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本号の主な内容

・台北医学大学との姉妹校協定締結

・東京歯科大学口腔がんセンター開所

・第38回歯学体夏期部門開催

・延世大学校歯科大学との学生交流

・科学研究費補助金 平成18年度新規採

択課題の要旨

2006年6・7・8月

220号

中華民国台北市に所在する台北医学大学と本学

との姉妹校協定が同大学講堂において締結された。

締結式には、本学から井上 裕理事長、金子 譲

学長、藥師寺仁副学長、佐藤亨教授、前田健一郎

法人庶務課員が列席。台北医学大学からは、

呉成文理事長、許重義学長、林哲堂口腔医学院

長はじめ教職員、学生約150名が出席した。

はじめに、呉理事長から台北医学大学を代表し

て挨拶があり、これを受け井上理事長から「本日

は、台北医学大学との調印締結をお祝い致します。

本学と友好を深めることは勿論のことですが、今

後台日交流の大きな架け橋となるよう期待してお

ります。」と挨拶された。

つぎに許学長の挨拶後、金子学長から「どんな

に科学技術が進化しても人と人とのつながりや友

情はかけがえのないものであり、全てのものへの

最高の活力源となります。この度の調印が、若い

次世代の学術、医術発達のパートナーとなること

を願っております。」と挨拶された。

続いて呉理事長、許学長と井上理事長、金子学

長により協定書への署名が行われ、引き続き記念

品の交換、最後に記念撮影が行われ締結式は終了

した。

また、金子学長、藥師寺副学長は、中華牙医学

姉妹校協定を交わし、記念撮影：平成18年8月29日（火）、台北医学大学講堂

台北医学大学口腔医学院との姉妹校協定締結
平成18年8月29日（火）



「口腔がん」の診断と治療の医療水準の向上を

はかり、歯科と医科との高度の集学的治療を行う

ことで歯科医学の発展に寄与するため、東京歯科

大学口腔がんセンターが市川総合病院に設置され

た。同センターは、平成18年4月1日（土）より市川

総合病院の歯科・口腔外科の一角に仮オープンして

いたが、センター施設がついに完成し、平成18年

7月1日（土）に正式オープンの運びとなった。

これを記念し、平成18年7月5日（水）午後5時30

分より同センターの見学会、午後6時より開所披

露式が開催された。

見学会においては、井上 裕理事長、金子 譲学

長はじめとした大学役職者、および関係者による

施設内の視察が行われ、設備の整った環境に一同

大きく感銘を受けていた。

開所披露式は市川総合病院講堂にて、安藤暢敏

副病院長の司会で執り行われた。まず、10分ほど

のプレゼンテーションが行われた後、高橋正憲企

画・調査部長による開会の辞に続いて、山根源之

口腔がんセンター長より開所に至るまでの経過報

告が行われた。

井上理事長、金子学長、畠 亮市川総合病院長、

千葉光行市川市長（林 忠彦保健部長による代読）

による挨拶をいただいた後に、竜崎崇仁市川市歯

科医師会長の発声により盃をあげ、出席者一同で

センターの開所を盛大に祝った。会は和やかな雰

囲気のまま進行し、センタースタッフの紹介と挨

拶等が行われ、森下鉄夫副病院長の閉会の辞を

もって閉会した。
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会（中華歯科医学会）会長の李 勝揚教授の招聘を

受け、8月26日～29日に台中市の中山医学大学口

腔医学院で開催された第15回中華歯科医学会会員

大会及び第29回学術大会の2日目に行われた中華

障害者歯科学会分科会のシンポジストとして出席

された。

8月27日午前8時30分から開始されたシンポジウ

ムは、障害者歯科学会の蔡鵬飛会長の開会挨拶お

よび趣旨説明に続いて、本学の佐藤教授および台

湾歯科医師会顧問の廣内世英（黄 世英）先生が共

同座長を担当し、金子学長が「障害者・有病者・

高齢者歯科診療の安全性」と題して講演し、次に

藥師寺副学長が「東京歯科大学千葉病院における

障害者診療の実態」について報告、さらに台湾厚

生省の副大臣で歯科医師でもあられる陳時中先生

が「台湾における身心障害者口腔医療・保険制度

と将来計画」、蔡会長が「台湾歯科医師会による身

心障害者の口腔医療計画」について報告し、最後

に前台湾小児歯科学会会長危嘉一先生が「台湾に

おける身心障害者歯科医療の実態」について報告

し、シンポジウムを終了した。

今回の訪台で台北医学大学、更には台湾歯科医

師会・歯科医学会の熱烈な歓迎に感謝と御礼を申

し上げ、8月29日（火）に帰国の途についた。

金子学長、台湾歯科医学会総会にて講演：平成18年8
月27日（日）

東京歯科大学口腔がんセンター開所

■東京歯科大学口腔がんセンター開所披露式

説明する山根センター長：平成18年7月5日（水）、市
川総合病院講堂
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口腔がんは口腔に原発する疾患で、その診断と治

