大

された。 学院講義（アンチエイジング）は可及的英語（ス

はじめに新年度からの組織の説明が行われたあ ライドは英語表示）で行う、2) PFは大学院生を

と、行動目標が確認された。今年度は1) 大学とし 指導する、3) グローバルCOE、科研費（特に若手

ての研究の競争力獲得（研究資金の獲得、研究の 研究S）に応募することが確認された。

活性化）、2) 若手研究者の活用と育成（ RA, PFな

ど）、3) 国際的留学生獲得（英語環境の充実と大

学院生の獲得）の三つが行動目標として掲げられ

た。プロジェクトの運営面については、1) グルー

プリーダーは毎週水曜日、プロジェクトの進行と

評価、研究費について会議を行う、2) 研究員、

RA、PFは月に一度（第三水曜日）、進捗状況発表

会でプログレスリポートを行う、3) PF、RAの研

究は、各グループのグループリーダーの指示に従

うことが確認された。また研究成果の誌上発表や

学会発表については、1) グループリーダーは、
年度初めにあたり本大学の研究方針を説明される金子学

グループとして年に５編以上の英語論文を指導 長：平成19年4月2日（月）、千葉校舎HRC会議室

し、誌上発表する、2) 研究者は、年に１編以上

「HRC7：口腔アンチエイジングによる生体制御」2007年度研究組織

・プロジェクトコーディネーター（研究代表者）：井上　孝教授

・グループリーダー

１基礎研究グループ：松坂賢一准教授

２細胞組織活性グループ：橋本貞充准教授

３口腔疾患予防グループ：石原和幸准教授

４再生医療グループ：吉成正雄准教授

・研究者（順不同）

佐藤裕准教授、田崎雅和教授、加藤哲男准教授、阿部伸一准教授、新谷益朗准教授、東俊文准教授、

村松 敬講師、遠藤隆行講師、澁川義幸講師、君塚隆太講師、坂井隆之講師、上田貴之講師、松久保 隆教

授、茂木悦子准教授、渋川義宏准教授（新任）、片倉朗講師（新任）、柴山和子助教（新任）

・研究員（新任）

奥村礼二郎、久保田道也、牧野麻子、正岡孝康、斉藤貴之、宗宮英希、佐藤大輔、根津 崇、泉水祥江、

福原郁子、三輪恒幸、S. Z. Khan

・ PF（ポストドクトラル・フェロー）

松江真理子、加藤靖浩、鶴岡守人（新任）、国分栄仁（新任）、稲垣　覚（新任）
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・ RA（リサーチ・アシスタント）