療は主に口腔外科で行ってきました。しかし、悪性腫

瘍の性質上、肺をはじめとする全身各部位に遠隔転

移することにより全身疾患となり、関連する医科各科

との共同診療が必要となります。また、口腔がん罹患

患者は高齢者が多い傾向があるため、内科疾患を主

とする複数の基礎疾患を有する患者である場合があ

ります。そのため、治療の際には方針の決定から術後

の経過観察まで、医科各科との連携が必要となるわ

けです。

東京歯科大学は総合病院を持つ唯一の歯科大学

として、口腔がん患者に対して安全な医療を提供す

るために、医科各科との連携がスムーズに取れる環

境である市川総合病院に、口腔がんを専門的に担当

する施設を創設することを2年余前より計画してきま

した。

平成18年4月1日、「東京歯科大学口腔がんセン

ター」は市川総合病院内に外来を置く新しい施設と

して開設されました。新外来完成までの3ヶ月は一次

的に歯科・口腔外科の外来を間借りする形を取って

おりましたが、7月1日に新外来完成の運びとなりまし

た。病院外来棟2階でリプロダクションセンターの前に

なります。約70平方メートルの中に診療台3台（平成18

年度は2台、平成19年度に1台追加予定）、回復室に

は診察用ベットを1台、治療方針等をお話するための

説明室を1室、その全てはパーティーションで囲み

プライバシー重視の設計をとったコンパクトな外来で

す。また平成19年度には耳鼻咽喉科用の内視鏡を

備える予定になっております。

口腔がんに罹患した患者の気持ちに配慮した、暖

かい木目調の壁を持った待合室、清潔感のある白を

基調とした壁、診療室の床を上げる必要から出来て

しまった廊下との段差のため設置したスロープには、

安全を配慮し塗り分けをした床などを採用しました。

診療台は関連医科各科への対診を、診療室を行き来

することなくその場でも出来るよう対面して診察の出

来るタイプのものを使用しております。現在その第一歩

として、毎週月曜日の9時より放射線科青柳教授と

センター内で併診できるようにアポイントを取るなど、

センターの特色を上手く利用した診療体系を取ってお

ります。

人事面では、畠亮市川総合病院病院長、安達冨美子

看護部長、藤平弘子歯科衛生士主任より御高配をい

ただき診療各科、看護部、衛生士部からの支援体制

を調えていただきました。センター長の山根源之教授

（市川総合病院歯科・口腔外科部長が兼任）のもと専

任として山内智博講師（千葉病院口腔外科から配置

転換）、岡崎雄一郎助手（市川総合病院歯科・

口腔外科より配置転換）の2名が配置されました。

専任の看護師、衛生士はそれぞれ1名で、石綿裕美

看護師、奥井沙織歯科衛生士です。また水道橋病院

口腔外科から柿澤 卓教授、千葉病院口腔外科から

柴原孝彦教授、高野伸夫教授、内山健志教授、市川

総合病院歯科・口腔外科から口腔機能再建担当とし

て木津康博講師、摂食・嚥下リハビリテーション担当

として渡邊 裕助手等が各々兼任歯科医師として

配属されております。市川総合病院医科各科からも

兼任医師を配置していただいております。

ハード面はおおむね整いましたが、重要なソフト面

として千葉、水道橋、市川の3病院間の患者紹介・

連携のさらなる円滑化をはかるべく定期的な会議を

予定しております。

皆様の多大なご支援のもと、患者中心の医療を

目指して運営を早期に軌道に乗せるように努力して

ゆきたいと思います。よろしくお願いいたします。

（東京歯科大学口腔がんセンター　山内智博）

■東京歯科大学口腔がんセンター

東京歯科大学口腔がんセンター正面 東京歯科大学口腔がんセンター診療室
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■総合成績は5位入賞

第38回全日本歯科学生総合体育大会の夏期部門

が8月1日（火）より8月12日（土）まで日本大学松

戸歯学部の事務主管により千葉県近郊を中心に開

催された。本学からは夏期22部門中18部門に約360

名の学生が参加して熱戦を繰り広げ、水泳部門が

18連覇を達成、軟式庭球部が優勝を果たすなど健

闘。昨年より1つ順位を上げ、総合5位入賞を果た

した。

■前人未到の水泳部門18連覇！

夏期部門の先陣をきって開催された水泳部門は、

千葉県国際総合水泳場にて開催された。この水泳

場は日頃から本学水泳部が練習プールとして使用

しており、慣れ親しんだホームプールでの試合と

なった。

本学水泳部の若き精鋭達は、培ってきた実力を

遺憾なく発揮、着実に各種目でポイントを重ねて

いった。男子200m・800mリレーの2種目で優勝を

果たした他、準優勝7種目、3位入賞4種目と堂々た

る成績で男子団体優勝、女子団体準優勝を獲得し

総合成績でも優勝と18連覇を達成した。本部門に

は、全国の歯学部・歯科大学より20大学総勢300名

の参加があり、本学からは25名の学生が参加した。

以下に詳細な成績を紹介する。

優　勝 男子200mフリーリレー

江川昌宏（6年）、西村逸郎（3年）、

柄慎太郎（3年）、長谷川大悟（2年）

男子800mフリーリレー

原睦喜（4年）、柄慎太郎、西村逸郎、

長谷川大悟

2 位 男子400mメドレーリレー

菊池恭平（3年）、江川昌宏、西村逸郎、柄慎太郎

女子200mメドレーリレー、女子200mリレー、女子

400mリレー

丸山友恵（6年）、三科祐美子（5年）、脇谷暁子（5年）、

伊尾歌織（1年）

男子200m自由形 西村逸郎

女子50m平泳ぎ、100m平泳ぎ 伊尾歌織

3 位 男子100m自由形 柄慎太郎

女子200m自由形・400m自由形 丸山友恵

女子200m個人メドレー 三科祐美子

4 位 男子200mメドレーリレー

菊池恭平、江川昌宏、西村逸郎、柄慎太郎

男子100m自由形 長谷川大悟

男子50m自由形 江川昌宏

女子50m背泳ぎ 三科祐美子

女子50mバタフライ 脇谷暁子

5 位 男子200m自由形 原　睦喜

男子50mバタフライ 西村逸郎

男子200m個人メドレー 山本雄輔（3年）

男子100mバタフライ 田中章啓（2年）

6 位 男子100m平泳ぎ 江川昌宏

男子100mバタフライ 西村　優（6年）

男子400m自由形 原　睦喜

男子200m個人メドレー 荻野崇真（3年）

男子100m背泳ぎ・200m背泳ぎ 菊池恭平

7 位 女子100m背泳ぎ 脇谷暁子

男子50m自由形 柄慎太郎

男子200m平泳ぎ 長谷川大悟

堂々18連覇！笑顔で記念撮影！ 5位入賞カップを持って記念撮影（平井学生部長（左）
と歯学体評議委員の佐山真也君（右･4年））

第38回歯学体夏期部門開催
平成18年8月1日（火）～8月12日（土） 水泳部、堂々の18連覇達成!!



水泳部主将　原睦喜君

「私が入部した時には30人以上いた部員が20人程

に減少し、実力も以前ほど他校を圧倒しているわ

けでは無かったため、主将になってから"連覇"と

いう言葉はプレッシャーとなっていました。だか

ら、18連覇が決まった時、嬉しいというよりホッ

としていました。主将を終えて18連覇を主将とし

て達成できた事をとても誇りに思うと同時に、今

年の部活を一緒に作ってきた部員とOBの各々に大

変感謝しています。」

■軟式庭球部も見事優勝！

歯学体の軟式庭球部門において、本学の通算優

勝回数は9回。第24回大会よりしばらく優勝から

は遠ざかっていたが、往年の勝負強さを発揮、見

事14大会振りとなる総合優勝を獲得した。ソフト

テニス部門には埼玉県熊谷スポーツ文化公園にて

開催され、17校・約380名が参加、本学からも20

名の学生が参加した。

今回の大会では、これまで培ってきた力に新入部

員のニューパワーが加わったことで、試合を重ねる

毎に成長。総合女子個人戦ダブルスで池田朋子

（1年）・大山陽子（1年）組が優勝した他、団体戦

でも女子団体で見事優勝、男子団体でも準優勝と

男女共に結果を残すことができた。

軟式庭球部主将　栗田容輔君

『「今年引退する６年生に華を持たせてやろう」と

いうのが僕たちのモットーでした。少しでも良い

結果が出せるように初心者ばかりの僕たちは暗く

て球が見えなくなるまで練習しました。直前合宿

では中尾先生とたくさんのOBの先生に指導して頂

き、勝利を信じて数百球、何千球、幾万球…。

大会中、中尾先生の作戦は当たり続け、結果は

男子準優勝、女子優勝の総合優勝。誰一人勝利を

諦めなかった結果です。自分の為、チームの為、

中尾先生の為、６年生の為に。全力で相手に挑ん

で、声が枯れても応援して、部員全員で勝ち取っ

たこの「勝利」は僕の宝物です。仲間と恩師と思

い出が欲しかったら軟式庭球部が１番！』

■部門主管として奮闘！（卓球部門および少林寺

拳法部門）

今大会では、卓球部門および少林寺拳法部門で

本学が部門主管を担当した。両クラブの学生は、

自ら選手として大会に参加するだけでなく、事前

の大会準備から当日の運営に至るまで試行錯誤し

ながらも素晴らしい運営を行い、両部門とも事故

も無く無事に大会を終了することができた。

少林寺拳法部門は、平成18年7月30日（日）に本

学体育館にて開催された。本学少林寺拳法部のク

ラブ学生は、当日も朝から校門の前に立ち、参加

校の学生を誘導するなど大会運営に奮闘しつつも、

見事3位入賞を果たした。

また、卓球部門は市川市教育委員会の後援を得
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力泳！力泳！そして力泳！勝利のタスキをつないでいっ
た：平成18年8月2日（水）、千葉県国際総合水泳場

ソフトテニス部門　優勝トロフィーを持って、ハイチー
ズ：平成18年8月7日（月）、熊谷スポーツ文化公園

卓球部門　選手宣誓をする水戸武彦君（4年）：平成18
年8月5日（土）、市川市スポーツセンター
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て、平成18年8月5日（土）～7日（月）の3日間の日

程で市川市スポーツセンターにて開催された。大

会の最終日最終試合の女子個人戦シングルス決勝

戦には、本学の石井百子さん（5年）が勝ち上がり、

昨年・一昨年と惜しくも敗れてしまった相手に対

しリベンジを果たし、見事優勝を獲得した。

■様々なクラブ・学生が健闘！

総合成績には直接的には貢献しないまでも、個

人戦では大活躍し、大会を大いに盛り上げたクラ

ブ・学生も多い。ここに一部紹介したい。

陸上部門では、山崎晴香さん（3年）が女子100m

及び110mハードルで優勝、多田恵子さん（1年）が

女子200m・400mで優勝、鈴木大貴君（3年）が男

子110mハードルで優勝した他、他種目でも奮闘、

総合5位入賞を果たした。卓球部門では期待のホー

プが大活躍、平木圭佑君（1年）が男子新人戦で優

勝。柔道部では73kg以下級で林 宰央君（3年）が2

年連続となる優勝を獲得した。また、総合優勝こ

そ涙を飲んだものの剣道部門においても石田圭太

君（2年）が2段以上の部で圧巻の強さを発揮、こ

ちらも昨年に続く連続優勝をはたした。弓道部で

は、女子個人戦で脅威の的中率を見せた夫馬恵さ

ん（4年）が嬉しい初優勝を果たした。

■ヨット部ならびに歯学体ヨット部門永年功労者に

学長より感謝状贈呈！

平成18年8月5日（土）午後6時から、愛知県蒲

郡市三谷温泉「松風園」において、「井澤敏雄先生

に感謝する会」が歯学体に合わせ開催され、当日

は初代部長後藤譲治先生、第2代部長高江洲義矩

先生をはじめ、全国から40名を越えるヨット部

OB・OG・現役部員が参集した。

現在、蒲郡地区での歯学体ヨット部門の開催は

32年間に28回を数えるが、もともとは、昭和48年

の第7回歯学体ヨット部門を本学ヨット部が主管

した際に井澤 敏雄先生（S37年卒）が愛知県ヨッ

ト連盟ならびに蒲郡ヨットハーバー関係者に働き

かけてくださったことが始まりであった。

今回の会では、学生の課外活動に対する永続的

かつ献身的な支援が高く評価され、金子譲学長か

らの感謝状を平井義人学生部長が代理として贈呈

した。さらに、歯学体ヨット部門開催に対する主

管校を問わない、献身的な永年の貢献が評価され、

第38回全日本歯科学生体育連盟からも感謝状が贈

られた。翌日のレースでは観覧艇をチャーターし

ての大応援の甲斐あってか、ヨット部は見事準優

勝を獲得した。

■来年は信州が舞台に！

平成19年度の第39回大会は、松本歯科大学の事務

主管により、長野県を中心に開催される予定である。

陸上部門　トラック種目が大健闘！総合でも5位に：平
成18年8月6日（日）、駒沢オリンピック公園総合運動場

感謝状を授与される井澤先生（左）：平成18年8月5日
（土）、三谷温泉「松風園」

ヨット部門　風を味方につけて快走！見事準優勝：平成
18年8月5日（土）、蒲郡海洋ヨットハーバー
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■第38回歯学体総合成績（入賞した大学のみ）

優　勝 日本大学歯学部

準優勝 日本大学松戸歯学部

3 位 愛知学院大学歯学部

4 位 大阪歯科大学

5 位 東京歯科大学

6 位　朝日大学歯学部

ゴルフ部門　狙うはグリーン中央。ヘッドを思い切り走らせ
た。：平成18年8月2日（水）、東千葉カントリー倶楽部

バスケット部門　手首を聞かせて必殺のスナップショット！：
平成18年8月4日（金）、日本大学習志野高等学校体育館

卓球部門　女子ダブルス（石井・五十嵐組）も奮闘し、見事3
位入賞！：平成18年8月5日（土）、市川市スポーツセンター

硬式野球部門　プレイボールを目前に集中する部員た
ち：平成18年8月1日（火）、成田市大谷津球場

サッカー部門　パス＆ムーブ！最後までボールを追った。：
平成18年8月1日（火）、駒沢オリンピック公園総合運動場

バドミントン部門　ラケットを翻らせ羽を打ち返した：
平成18年8月7日（月）、船橋市総合体育館
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少林寺拳法部門　「ハッ！」気合を込めて演武を魅せ
た：平成18年7月30日（日）、東京歯科大学体育館

剣道部門　気合一閃！決勝リーグ進出へ：平成18年8
月5日（土）、浦安市運動公園総合体育館

弓道部門　「的中！」を目指して練習より集中：平成
18年8月3日（木）、明治神宮至誠館弓道場

バレーボール部門　予選の「カベ」を打ち抜き見事ベス
ト8：平成18年8月8日（火）、千葉ポートアリーナ

硬式庭球部門　味方の声援を受けながら渾身のサーブ：
平成18年7月31日（月）、軽井沢塩沢地区民宿コート

ボウリング部門　最後の1ピンをめがけて全力「投球」：平成
18年8月8日（火）、池袋ハタボウリングセンター

■第38回歯学体入賞部門

水泳部門 優　勝 18連覇

ソフトテニス部門（軟式庭球部）優　勝

ヨット部門 準優勝

少林寺拳法部門 3 位

ゴルフ部門 4 位

ボウリング部門 4 位

剣道部門 5 位

陸上競技部門 5 位

スキー部門（冬期） 7 位

硬式庭球部門 7 位

バレーボール部門 8 位
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■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8月