杉澤幹雄、荒野太一、石井啓裕（新任）、竜正大（新任）、高市真之（新任）、監物真（新任）、

矢島哲郎（新任）

・内部評価者

下野正基教授、奥田克爾教授、山田　了教授、柴原孝彦教授、島崎　潤教授、篠崎尚史講師

平成18年度研究概要

１．基礎研究グループ

１）口腔内組織の加齢に伴う組織学的、細胞学的変化

口腔粘膜について上皮組織、粘膜固有層、唾液腺組織、筋組織について免疫組織学的に検討した。中

でも、βdefensin-2の局在について老齢者は上皮棘細胞層内の細胞にも陽性を示すことが明らかとなった。

２）自発・誘発脳磁場計測による加齢モニタリング

周波数解析を用いて脳磁場発現の加齢変化を検索し、エイジングの評価指標として有用な高年齢者特

有の発現パターンを見いだすことを目的とし、このため修飾をうけない脳の自律活動を自発脳磁場応答

によって直接観察し、年齢群間での横断的な比較研究をおこなった。さらに同一被験者における縦断的

な観察によって、口腔機能の喪失と治療による回復が脳機能にどのように反映するかという経時的変化

も明かにしていく予定である。

３）TRF下流のシグナル解明

MC3T細胞に、TRF遺伝子とCFP（サイアン蛍光タンパク質）遺伝子を付加したプラスミドを導入したと

ころ、サイアン色を発したTRFが発現した。今後は同様のプロトコールを用いて、他に老化に関与すると

言われているタンパク質tankyraseの遺伝子とYFP（黄色蛍光タンパク質）の遺伝子を付加したプラスミド

を導入し、両者の相互作用、ダイナミシティなどを検討していく予定である。

４）口腔内感覚の加齢変化

口腔感覚を受容する感覚システムの経日的あるいは経年的変化を観察することは重要である。マウス

の下唇粘膜を対象とし、free nerve endingsとRuffini小体ならびにencapsulated corpusclesについて検討した。

５）口腔組織細胞群における加齢に伴う遺伝子発現変化の網羅的解析

4週、8ヶ月、10ヶ月齢のラットの口腔組織を構成する各細胞からRNAを抽出し、マイクロアレイを用

いた遺伝子発現解析を行った。

２．細胞組織活性グループ

1）口腔粘膜・組織および唾液腺における、水/イオン/蛋白の透過調節機構の活性化と制御

口腔内は唾液と、付着上皮を含む口腔粘膜の重層扁平上皮を透過した組織液によって恒常性が維持さ

れており、これらの水/イオン/蛋白の輸送・修飾経路を活性化することが、口腔環境の維持と生体防御に

重要と考えられる。このことから、①口腔重層扁平上皮および歯肉付着上皮における透過性調節機構と

接着機構に関与する因子の解明と活性化、②細胞間・細胞内経路を介した唾液蛋白質・水分泌機構と、

これらの加齢に伴う変化と活性化、を目的として研究を行なった。

2）加齢に伴う細胞膜イオン機構変調

Aging / anti-agingをもたらす口腔諸組織諸細胞の細胞膜イオンチャネルの変調機構の検討を目的として、

①外界との境界を構成する口腔組織である、唾液腺腺房細胞、口腔粘膜上皮、象牙芽細胞における、細

胞膜チャネル加齢変化の電気生理学的検討、若年および老齢ラットにおけるAQP5の機能を全細胞電流と

して記録／解析し、細胞膜の単位面積における発現量を比較検討するとともに、Ca2+ signalの加齢に伴う

変化の検討、②口腔関連組織のイオンチャネルを標的とするアンチエイジングの基本的な細胞分子メカ

ニズムの検討を試みた。
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3）口腔粘膜・組織および唾液腺の組織幹細胞の解析と分化調節

幹細胞（前駆細胞）は、通常の細胞と比較して細胞の大きさが小さいと いわれており、この大きさの維

持に幹細胞ならびにその周辺部の細胞において、ボリュームレギュレーションに関わるチャネルが作用

していると考えられることから、幹細胞の細胞株あるいは腫瘍細胞株を用いて高浸透圧、低浸透圧状態

における細胞のボリュームの維持にClチャネル、AQP、TJがどのように作用しているのかを、電気生理

を用いたイオン輸送のモニタリング、ならびにウェスタンを用いた発現レベルの変動を明らかにするこ

とで、老化によるボリュームレギュレーションの調節ならびにAQPやClチャネルの発現変動がAgingとど

のように関わるか、検討を試みた。

4）加齢および細胞ストレスに対するラクトフェリンおよびラクトフェリン受容体の関与の検討

In vitroで細胞の抗ストレス／サバイバルとラクトフェリン受容体の関与を検討することを目的として、

①ラクトフェリンによるcell survival signaling活性化を認める細胞（ヒト白血病細胞: Meg-1, HL-60, ヒト扁

平上皮癌細胞: SAS, HSC-4）での各ラクトフェリン受容体（結合タンバク）の発現のRT-PCRによる確認、

②発現が確認されたラクトフェリン受容体についてsiRNAを合成しgene silencingによる細胞のラクトフェ

リンに対する反応（細胞死／PLD活性化／Akt活性化など）に与える影響の検討、③発現の抑制についてウ

エスタンブロット等によるタンパク量の確認、④cell survival signalingに関与するラクトフェリン受容体を

推定することを試みた。

３．口腔疾患予防グループ　

１）加齢と口腔内細菌叢

加齢によって唾液分泌、残存指数等の変化が起こると共に口腔内細菌叢も変化する。この変化は、歯

周炎、誤嚥性肺炎等の感染症の発症にも関与する。口腔感染症抑制を目的とし、Candida albicansを中心と

してこの変化を明らかにすることを試みた。

２）自然免疫物質による口腔感染症の抑制

唾液中にはシスタチンをはじめとする種々の自然免疫物質が存在しそれが、外来病原体の定着を阻止し

ている。その応用による口腔感染症の抑制を目指し唾液中抗菌物質の機能解析を行った。

DNA vaccineによる歯周病の予防

３）Porphyromonas gingivalisは、慢性歯周炎の主要な病原体である。本菌の表層タンパク分解酵素Arg-

gingipainは、本菌の病原性の中心的な役割を果たしている。Arg-gingipainAに対するDNA vaccine接種は、

マウスのP. gingivalis感染モデルにおいて歯槽骨吸収を非感染のマウスレベルまで抑制させ、このワクチ

ンによる歯周炎予防の可能性を明らかにした。

４）歯周病原菌の他臓器への影響

歯周病原菌は複数の経路によって口腔以外の臓器の疾患に関わっていることが示唆されている。本年

度は、口腔細菌による誤嚥性肺炎の阻止のための、口腔環境（細菌叢）の視覚的な評価システムの確立と、

歯周病の動脈硬化症への関わりを明らかにする目的で歯周病原菌の血管内皮細胞への侵入性について解

析を行った。

４．再生医療グループ

１) 組織幹細胞と老化予防

老化が組織の不可逆的な退行現象とすれば　組織に普遍的に存在する再生機構は老化予防の重要な機

構である。本年度は、癌幹細胞にはSP細胞と同じ性質を持つ細胞が存在することから、癌幹細胞をSP細

胞分離の技術を応用して効率よく分離することを目指した。

２) 筋機能再生のための筋衛星細胞活性化に関する基礎的研究

加齢、その他の原因で衰えた筋機能を、筋幹細胞（筋衛生細胞、筋SP細胞）の分化を人工的に開始、促

進することによって、筋肥大のメカニズムを惹起し、筋機能を再生させることを目的とした。
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３）幹細胞と3次元培養を応用したbiocompatible toothによるアンチエイジング