1日付けをもちまして、東京歯科大学市川総合病

院臨床検査科教授を拝命いたしました。第2病理

学教室、慶應義塾大学臨床検査科病理、そして

市川総合病院臨床検査科では多くの先生方や諸

先輩ならび様々な方々に支えられて参りました。

この場をお借りしまして改めて御礼申し上げま

す。第2病理学教室では病理診断の基礎を、昭和

62年に慶應義塾大学臨床検査科病理に移りまし

てからは、全身疾患を含め、多くの時間を病理

組織診断に費やしてきました。市川総合病院で

は病理診断を通じていかに臨床に寄与できるか

を実践して参りました。これを機にさらに患者

さんのためになる外科病理診断を心がけて行く

所存です。昨今、婦人科や麻酔科、小児科など

の医師不足が伝えられておりますが、病理診断

医もきわめて少なく、その重要性のわりには認

知度が低い様に思われます。私の専門でありま

す口腔病理に関しましても、実働の専門医は90

名以下であると思われます。診断、治療さらに

は予後にも多大な影響を与える病理診断を担う、

医師や歯科医師を育成することは急務です。学

生教育、卒後研修を通じ、病理診断に興味が持

てるようなカリキュラム、また社会的認知を得

られるような啓蒙運動も必要だと考えておりま

す。幸い市川総合病院は、歯科医師の研修にも

熱心な先生がたやスタッフも多く、教育には最

適な場所です。外科病理医を育成することも私

の使命と思い、今後具体的に進めて参りたいと

考えています。また病理診断医の仕事は、単に

診断するだけではありません。貴重な症例の発

表や基礎研究の臨床応用にも積極的に取り組み

たいと思います。これらのことが、結果的によ

り良い診療に繋がればこんなうれしいことはあ

りません。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49年03月 東京歯科大学卒業

昭和49年05月 第55回歯科医師国家試験合格

昭和49年05月 東京歯科大学病理学教室第2講座　助手

昭和49年07月 歯科医籍登録　（第65860号）

昭和52年10月 昭和52、53年度イタリア政府奨学金留

学生としてミラノ大学薬理学研究所に

留学（昭和54年07月まで）

昭和54年10月 東京歯科大学病理学教室第2講座　講師

昭和56年04月 慶應義塾大学医学部　共同研究員

慶應義塾病院中央臨床検査科病理（昭

和57年03月まで）

昭和57年09月 死体解剖資格認定　病理解剖（第4327

号）

昭和57年11月 学位受領（歯学博士、東京歯科大学第

717号）

昭和61年05月 衛生検査技師免許取得　（第43861号）

昭和62年08月 慶應義塾大学病院中央臨床検査科病理

助手

平成02年03月 日本病理学会認定制度による口腔病理

専門医（第43号）

平成06年08月 慶應義塾大学医学部　専任講師（中央

臨床検査科病理）

平成07年04月 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

講師

平成08年11月 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

医長（平成12年03月まで）

平成10年10月 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

助教授

平成12年04月 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

副部長（平成15年09月まで）

平成13年12月 日本臨床細胞学会認定制度による細胞

診指導歯科医・専門歯科医（第1865号）

平成15年10月 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

部長代行

東京歯科大学市川総合病院臨床検査委

員会　委員長（平成16年05月まで）

平成16年06月 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

病理室長

平成18年08月 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

教授

市川総合病院

臨床検査科

田　中　陽　一
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■助教授就任のご挨拶

この度、教授会の御推挙により、平成18年6月
1日付けで東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助
教授を拝命いたしました。昨年4月に水道橋病院
に配置替えとなり、水道橋病院の教育主任、な
らびに総合歯科の科長も勤めさせていただいて
おり、さらなるその重責に身の引き締まる思い
でおります。思えば昭和58年4月に歯科保存学第
一講座（現歯内療法学講座）に入局以来、恩師
淺井康宏先生をはじめ諸先輩方から数多くのこ
とを教えていただきました。今後はこれらの経
験をもとに、一層励んでまいりたいと決意を新
たにいたしております。
現在、水道橋病院の総合歯科では、研修医の

教育を主体としております。本年4月にスタート

を切った新歯科臨床研修医制度の下、臨床研修
歯科医が有意義な研修を行うことが出来る環境
を、如何に整備するかが課題となっています。
幸い水道橋病院は患者さんの来院数が多く、臨
床研修施設としては申し分のない病院です。今
後は、患者さんに大学病院として質の高い医療
を提供しつつ、豊富な症例による幅広い歯科臨
床研修を行うために、指導者の質を確保するた
めの方略を充実させ、将来の水道橋病院を担う
若いスタッフ達への教育も実践して行く所存で
す。また、ひとつの講座となった以上、大学院
生の受け入れを積極的に行わないといけません。
水道橋の環境下で大学院生の研究テーマをどう
するかについては今後の大きな課題のひとつで
すが、元々多数の講座の集合体という利点を生
かし、種々な研究テーマについて、各分野でサ
ポートできるものと期待しております。
微力ではございますが、東京歯科大学の発展の
ために少しでもお役に立てるよう努力することを
誓いまして、助教授就任の御挨拶とさせていただ
きます。今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りま
すよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

口腔健康臨床科学講座

（総合診療科）

古　澤　成　博

このたび、教授会のご推挙により、平成18年6

月1日付けをもちまして市川総合病院皮膚科助教

授を拝命致しました。皮膚科所属ではございま

すが、東京歯科大学の付属病院としても、また

市川市周辺の地域病院としても初めての常勤形

成外科医として、その責務の重要さを痛感して

おります。

形成外科は比較的新しい分野の医療です。医

療の発展の過程においてはまず生命の救済が、

次により良い機能の獲得が求められましたが、

さらに形態を含めたより高い治療後の生活の質

の要求に呼応して形成外科は生まれてきました。

診療対象としては大別すると形成外科と再建外

科に分かれ、傷跡などを扱う形成手術や整容外

科、主に外表面の先天異常、頭部顔面・四肢・

熱傷などの外傷、腫瘍切除・外傷後の変形や難

治創などに対する再建術があります。対象部位

は全身に及ぶため、特に再建手術などを通して

多くの科と関連を持っております。開設された

口腔がんセンターを始めとして他科の外科的診

療に協力し、大学としてまた地域基幹病院とし

て市川総合病院が提供する診療の質の向上に貢

献させていただきたいと思っております。

また、整容外科を含めて地域の形成外科診療

に対する種々の要望に答え、さらに今まで専門

として行ってきました顔面神経麻痺治療に関し

て、複数科のチーム医療による統合的治療やこ

の分野での臨床・基礎研究を続け、近年高齢化

と共に増加している下肢の難治性潰瘍などに対

する、新しい創傷治療の概念や血管治療、再生

市川総合病院

皮膚科（形成外科）

田　中　一　郎
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医療を応用した統合的な創傷治療などを、大学