幹細胞とティッシュエンジニアリングの技術を応用することにより、形態形成をコントロールするこ

とが歯牙再生へのアプローチであると考え、本年度は、歯乳頭細胞において消失した歯牙形成遺伝子の

検索、３次元培養法について検討した。

４) 薬物送達システム（DDS）を利用したシンバスタチンの徐放性制御

シンバスタチンは骨芽細胞のBMP-2産生を促進するといわれているが、DDSを利用した本剤の局所投

与法を構築するために、シクロデキストリンに包接しその徐放特性を検討した。

５) バイオリアクターを応用した顎骨再生

ラジアルフロー型のバイオリアクターを用いた３次元培養法を確立し、顎骨再生を目指した。

６) 歯肉口腔粘膜上皮細胞のチタンへの接着性向上

口腔粘膜上皮細胞の初期培養を行い、インプラント体と歯肉上皮組織の接着性の向上を目指した。

■脳科学論文が雑誌PAINの表紙を飾る

生理学講座の澁川義幸講師と石川達也前学長

らの共著による「Cerebral cortical dysfunction in 

patients with temporomandibular disorders in associa-

tion with jaw movement observation」が、雑誌PAIN

の2007年3月号に掲載され、同時に同論文が表紙

写真を飾る栄誉を得た。

この論文は、顎関節症患者が運動行為の観察

と関連した大脳皮質の認知機構障害を有するこ

とを示した最初の報告である。

顎関節症は、顎関節および咀嚼筋組織に一群

の慢性疼痛状態を呈する疾患と定義されており、

国民の6%が罹患しているとされている。澁川講

師らは、顎関節症と大脳皮質機能の関連を探る

ために、顎関節症患者が、他者の顎運動を観察

しているときの大脳皮質ニューロン活動を記録

し、健康な被験者と比較した。

このような「他者の運動を観察する時に活動す

る神経細胞群」はミラーニューロンと言われて最

近脚光を浴びており、テレビ番組などでもたび

たび紹介されている。たとえば、「あくびがうつ

る」ことや、喫茶店で差し向かいの2人の人間が、

偶然のように同じ姿勢で話しこんでいることな

どは、このミラーニューロンが、相手（他者）の

行動を模倣するように大脳から指令するために

起こる。

通常、顎運動を見ているときには、大脳皮質

の「自分の体の位置をモニターする部位」と「運

動をつかさどる部位」の2つの大脳皮質部が活動

する。しかし顎関節症患者では、この両者の活

動が消失する。このことから、他者の運動を観

察し模倣しようとする大脳機能の障害が、顎関

節症の症状増悪と発症にきわめて重要な役割を

演じていることが示された。

なお、この研究は脳科学研究施設に設置されて

いる306ch 全頭型脳磁界計測装置（MEG）を用い

て行われたもので、HRC第3および第6プロジェク

トの研究助成によって遂行されたものである。

■平成19年度特別奨学生決定

平成19年度特別奨学生が、選考委員会及び教

授会の議を経て下記のとおり決定した。

なお、特別奨学生には、東京歯科大学に在学

し、学業成績・人物が優秀でかつ健康であり、

他の学生の模範となる学生が選出される。

トピックス

PAIN誌（2007年3月号）の表紙を飾った澁川講師ら
の論文
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第6学年 

1 青　木　一　充 44 木　村　領　太 

100 奈　良　宏　周 134 本　吉　真　人 

143 横　山　麻　衣

第5学年 

26 岡　田　玲　奈 6 重　政　理　香 

109 樋　口　はる香 126 正　村　　　綾 

136 宮　井　友　理

第4学年 

7 池　畑　直　樹 28 大　平　貴　士 

46 栗　田　容　輔 106 三　友　啓　介 

125 田　香　織

第3学年 

45 河　野　由　貴 69 橋　由香里 

92 中　村　有　希 94 中　山　亮　平 

134 矢　部　真貴子

第2学年 

14 池　田　朋　子 19 岩　脇　清　一 

67 杉　浦　里　歩 93 根　木　沙枝子 

122 三　島　倫太郎

第1学年 

27 翁　長　欣　子

■学生会主催新入生オリエンテーション開催

恒例の学生会主催新入生オリエンテーションは

平成19年4月14日（土）午後1時から教養棟第5教室

で開催され、多数の新入生が出席した。

まず、樋口はる香学生会総務委員長（5年）より

学生会の活動内容について説明があり、クラブ

活動も含め課外活動も積極的に参加して文武両

道の有意義な学生生活をおくってほしいとの新

入生へのエールが贈られた。その後、黄地健仁

東歯祭実行委員長（3年）より東歯祭について、

また大平貴士歯科学生交流会局長（4年）より延

世大学校歯科大学との交流プログラムについて説

明があり、引き続いて運動系・文化系それぞれの

クラブ・同好会の紹介が行われた。

クラブ・同好会の紹介は、午後1時15分～午後2

時25分と午後2時35分～午後3時50分の二部にわ

たって行われ、パワーポイントや映像を駆使し

て魅力をアピールするクラブが見られる一方で、

ビッグバンドジャズ部やダンス部など実技を披

露するクラブもあり、手作りのチラシの配布で

するクラブもありと新入生の眼を様々に惹きつ

けていた。また、昨年度に続いて歯科衛生士専

門学校生もオリエンテーションに参加し、会場

は超満員であった。

学生会ニュース

参加した新入生は熱心に説明に聞き入り、午

後4時に終了すると直ちに興味を持ったクラブ・

同好会の下を訪ね、先輩たちの温かい歓迎を受

けた。

アカペラでアピールする混声合唱部：平成19年4月14
日（土）、教養棟

教室を出ると先輩達が大歓迎：平成1 9年4月1 4日（土）、
教養棟
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図書館から