として発信できる特色ある医療としていきたい

と思っております。

歯科大学においての形成外科は臨床的には共通

する部分もありますが、それ故に創傷管理、組織

移植、整容面を考慮した治療などの形成外科的な

観点からの、歯学部学生、歯科研修医・専修医に

対する臨床教育は意義のあるものと思われます。

市川総合病院においても微力ながら、これらの教

育も行っていきたいと思っております。

実際のところ歯科大学の初めての形成外科医

ということで相当なプレッシャーも感じており

ますが、大学にとっても地域医療にとっても

「やはりいて良かった」と思われる存在になりた

いと思っております。皆様方のご指導、ご鞭撻

をどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成18年7月1日付けで、東京歯科大学市川総

合病院、産婦人科の助教授に就任いたしました。

私は昭和33年に東京で生まれ、昭和59年に慶

応義塾大学医学部を卒業、慶應病院やその関連

病院で研修をいたしました。一般産婦人科に加

えて、不妊症、周産期の分野が特に専門です。

また、平成3年から平成10年までの8年間は、当

院に勤務しておりました。その後、新宿にあり

ます聖母病院、川崎の日本鋼管病院の部長勤務

を経て当院に戻って参りました。

以前に勤務しておりました頃と比べますと、

新しい診療科の開設、リプロダクションセンタ

ーの発足、病棟の増設など病院の規模も大きく

なり、このようなすばらしい環境で再び仕事が

できますことを非常に嬉しく思っております。

東京歯科大学市川総合病院は、ご承知の通り、

この地域の診療の中核となる総合病院であると

同時に、大学病院として、学生・初期研修医・

後期研修医の教育、さらには研究という3つの大

きな使命を担っています。使命の大きさに緊張

いたしますと同時に、期待で胸を膨らませてお

ります。特に世界中でただ1つの歯科大学の附属

病院であるという大きな特色を、生かせていけ

たら良いと考えております。

ところで、現在の産婦人科医療は、医師不足

や周産期医療体制の不備など多くの問題を抱え

ております。より効率的な医療や他の病医院と

連携して医療を進めていくことが強く求められ

ております。言い換えれば、こうした工夫を行

っていけば、現在の産科医療の閉塞感は打ち破

れ、ますます発展していくチャンスがあるのだ

と思います。

皆様と力をあわせて、診療・研究・教育を進

めていきたいと思います。まだ若輩者でござい

ますので、皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお

願いいたします。

■博士（歯学）学位記授与

○第552回（平18.6.14）授与

第526回（H16.2.18）合格

天　野　高　宏（病　　理）第1589号・乙690号　

第543回（H17.9.14）合格

早　川　正　哉（補 綴 Ⅲ）第1649号・甲946号　

○第553回（平18.7.12）授与

第525回（H16.1.14）合格

矢　崎 有里子（保 存 Ⅱ）第1581号・甲893号

第532回（H16.9.8）合格

櫻　井　美　和（衛　　生）第1612号・乙698号

第534回（H16.11.10）合格

鈴　木　啓　介（衛　　生）第1617号・乙700号

第546回（H17.12.14）合格

阿　部　　　修（微 生 物）第1651号・甲947号

市川総合病院

産婦人科

吉　田　丈　児

学内ニュース



■市川総合病院における新任教授講演会開催

昨年より、市川総合病院において教授に就任

された先生方が、どのような研究、診療を行っ

ているのかを広く市川総合病院の教職員に知っ

て欲しいとの主旨により、全職種の職員を対象

とした講演会が企画されている。平成18年4月6

日（木）午後5時30分より、市川総合病院講堂に

おいて、その第5回目が開催された。

まず、麻酔科部長の小板橋 俊哉教授により、

「麻酔管理の現状と将来」と題する講演を伺った。

続いて、眼科部長の島崎 潤教授により、「角膜診

療の進歩：アイバンクから角膜再生まで」と題

する講演を伺った。

講演は、いろいろな職種の職員にもわかりや

すいように言葉を選んで行われ、終了後は質疑

応答もあり、有意義なものとなった。

■第281回東歯学会（例会）開催

6月3日（土）千葉校舎において東京歯科大学学

会（例会）が開催された。口演24題の会場は第

1・2教室で、示説7題はラウンジ2を会場として

発表された。また、午後1時からは、以下3題の

特別講演が行われた。

1.「顎関節症のMRI診断」

佐野　司教授（東歯大・歯放）

2.「小児の特殊な白血病：ダウン症新生児におけ

る一過性白血病と若年性骨髄単球性白血病 の

最近の知見」

宮内　潤教授（東歯大・市病・臨検）

3.「口臭測定の変遷」

角田正健教授（東歯大・千病・総合診）

また、参加商社による商品展示が第1ラウンジで

行われた。

■大学院ベーシックセミナーⅠ開催

大学院ベーシックセミナーⅠが、平成18年6月

5日（月）～9日（金）、12日（月）に開催された。

このベーシックセミナーは、主に大学院1、2年

次生を対象とし、基本的な研究機器の使用方法

の修得を目的として、研究機器管理部や関連講

座の協力を得て平成12年度より開催されている

セミナーである。細胞形態学、生体素材学、分

子生物学、細胞生物学、保険情報学および分析

生物学の研究機器の使用に関しレクチャーを受
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第281回東歯学会：平成18年6月3日（土）、千葉校舎
第1教室