■本学教員著書リスト	 パッケージやオープンアクセスジャーナルを含

（本学の教員名が標題紙に記載されているものに	 む、東京歯科大学からアクセス可能な電子ジャー

限定） ナルのリストの提供を始めた。

井出　吉信　編　「咀嚼の事典」朝倉書店　2007

柴原 孝彦, 片倉 朗 編著「口腔がん検診どうする ■史料室から

の、どう診るの」クインテッセンス出版　2007 昨年度、管理システムPapyrusが導入されたことで、

○本学教員の著書については、特に収集に努め 史料室倉庫の整理を行う準備が整った。史料室倉

ております。著書発刊のおりにはご寄贈のほど、 庫には、展示がされていない、貴重な史料が多数、

よろしくお願いします。 保管されている。現在、史料の写真を撮り分類、説

明等を加えて、整理する作業を順次進めている。

■図書館ガイダンス報告	 6月より大学史料室長に北林伸康室長が就任し、いっ

図書館では、図書館の利用方法を理解して図 そうの史料室史料の公開および充実に向けて、整理

書館をより有効に活用していただくためにガイ を行う予定である。

ダンスを開催した。期間は5月8日から3週にわた

り「図書の探し方と史料室」「和雑誌の文献を探

そう」「洋雑誌の文献を探そう」と3コースに分け

て行った。

実際に医中誌やPubMedで検索した文献を手に


入れるまでの実習を通し、図書館の使い方を紹介


した。今後もより多くの利用者に参加していただ


けるようなガイダンスの開催を検討している。


■電子ジャーナルの利用について（平成19年度）


電子ジャーナル管理ツール導入


図書館では電子ジャーナルの普及に伴い、さま

ざまなパッケージを購入・契約することで利用可 ■日本医学図書館協会総会へ参加

能タイトルを積極的に増やしてきた。それと同時 平成19年5月31日と6月1日に、埼玉医科大学附

に、複数のパッケージを同時に検索したい等のリ 属図書館を代表機関として、大宮ソニックシティ

クエストがあった。そこで、今年度より電子ジャー 2階小ホールにて開催された第78回NPO法人日本

ナル管理ツール『EBSCO A-to-Z』を導入し、下記 医学図書館協会総会に、図書館から高橋英子閲

覧係長と島田和浩総務係長が出席した。今年は

日本医学図書館協会設立80周年に当たり、第1日

目はそれを受けて記念講演とパネルプレゼンテー

ションが行われた。第2日目は総会の後、4つの

テーマの分科会に分かれ、それぞれの会場で事

例報告と意見交換が活発に行われた。なお、次

回は平成20年5月29日と30日に、北海道医療大学

総合図書館を代表機関として、札幌の京王プラ

ザホテル札幌にて開催される予定である。

史料室収蔵品紹介　血脇守之助先生胸像制作中（ガラス
乾板より）

図書館ホームページ（http://www.tdc.ac.jp/lib/）よ
りリンク
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歯科衛生士専門学校ニュース


■平成19年度歯科衛生士学校入学式 全員が校歌を斉唱し、式は終了した。

歯科衛生士専門学校第59期生の入学式は、4月 入学式に続き、嶋村一郎教務部長から新入生な

6日（金）午前10時から千葉校舎講堂において、 らびに保護者に、ご臨席頂いた来賓の方々および

来賓、学校関係者、在校生ならびに新入生父母 教職員が紹介された。さらに新入生は記念写真撮

臨席のもとに厳粛裡に挙行された。 影の後に、学年主任・副主任からオリエンテー

式は橋本貞充学生部長による司会、開式の辞 ションを受け入学式当日の日程を終了した。

に始まり、国歌斉唱後、眞木吉信副校長から新

入生一人一人が呼名・起立により紹介され、次

いで下野正基校長が訓辞を述べられた。引き続

き、井上 裕学校法人東京歯科大学理事長の代理

として熱田俊之助常務理事、金子 譲東京歯科大

学学長ならびに中井麗子歯科衛生士専門学校同

窓会会長からご祝辞をいただいた。その後、在

校生を代表して中関恵美さんが歓迎の辞を述べ、

次いで新入生を代表して渡邉彩香さんが誓詞を

述べた。また、新入生には歯科衛生士専門学校

の徽章が校長より授与され、代表の曹 穎春さん
誓詞を述べる新入生代表：平成19年4月6日（金）、千
葉校舎講堂

の襟に輝いた。最後に在校生のリードで出席者

訓　　辞

東京歯科大学歯科衛生士専門学校

校　長　下野　正基

桜の花もほころび、まさに春たけなわの本日、ここに東京歯科大学学長ならびに東京歯科大学歯

科衛生士専門学校同窓会長をはじめ、多数のご来賓のご臨席をいただき、平成19年度の入学式を迎

えることができましたことは、誠に喜ばしいことと存じます。

新入生の皆さん、ならびに保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。本校の教職員を代表し

て、心からお祝い申し上げます。

本校は、わが国最初の歯科衛生士養成機関として、昭和24年に東京都千代田区で開校されました。

その後、平成元年にこの千葉の地に移転し、平成16年度からは歯科衛生士の教育年限を3年制に移行

して、教育の充実を図ってきておりますが、この58年の間に2,021名の卒業生を世に送り出してきま

した。卒業生の方々はそれぞれ歯科医療や保健福祉の現場においてめざましい活躍をされています。

少子高齢化や疾病構造の変化にともない、昨今の歯科医療・保健・福祉の分野は大きな変革の時

期を迎えております。国民の健康志向、生活の質の向上に対する願望を反映して、歯科医療・保健

に対する要望も、治療から予防へと大きく変化しつつあります。このような社会情勢の中にあって、

歯科衛生士の活躍の場は今後ますます広がっていくものと思われますが、一方で多様化する社会の

要請に応えるためには、より多くの知識や技能が求められることにもなります。

本校の大きな特徴は、大学付属病院という恵まれた環境での臨床実習にありますが、それに加え

て、地域の保健所、小学校、高齢者や障害者の医療・福祉施設における臨地実習にも力を注ぎ、多
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様なニーズに対応できる歯科衛生士を育てるための努力をしております。