生体素材学のベーシックセミナー風景：平成18年6月6
日（火）、生体素材研究室Ⅲ

講演する小板橋教授：平成18年4月6日（木）、市川総
合病院講堂

講演する島崎教授：平成18年4月6日（木）、市川総合
病院講堂



けた。研究生活をスタートさせたばかりの大学

院生にとって、実際にどんな研究機器があり、

自分の研究にどう活用できるのかを体験した貴

重なセミナーとなった。

■平成18年度学生健康診断実施

平成18年度学生健康診断が以下のとおり実施

された。

第1学年及び第2学年学士編入者

実 施 日：6月9日（金）

実施項目：身長、体重、視力、聴力、検尿、採

血、血圧、X線撮影、内科、歯科診断、

心電図、ツベルクリン反応検査

第2学年（学士編入者を除く）

実 施 日：6月15日（木）

実施項目：身長、体重、視力、検尿

第3学年

実 施 日：6月15日（木）

実施項目：身長、体重、視力、検尿

第4学年

実 施 日：6月9日（金）

実施項目：身長、体重、視力、検尿、採血、X線

撮影、内科、歯科診断

第5学年

実 施 日：6月5日（月）

実施項目：身長、体重、視力、検尿、採血

第6学年

実 施 日：6月12日（月）

実施項目：身長、体重、視力、検尿、X線撮影

■入試ガイダンス開催

東京歯科大学への入学を希望する受験生を対

象として、平成18年度入試ガイダンスが平成18

年6月10日（土）、7月29日（土）にそれぞれ午後2

時から水道橋校舎血脇記念ホールで開催された。

8月24日（木）には午前10時から千葉校舎で開催

された。

水道橋校舎にて開催されたガイダンスでは、

液晶プロジェクター・ビデオ等を用いて、東京

歯科大学の歴史・教育理念や教育カリキュラム、

国家試験合格状況、卒後進路状況、口腔科学研

究センター、三病院の紹介、平成17年度文部科

学省より選定を受けた特色GP、現代GPの概要等

について紹介し、また、平成19年度入学試験の

概要について説明した。その後、水道橋教職員

の案内により病院見学を行い、希望者について

は教務部・学生部の教員との個別面談を実施し

た。当日はそれぞれ37名、71名の参加があり、

個別面談希望者の行列ができるなど本学の情報

を得ようという熱気に溢れ、盛況なガイダンス

であった。

千葉校舎にて開催したガイダンスは、昨年に引

き続き夏休み期間に実施した。当日は234名もの

参加者を集め、大変盛況であった。午前中は、

高瀬保晶助教授を中心とした保存修復学講座の協

力によりコンポジットレジン修復の体験実習を実

施した。実習にてレジン填塞された人口歯はスト

ラップを付けて参加者にプレゼントされた。昼休

みには、食事券を用意し第一食堂にて学食の味を

味わってもらった。午後からは佐藤 亨教授によ

る「口腔の美」と題した模擬授業が行われた。最

新設備の整った臨床基礎実習室での体験実習、

その実習に関連した模擬授業など、大学で学ぶ

歯科医学専門科目に関する内容を体験し、参加

者からは、「初めて器具に触れて感動しました」、

「志望大学を決める良い参考になりました」など

の感想が寄せられた。その後、平成19年度入試

についての説明があり、入試科目のポイントに

ついて、小田 豊教務部長から解説があった。続

いて、大学の特色・カリキュラム等の紹介、学

生生活等についての説明の後、学内見学を行い、

希望者には個別相談を実施した。学内見学では、

実習講義室、臨床基礎実習室、解剖標本室、図

書館、千葉病院などを回り、本学の貴重な標本、

充実した設備等を示し、また、本学の無線LAN、

CBT用PCなどの情報関係設備・環境については、

参加者が実際にPCを操作し、その充実した環境
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体験実習風景：平成18年8月24日（木）、千葉校舎臨
床基礎実習室



を体験した。

今後のガイダンスは、9月30日（土）に水道橋

校舎で、10月29日（日）に千葉校舎（東歯祭開催

中）で実施する予定である。

■第54回歯科医学教育セミナー開催

平成18年6月13日（火）午後6時から千葉校舎第2

教室において、第54回歯科医学教育セミナーが開

催された。今回は、日本歯科医師会の大久保満男

会長をお招きし、「歯科医療保険と日本歯科医師

会」と題した講演を伺った。

初めに戦後日本の政治・経済と医療について

ご説明された。戦後日本の経済成長とそれに関

連した米国・世界情勢との関係について、国内

における改革、それに関連して医療業界が受け

る影響についてご説明された。次に、医療改革

における政府の基本方針とそれに対する歯科医

師会の考え方と対策についてご説明いただいた。

政府は国家財政の健全化を民間機関の効率的な

手法を用いることにより景気回復・経済成長を

図ろうと考えているが、医科、歯科等の保健・

医療・福祉の領域については正に公共の福祉に

関わる部分の為、単に景気対策のみの視点を用

いて行うべき性質のものではなく民も公も共に

対処していくことが望ましいと考えているとの

ことであった。続いて、歯科保健・医療の今後

の展開について、健康寿命延伸を目標とした

8020の達成、その達成のために日常的に気軽に

歯科に通院できるような体制作り、そして国民

に信頼される歯科医師の養成、また歯の健康と

生活習慣病の関連についても触れられ、生活習

慣病対策の中に歯周病予防を組み入れることの

必要性についてご説明された。最後に、公益法

人改革についてその経緯と現行の制度と新たな

制度との変更点、そして改革の現状についてご

説明いただいた。

当日は120名を超える参加者が集まり、今後の

歯科医療界の動向について興味深いお話を伺う

ことができ大変有意義なセミナーとなった。

■平成18年度実験動物供養祭

平成18年6月16日（金）午前10時40分より、千

葉校舎基礎棟1階の第2ラウンジにおいて平成18

年度実験動物供養祭が執り行われた。

供養祭は、廣徳院住職の読経に始まり、藥師寺仁

副学長が祭文を奉読された後、歯科医学の教育・

研究に生命を捧げた動物諸霊に対し哀悼と感謝の

意を込め、教職員、大学院生、3学年学生全員が

順次焼香を行い、滞りなく終了した。

■第227回大学院セミナー開催

平成18年6月22日（木）午後6時より千葉校舎

第2教室において、第227回大学院セミナーが開

催された。

今回は千葉大学大学院医学研究院循環病態医科

学の小室一成教授を講師にお迎えして「再生医学

の最前線」と題する講演を伺った。先生は心臓血

管疾患における再生治療の権威で、自己の骨髄単

核球を用いて、閉塞性動脈硬化症などの末梢動脈

閉塞症や虚血性心疾患に対する再生療法を臨床で

用いられているが、千葉大では末梢血の単核球を

用いて血管新生療法を実施し8割程度の効果をあ

げているという。また心臓の再生については2つ

の療法を考えられ、1つ目は自己の骨格筋芽細胞

およびES細胞の移植、2つ目には体内で心臓の再

生を促進させる治療である。小室先生のグループ

（14） 第220号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成18年8月31日発行

講演される大久保日本歯科医師会会長：平成18年6月
13日（火）、千葉校舎第2教室

焼香する第3学年学生代表：平成18年6月16日（金）、
千葉校舎基礎棟第2ラウンジ
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は心臓から多分化能を持つ未分化細胞の単離に成

功し、心筋の新生療法への研究を進めているとい

う。講演後大学院生を始め多くの質疑が行われ午

後8時近くまで討論が続いた。

現在の再生歯科医療の礎を整理するにも役にた

つ、大変内容の濃い有意義な1時間半のセミナー

であった。

■父兄会定時総会・修学指導方針説明会開催

平成18年度父兄会定時総会が6月24日（土）に、

千葉校舎講堂において開催された。総会は約450名

の保護者の出席を得て午後12時40分に開会した。

総会は、本年4月に新会長として就任した上田祥士

父兄会会長の挨拶を兼ねた開会の辞より始まり、

引き続いて金子 譲学長より名誉会長挨拶があっ

た後、第6学年保護者玉井達人氏を議長に選出し、

報告・審議事項に移った。平成17年度会計収支

決算、平成18年度事業計画・会計収支予算など

の議案が審議され、いずれも提案どおり可決さ

れた。引続き、任期満了に伴う役員改選が諮ら

れ、選考委員会の議を経て、平成18年度父兄会

役員を選出し、午後1時45分に閉会した。

なお、下記の方々に父兄会役員に就任してい

ただき、本年度の父兄会運営の業務に携わって

いただきます。

会　　　長：上田祥士

副　会　長：今村嘉宣、腰原偉旦、青木栄夫

常務理事（庶務）：西宮　寛

常務理事（会計）：佐々木高憲、小鹿典雄

常務理事（貸与）：須田　希

常務理事（傷害）：呂　英美

常務理事（広報）：長野恭輔、岡田孝枝

理　　　事：東郷幹夫、三友和夫、佐久間研次、

岡本裕子、深水千枝子、藤関雅嗣、

臼田　準、鈴木伸宏、鳩貝尚志、

高野一夫、荒川幸雄、秋草正美

監　　　事：安井　晃、大久保信男

顧　　　問：橋本　健、吉田昊哲

総会に先立ち、午前11時30分から厚生棟1階第

一食堂において昼食会を兼ねた「全教授及び修学

指導関係者と保護者との懇談会」が行われた。ま

た、父兄会定時総会終了後の午後2時から、大学

主催による修学指導方針説明会が開催された。最

初に講堂において、全学年の学生の保護者を対象

に井出吉信学監、平井義人学生部長、小田 豊教

務部長から本学の学生指導の基本的方針、生活

指導、勉学指針について、それぞれの立場から

の懇切な説明が行われた。

次いで午後3時30分からは各学年に分かれ、学

年主任あるいはクラス主任から学年ごとに個々

の学年の現状、修学上の注意事項に関するより

詳細な説明が行われた。さらに、説明終了後、

出席保護者と学年主任・クラス主任との個別面

談が実施された。

■四宮敬史大学院生がIADR Salivary Research

Group Student Research Awardを受賞

平成18年6月28日から7月1日までオーストラリ

ア　ブリスベンで開催された第84回IADR （国際

歯科研究学会）で、Salivary Research Group Stu-

dent Research Awardの審査が行われ、四宮敬史大

学院生（薬理学講座）の発表 "Existence and Char-

acterization of beta-Defensins in Rat Salivary Glands"

が受賞した。

この賞は基礎研究と臨床研究の各分野から一人

ずつ選ばれ、受賞者には賞状と賞金500米ドルが贈

られる。受賞者の発表は6月30日の唾液研究グルー

プ事務連絡会で、プレジデントのDr. Mira Edgerton

（ニューヨーク州立大学バッファロー校）によって

行われ、基礎研究では本学、臨床研究ではコペン

ハーゲン大学のAnja Dynesenが呼名された。

受賞対象となった基礎研究は、薬理学講座が進

めている「唾液腺の機能診断の開発のための基礎研

究」の過程で行われたもので、唾液腺機能を評価す

るマーカープロテインの候補としてβディフェン

講演される小室先生：平成18年6月22日（木）、千葉
校舎第2教室
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シンに着目し、唾液腺における産生機能と産生部

位を明確に示すことを目的としている。発表では、

ラット耳下腺・顎下腺・舌下腺における発現量、
in situ hybridization による局在、およびLPSを局所

投与したときの反応について調べ、このペプチド

の産生機能が三大唾液腺にほぼ均等にあること、

産生細胞として介在部の管上皮細胞だけでなく一

部の腺房細胞にもあること、LPSに対して発現量

が顕著に増加することを結果にまとめた。

■平成18年度水道橋病院・市川総合病院合同臨

床研修歯科医OSCE開催

水道橋病院におけるOSCE（客観的臨床能力試

験）は、例年市川総合病院との合同で都立医療機

関の研修医も参加して開催されている。10回目

にあたる今回は、平成18年7月1日（土）午後1時よ

り水道橋病院19名・市川総合病院12名・東京都立

豊島病院1名・東京都老人医療センター1名の計33

名の臨床研修歯科医が受験者として参加した。

今回は院内に4箇所のステーションを設置し、

歯周病関連、歯内療法関連、口腔外科関連、補

綴関連の4課題を実施した。受験者は臨床研修を

開始して3ヶ月を経過したところで、これまでの

研修の成果と知識を総動員して課題に取り組ん

だ。8月からは協力型臨床研修施設での実習を控

えた受験者もおり、OSCEの経験が大きな刺激と

なり、更には医療人としての成長の契機になる

ものと期待される。

当日は水道橋病院・市川総合病院の教職員約

60名が運営にあたり、4時間にわたる試験の円滑

な実施に尽力した。また、試験終了後には運営

スタッフにより反省会が開催され、問題点や今

後の課題等が忌憚無く提起された。水道橋病院

における研修医OSCEも回を重ね、過去の実施経

験を踏まえて安定した運営が出来るようになっ

てきたが、課題内容や評価方式等、改善すべき

点は少なくない。今後も種々見直しを図りなが

らOSCEを継続的に開催することにより、臨床研

修の更なる充実を図りたいと考えている。

■第228回大学院セミナー開催

平成18年7月3日（月）午後6時より千葉校舎第2

教室において、第228回大学院セミナーが開催さ

れた。今回はNew York州立大学Buffalo校Oral

Biology、Haward K. Kuramitsu名誉教授を講師に

お迎えして「Role of bacteriocin immunity proteins

in the antimicrobial sensitivity of Streptococcus

mutans: Evolutionary and chemotherapeutic implica-

tion」と題する講演を伺った。う蝕症は、デンタル

プラークという複数菌から構成されるバイオフィ

ルム感染症である。このバイオフィルムを構成す

る細菌に対して抗菌剤の効果は、極めて低いこと

が知られている。Kuramitsu教授らは、S. mutans

のバイオフィルム形成におけるシグナル機構と抗

菌剤に対する関係について、最新の研究成果を中

心に講義された。S. mutans菌の抗菌剤耐性は、

この菌がつくる抗菌性タンパク質バクテリオシン

をコードするオペロンによって担われているこ

と、このオペロンを構成するgeneをノックアウト

すると、抗菌薬、ヒスタチン、フッ素、トリクロ

サンなどに感受性になることが示された。すなわ

ち、S. mutansのバイオフィルム形成が低下する

と、種々の抗菌剤に感受になると言うことがメイ

ンの内容であった。バイオフィルム感染症に、抗

菌薬、抗菌剤が卓効しないといわれるが、バイオ

フィルム形成阻害を引き出すという新しいバイオ

緊張の中、課題に取り組む受験者：平成18年7月1日
（土）、水道橋病院第2診療室

受賞した四宮大学院生（左から2人目）：平成18年6月
30日（金）、受賞会場にて
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フィルム感染症予防に、新しい視点を与える意義