さて、新入生の皆さんは今日の日を迎え、入学の喜びと希望に溢れていることと思います。皆さ

んはこれからの3年間、歯科医学・医療に関する基礎や専門の科目はもとより、保健・福祉にわた

る広い分野について多くのことを学ばなければなりません。決して容易な道のりではありませんが、

この3年間は皆さんにとってかけがえのない青春の大切な時期でもあります。勉学はもとより友情

を育むなど、様々な面で充実した学生生活を送っていただきたいと思います。

不慮の事故で手足の自由を失い、僅かに動く口に筆をくわえて詩画を描き続けている星野富弘と

いう人がいます。不自由な身体ですから、一つの作品を完成するのに約2週間もかかるといわれて

いる詩画は、身近な草花を題材にしています。どの作品も口で描いたとは思えないほど美しく、ま

たそこに添えられている短い詩は私たちの心に深く染み込んで、大きな勇気に変えてくれます。

微妙な赤い色が鮮やかな、秋のアジサイを描いた作品には、「一日は白い紙、消えないインクで

文字を書く、あせない絵の具で色をぬる。太く、細く、時にはふるえながら、一日に一枚、神様が

めくる、白い紙に、今日という日を綴る」という詩が書かれています。

新入生の皆さんは今日から学生生活がはじまるわけですが、漫然と時を過ごすのではなく、毎日

一枚の白い紙にしっかりした文字を書き、感動に満ちあふれた絵を描き続けて下さい。3年間の学

生生活が心身ともに健康で、本校での学生生活が実り多いものであることを心より祈念して訓辞と

いたします。

誓　　詞

第59期新入生代表

渡邉　彩香

学校長訓辞の意を体して、克く学生の本分を尽くし、必ず素志を貫徹し、本校の伝統を昂揚する

よう務めることを確く誓約いたします。

平成19年度新入生

秋葉　　咲 秋葉　直子 家田友香里 石橋　明子 伊藤　仁美 井原由樹子

今井　晴美 植草　詩織 岡村　千晶 小川　千晴 樫原　杏奈 木村絵里奈

呉　　暁恵 小舩　愛美 小松　愛実 近藤　秀美 坂本　　望 佐藤　礼奈

佐野　夏樹 須野亜由美 曹　　穎春 大学明日菜 香織 滝澤　彩実　

竹之内香純 冨張　水尾 中村亜希子 中村由佳里 鍋谷　知里 西谷英理華

沼口　仁美 根本めぐみ 長谷川　愛 菱木　恵梨 日野麻衣子 藤原　祐花

真下　侑香 三浦　知夏 山崎　和香 山田　静香 山元あかね 油科　裕美

吉森　千明 渡邉　彩香 渡邊　恵莉 渡邊　雅子



平成19年5月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第224号　　（29）

■平成19年度学生会総会ならびに新入生歓迎会 ドローム」をテーマにそれぞれ6班に分かれてKJ

新入生46名を迎え、平成19年度歯科衛生士専 法によりディスカッションを行い、その結果を発

門学校学生会総会が4月21日（土）午前11時から 表した。夕食をとり一息ついた後に、学年ごとに

千葉校舎厚生棟1階において開催され、3学年の 6班に分かれ、1年生は「東京オリンピック」2年生

学生全員がそろう初めての機会となった。学校 は「代理出産」をテーマに賛成派と反対派に分か

からは、嶋村一郎教務部長、橋本貞充学生部長 れてディベートを行った。1グループにつき3試合

と専任教員が出席した。学生会役員の司会進行 の対戦を行ったが、ルールに則った試合形式と

により、平成18年度活動報告と会計決算が承認 あって活発な質疑応答が繰り広げられ、夜の9時

され、続いて平成19年度活動計画案と予算案が に1日目の日程を終了した。

満場一致で可決承認された。 2日目は朝7時からの朝食に皆元気に顔を見せ、

総会に引き続き、新入生歓迎会が開催され、 その後11時30分まで2学年が半数ずつの混合のグ

軽食をとりながら歓談し、和やかな雰囲気のう ループで「格差社会」というテーマについて、KJ

ちに会は進行した。最後にビンゴゲームで大い 法でアイデアを出しながらのディスカッション

に盛り上がるなか、午後1時閉会となった。 を行い、その結果をまとめて発表した。最後に

研修の自己評価表と報告書をまとめ、12時から

は閉講式を行った。コミュニケーションゲーム

とディベートで成績優秀であったグループの表

彰を行った後、下野正基校長より、各グループ

とも課題にまじめに取り組み、よく整理された

発表ができ研修の成果がみられたと、学生への

ねぎらいのご挨拶をいただいて、すべての日程

を終了し、現地にて解散した。

■学外研修セミナー開催

第1学年と第2学年合同の学外研修セミナーが平

成19年5月11日(金)、12日（土）に1泊2日の日程で

ウェルサンピア千葉において行われた。グループ

ディスカッションとその発表を行うことで、問題

発見、整理、解決に取り組む中で、協力し合う態

度を身につけるとともに、学生同士の親睦を深め

ることを目的としている。

午前10時30分より開講式が行われ、下野正基校

長から十分に研修の成果を挙げることを期待する

とのご挨拶をいただいた。その後直ちにコミュニ

ケーションゲームを行って、まずアイスブレーキ

ングを図った。ついで、2年生による健康に関す

るアンケート調査の報告会を行った。7つの班ご

とに健康をキーワードとして様々なテーマについ

ての発表が行われ、1年生も興味深く聞き入り、

有意義な報告会となった。その後1年生は「公共

交通機関でのマナー」2年生は「メタボリックシン

3学年が集合しての新入生歓迎会：平成19年4月21日
(土)、千葉校舎厚生棟1階

グループでのディスカッション：平成19年5月11日
（金）、ウェルサンピア千葉

グループのまとめの発表：平成19年5月12日（土）、ウ
ェルサンピア千葉
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■木崎治俊先生に名誉講師の称号授与

東京歯科大学歯科衛生士専門学校教員会の推

薦により、木崎治俊先生に歯科衛生士専門学校

の名誉講師の称号が授与された。木崎先生は、

平成2年から14年間生化学の講師を、その後1年

間は人間生物学の講師を務められた。また平成2

年からの4年間は生化学実習の講師も務められ、

長年にわたって本校の歯科衛生士教育にご尽力

をいただいた。

名誉講師称号記授与式ならびに懇親会は、36

名の教員の出席のもと、平成19年5月15日（火）

午後6時30分よりホテルニューオータニ幕張で、

記念写真の撮影に引き続き、2階ステラの間にお

いて行われた。まず、下野正基校長、金子 譲学

長から木崎先生の歯科衛生士教育に対する功績

の大きさを称え、長年のご苦労を慰労されるお

ことばと、今後の本校の発展を祈念する旨ご挨

拶をいただいた。

続いて、下野校長より木崎先生に名誉講師称

号記が授与された。木崎先生からご挨拶を頂い

た後、藥師寺 仁副学長のご発声による乾杯で懇

親会に移り、木崎先生を囲んでの和やかなひと

ときとなった。午後8時には木崎先生の今後のご

健勝を祈りつつ閉会となった。

名誉講師称号記を手に挨拶される木崎先生：平成19年
5月15日（火）、ホテルニューオータニ幕張

■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27名、教員2名）

平成19年4月23日（月）、24日（火）歯科理工学

実習

○旭川歯科学院専門学校（学生42名、教員3名）

平成19年5月14日（月）千葉病院、解剖標本室、

衛生士学校、他見学

市川総合病院

○佐伯栄養専門学校（学生4名）

平成19年5月26日（土）厨房、臨床検査科病理

検査室見学

■海外出張

○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研究に関す

る打合せのため、4月13日（金）から15日（日）

まで、韓国・ソウルへ出張。

○片倉朗講師（口腔外科） 

American Association for Cancer Research Annual

人物往来

meeting 2007で発表のため、4月14日（土）から

19日（木）まで、アメリカ・ロスアンゼルスへ

出張。

○蔵本千夏助教、浮地賢一郎レジデント（市病・

オーラルメディシン） 

2007 Meeting of the American Academy of Oral

Medicineに参加及び発表のため、4月17日（火）

から23日（月）まで、アメリカ・サンディエゴ

へ出張。

○澁川義幸講師（生理）

延世大学で行われる2007 International Sympo-

sium on Cell Signalingで発表のため及び、研究

打合せのため、4月18日（水）から4月22日（日）

まで、韓国・ソウルへ出張。

○平井義人教授（保存修復） 

European Division World Federation for Laser

Dentistryで発表のため及び、延世大学保存学教

室との研究打合せのため、4月25日（水）から5

月1日（火）まで、フランス・ニースへ、5月1

日（火）から5月3日（木）まで、韓国・ソウル

へ出張。
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○加藤純二講師、明石 豪助教、中澤妙衣子助教、	 （金）から5月8日（火）まで、台湾・台北、台中

岡田崇大学院生（保存修復） へ出張。

European Division World Federation for Laser ○島崎 潤教授、川北哲也講師、川島素子助教、

Dentistryに参加及び発表のため、4月25日（水） 冨田真智子レジデント、比嘉一成研究技術員

から、加藤講師は5月2日（水）まで、明石助教、 （市病・眼科）、吉田悟客員講師（角膜センター） 

岡田大学院生は5月1日（火）まで、中澤助教は The Association for Research in Vision and Oph-

4月29日（日）まで、フランス・ニースへ出張。 thalmologyへ出席のため、5月5日（土）から、

○末森豪大学院生（保存修復）	 島崎教授は12日（土）まで、川北講師、川島助

European Division World Federation for Laser 教、冨田レジデント、比嘉研究技術員、吉田

Dentistryで発表のため及び、ニューヨーク大学 客員講師は13日（日）まで、アメリカ・フォー

見学のため、4月25日（水）から29日（日）まで、 トローダーデールへ出張。

フランス・ニースへ、4月29日（日）から5月6 ○橋本正次教授（法人類学）

日（日）まで、アメリカ・ニューヨークへ出張。 Study World 2007（ドイツ及び、ヨーロッパの

○内山健志教授（口腔外科）	 留学を希望する学生を対象としたイベント）に

48th Korean Congress of Oral and Maxillofacial 出席し広報活動を行うため、5月9日（水）から

Surgeonsで発表のため、4月26日（木）から4月 13日（日）まで、ドイツ・ベルリンへ出張。

28日（土）まで、韓国・ソウルへ出張。 ○内山健志教授（口腔外科） 

○ 澤孝彰教授（口腔超微構造） 1st International Oral and Maxillofacial Surgery

29th Asia Pacific Dental Congressで講演のため及 Congressに参加のため、5月13日（日）から22日

び、インドネシア大学で講演のため、4月26日 （火）まで、トルコ・アンタルヤへ出張。

（木）から4月29日（日）まで、インドネシア・ ○高市真之大学院生（市病・オーラルメディシン）

ジャカルタへ出張。 延世大学との口腔粘膜ステムセル研究に関す

○ビッセン弘子教授、徳光加代子看護師、大木伸一	 る研究打合せのため、5月16日（水）から19日

視能訓練士、中村邦彦非常勤講師、吉野真未診 （土）まで、韓国・ソウルへ出張。

療援助（水病・眼科） ○神庭光司助教（有床義歯補綴）

The American Society of Cataract and Refractive ノーベル バイオケアワールドカンファレンス

Surgeryで発表のため、ビッセン教授は4月27日 2007に参加のため、5月19日（土）から25日（金）

（金）から、徳光看護師、大木視能訓練士、中村	 まで、アメリカ・ラスベガスへ出張。

非常勤講師、吉野診療援助は4月28日（土）から、 ○森下亜矢子助教（クラウンブリッジ補綴）

5月5日（土）まで、アメリカ・サンディエゴへ ノーベルバイオケアワールドカンファレンス

出張。 2007に参加のため、5月19日（土）から26日（土）

○齋田菜緒子助教（水病・口腔健康臨床科）	 まで、アメリカ・ラスベガスへ出張。

ハンセン病患者の歯科医療援助及び技術指導 ○下野正基教授（病理）

のため、4月28日（土）から5月3日（木）まで、 FDI年央理事会に出席のため、5月30日（水）か

ラオス・パクセーへ出張。 ら6月4日（月）まで、フランス・フェルネボル

○佐竹良之講師（市病・眼科）	 テールへ出張。

ハーバード大学医学部免疫学との研究打合せ ○白石建教授（市病・整形外科）

のため及び、Association for Research in Vision ヨーロッパ頚椎外科学会で発表のため及び、

and Ophthalmologyに参加のため、5月3日（木） 低侵襲脊椎外科研究会に参加のため、5月30日

から5月12日（土）まで、アメリカ・ボストン （水）から6月5日（火）まで、ベルギー・ルーベ

及び、フォートローダーデールへ出張。 ン、フランス・デジョンへ出張。

○金子譲学長

台湾歯科医師会からの感謝状授与式出席及び、

台中の障害者施設見学・交流のため、5月4日
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大学日誌

平成19年4月 10（火） 臨床修練委員会

1（日） 研修管理委員会 臨床教授連絡会

2（月） 千葉病院レジデント新任式 全体教授会

学生部（課)事務連絡会 人事委員会

省エネルギーの日・防災安全自主点検日 歯科衛生士専門学校教員会

新採用者オリエンテーション（市病） 11（水） 基礎教授連絡会

3（火） 歯科臨床研修開始式 大学院運営委員会

看護部運営会議（市病） 大学院研究科委員会

4（水） リスクマネージメント部会 歯科衛生士専門学校1年生前期授業開始

感染予防対策委員会（ICT） 救急委員会（市病）

MRSA院内感染対策委員会 薬事委員会（水病）

教務部（課）事務連絡会 リスクマネージメント部会（水病）

千葉校舎課長会 感染予防指導チーム委員会（水病）

研修医オリエンテーション（市病） 12（木） 大学院入学式

輸血療法委員会（市病） 大学院オリエンテーション

平成19年度歯科医師臨床研修開始式（水病） 薬事委員会（市病）

口腔健康臨床科学講座会（水病） 病院幹部会（水病）

5（木） 入学式 水道橋病院症例報告会（水病）

6（金） 新入生・学士編入学者オリエンテーショ 13（金） 第24回CPR＋AED講習会（市病）

ン・5年生オリエンテーション 14（土） 学生会主催新入生オリエンテーション

5年生登院器材刻印・検査 16（月） 医療連携委員会

歯科衛生士専門学校入学式 環境清掃日・危険物・危険薬品廃棄処理日

ICT委員会（市病） 17（火） 教養科目協議会

9（月） 5年生前期授業開始 看護部運営会議（市病）

5年生（114期）登院式 院内褥瘡対策委員会（市病）

2・3・4年オリエンテーション 科長会（水病）

新入生水道橋校舎・病院並びに市川総合 医療安全管理委員会（水病）

病院見学 感染予防対策委員会（水病）

大学院事務連絡会 個人情報保護委員会（水病）

病院運営会議 18（水） 新入生学外セミナー（～20日）

医療用具治験審査委員会 19（木） 千葉校舎課長会

個人情報保護委員会 業務連絡会

医療安全管理委員会 先進医療委員会

感染予防対策委員会（ICC） 部長会（市病）

臨床教育委員会 管理診療委員会（市病）

医局長会 20（金） 機器等安全自主点検日　

医療安全研修会 23（月） 第63回歯科医学教育セミナー

歯科衛生士専門学校2年生前期授業開始 24（火） 大学院ベーシックセミナー

歯科衛生士専門学校1年生オリエンテー （～27日 5月7日・9日）

ション（～10日） 薬事委員会

10（火） 1・2・3・4年生前期授業開始 データ管理者会議
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24（火） カルテ整備委員会 14（月） 医局長会

診療記録管理委員会 医療安全研修会

25（水） 病院連絡協議会（水病） 学生部（課）事務連絡会

診療録管理委員会（水病） 15（火） 臨床教授連絡会

院内情報システム検討委員会（水病） 講座主任教授会

26（木） 情報システム管理委員会 人事委員会

院内感染症予防対策委員会（市病） 歯科衛生士専門学校教員会

27（金） 千葉病院医療連携協議会 歯科衛生士専門学校名誉講師称号記授与式

社保委員会（水病） 環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

平成19年5月 看護部運営会議（市病）

1（火） 全学休講日（～2日） 会計監査（～18日）（水病）


省エネルギーの日・防災安全自主点検日 16（水） 基礎教授連絡会


看護部運営会議（市病） 大学院運営委員会


2（水） リスクマネージメント部会 大学院研究科委員会


感染予防対策委員会（ICT） 17（木） 千葉校舎課長会


MRSA院内感染対策委員会 業務連絡会


口腔健康臨床科学講座会（水病） 医療安全管理委員会（市病）


7（月） 大学院春期ベーシックセミナー 部長会（市病）

図書委員会 管理診療委員会（市病）


8（火） 教務部(課)事務連絡会 科長会（水病）


9（水） 会計監査（～11日・14日） 医療安全管理委員会（水病）


大学院春期ベーシックセミナー 感染予防対策委員会（水病）

薬事委員会 個人情報保護委員会（水病）

救急委員会（市病） 18（金） 院内褥瘡対策委員会（市病）

理事会（法人） 19（土） ふれあい看護体験（市病）

薬事委員会（水病） ピアノコンサート（市病）

臨床検査室委員会（水病） 21（月） 医療連携委員会

放射線委員会（水病） 第64回歯科医学教育セミナー

リスクマネージメント部会（水病） 機器等安全自主点検日

感染予防指導チーム委員会（水病） 会計監査（～23日）（法人）

10（木） 手術室運営委員会（市病） 教職員研修会（水病）

病院幹部会（水病） 22（火） 教養科目協議会

11（金） 電気設備法定検査（～13日） 23（水） 大学院新入生学外総合セミナー

歯科衛生士専門学校1・2年生研修セミナー （～25日・かずさアカデミアパーク）

（～12日） 治験審査・倫理委員会（市病）

第25回CPR＋AED講習会（市病） 健康管理委員会（水病）

ICT委員会（市病） 病院連絡協議会（水病）

14（月） 大学院事務連絡会 診療録管理委員会（水病）

病院運営会議 院内情報システム検討委員会（水病）

個人情報保護委員会 24（木） 先進医療委員会

医療安全管理委員会 保険診療検討委員会（市病）

感染予防対策委員会（ICC） 院内感染症予防対策委員会（市病）

臨床教育委員会 25（金） 社保委員会（水病）
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26（土） 5年生前期定期試験（1日目） 29（火） カルテ整備委員会

水道橋病院研修管理委員会（水病） 診療記録管理委員会

協力型研修施設説明会（水病） 理事会（法人）

28（月） 平成19年度定期健康診断実施（～6月1日） 評議員会（法人）

29（火） データ管理者会議



高
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［訂正］
広報第223号記事訂正／第223号の写真キャプションに次の間違いがありましたので、お詫びして訂正致します。
2頁　写真左下キャプション　（誤）井手学監　→　（正）井出学監

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　 木直人　田口達夫　三木敦史　山岸 等（平成19年5月現在）

編集後記

3年間担当した編集委員会で発刊する最後の大学広報をお届けします。金子学長は大学の広報活動に大変ご熱心であり、今

号にも“三年間を振り返って”を寄稿していただき、学長ご自身の言葉で3年間を振り返りながら、われわれに熱く語ってお

られます。

写真は教養棟からグランドの境界で最も高くそびえている「ヒポクラテスの木」です。このプラタナスの木（和名：篠懸（す

ずかけ））の横の大理石の碑に、「ここに植樹されたヒポクラ

テスの木はギリシャのコス島の原木の直系株（篠田株）であ

り、同窓の十期会の発案により岩手医科大学から本学に分与

されたものである」、その横にはヒポクラテスの箴言である

「人生は短く学は遙けし機は逸し易く試みは過ち多く判断は

至難なり　石渡隆司　訳」と記載されています。この木は昭

和57年4月30日に本学の新しいキャンパスにおける教育・

研究・診療の指標として、この箴言の一節を掲げ記念植樹さ

れたと記録されています。

最後に17回の大学広報の原稿を担当して頂いた編集委員の

皆様に感謝いたします。また、企画・調査室の北林室長ならび

に直接編集を担当してこられた江波戸さんに深謝いたします。

（大学広報部長: 松久保　隆）
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