深いセミナーであった。参加者は、多くなかった

にも拘わらず、活発な討論がなされた。

■水道橋病院サマーパーティー開催

平成18年7月4日（火）午後6時30分より、東京グ

リーンホテル水道橋にて「水道橋病院サマーパー

ティー」が開催された。このパーティーは、水道

橋校舎の初夏の行事として例年開催しているが、

今回は約130名の教職員等が出席して行われた。

パーティーは太田 茂総務課長の司会により進

行し、井上裕理事長、金子譲学長、柿澤卓水道

橋病院長の挨拶に続き、熱田俊之助法人常務理

事の発声により乾杯した。参加した教職員は大

いに懇親を深め、会場は終始和やかな雰囲気に

包まれた。約1時間半後に、槇石武美副病院長の

挨拶により、パーティーはお開きとなった。

■第229回大学院セミナー開催

平成18年7月13日（木）午後6時より千葉校舎第2

教室において、第229回大学院セミナーが開催さ

れた。

今回は愛知学院大学心身科学部健康科学科の

佐藤祐造教授を講師にお迎えして「メタボリック

シンドロームの予防と運動」と題する講演を伺っ

た。現在注目される健康科学の話題である。日

常生活による身体運動量の減少ならびに欧米化

した動物性高脂肪食によって、糖尿病、肥満症

を中心とする生活習慣病／メタボリックシンド

ロームを増加させ、最終的に心筋梗塞や脳卒中

を起こすバックグランドについて、生理学者と

しての造詣のあるイントロダクションに始まっ

たセミナーであった。佐藤教授は、我が国のス

ポーツ医学でも高名で、ジョギングなどの有酸

素運動の効果について解説された。さらに、高

齢者には筋力運動が必要であることも強調され

た。トレーニングによるインスリン作用の改善

は、高血圧、高脂血症などの生活習慣病/メタボ

リックシンドローム全般の予防・治療にも役立

つこと、スポーツの実施はストレスを解消させ

ることなど具体的な内容もあった。討論におい

ては、メタボリックシンドロームが、歯周病と

の関連性などに関してもホットな討論がなされ、

感銘深いセミナーであった。

■平成18年度教育ワークショップ（報告会）開催

平成18年7月14日（金）午後2時より千葉校舎第

2教室において、平成18年度教育ワークショップ

（報告会）が開催された。今年度は「IT環境での

グローバルエバリュエーション」｢統合型歯科医

学教育の新たな展開－系統講義コンテンツを進

化させた統合的e-Learning Programの開発－｣｢歯

学部学生のための医学教育－総合病院の特色を

生かした歯科医学教育－｣の3つのテーマとし、

藥師寺 仁副学長の開会の辞、金子 譲学長の挨拶

講演されるKuramitsu先生：平成18年7月3日（月）、
千葉校舎第2教室

サマーパーティー風景：平成18年7月4日（火）、東京
グリーンホテル水道橋

講演される佐藤先生：平成18年7月13日（木）、千葉
校舎第2教室
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に続き、小田 豊教務部長の司会のもと、作業グ

ループの発表及び討議がシンポジウム形式で行

われた。

「IT環境でのグローバルエバリュエーション」

｢統合型歯科医学教育の新たな展開－系統講義コ

ンテンツを進化させた統合的e-Learning Program

の開発－｣については、特色ある大学教育支援プ

ログラム（特色GP）、現代的教育ニーズ取組支援

プログラム（現代GP）において共に平成17年度

文部科学省にて選定されている。上記2つについ

ては、河田英司歯科医学教育開発センター主任、

｢歯学部学生のための医学教育－総合病院の特色を

生かした歯科医学教育－｣については、西田次郎市

川総合病院消化器科部長を中心に昨年10月から

検討を重ねてきた結果について発表が行われた。

各テーマおよそ1時間ずつの発表および質疑応

答が行われた。「IT環境でのグローバルエバリュ

エーション」での取組の一つに「態度・技能評価

課題」がある。評価に関するシステムの開発を行

い、評価に対して教員の主観が入ることを防ぎ、

高い客観的評価を達成しようとする6課題の進捗

状況が発表された。「統合型歯科医学教育の新た

な展開」は、本学の教育用Web上のデジタルコン

テンツを再編、充実、有機的に連携させるシステ

ムを構築し、学生があるときは「系統科目」から、

あるときは「統合テーマ」から縦横無尽にコンテ

ンツにアクセスできる統合的なSelf-Learningを可

能にするものである。この取組における統合テー

マの中から3テーマについて、現在開発中のe-

Learningシステムにコンテンツを掲載し、報告し

た。最後に、｢歯学部学生のための医学教育｣につ

いて附属総合病院の特色を生かした学生への授業

実施について、アンケート調査を元にカリキュラ

ムにおける効果的かつ実現可能性のある授業形態

について検討を重ねた結果について発表があった。

会場からも多くの質問、意見があり、今後の本学

の教育システム、カリキュラム構築・改善に向け

て貴重な検討の場となった。教育職員やティーチ

ング・アシスタントが参加したワークショップ（報

告会）は、最後に井出吉信学監の閉会の辞で締め

くくり、午後5時50分盛会の内に終了した。

■第230回大学院セミナー開催

平成18年7月18日（火）午後6時より千葉校舎

第2教室において、第230回大学院セミナーが開

催された。今回は日本大学歯学部口腔診断学講

座の今村佳樹教授を講師にお迎えして「口腔の痛

みを診断する」と題する講演を伺った。

講演では、まず痛みが侵害受容性疼痛、神経

因性疼痛、心因性疼痛の3種類に分類されること

が説明され、侵害受容性疼痛の中では、特に

筋・筋膜痛の関連痛としての歯痛について、そ

の診断と治療の概要が説明された。歯髄炎と誤

診されて不必要な抜髄が行われる可能性につい

ても言及され、聴衆に注意を喚起した。神経因

性疼痛については、神経痛と外傷性神経障害に

ついて、発症メカニズムと診断、治療の概要が

説明された。特に外傷性神経障害は、単なる神

経麻痺症状から慢性難治性疼痛へと発展する危

険性があるため、歯科医師がこの領域により関

心を持つべきであることが示唆された。極めて

限られた時間であったが、大変内容の濃い有意

義な1時間半のセミナーであった。

「医学教育」の司会をつとめる西田教授：平成18年7月
14日（金）、千葉校舎第2教室

講演される今村先生：平成18年7月18日（火）、千葉
校舎第2教室
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■大学院ベーシックセミナーⅡ開催

6月に開催されたベーシックセミナーⅠに引き

続き、大学院ベーシックセミナーⅡが2回にわた

り開講された。本ベーシックセミナーは大学院1、

2年次生を対象として、基本的な研究技術の修得

を目標として開催している。第1回目として平成

18年7月19日（水）～21日（金）に微生物学講座の

石原和幸助教授による「遺伝子操作の基本手技」、

続いて第2回目として平成18年7月27日（木）～28

日（金）に衛生学講座の松久保 隆教授による「生

物統計学入門講座」が開講された。「遺伝子操作

の基本手技」では遺伝子クローニング手法とRNA

の抽出とRT-PCRをテーマに実習形式のセミナー

が実施された。「生物統計学入門講座」ではノー

トPCを使用し、基礎統計やデータの統計分析方

法等についての講義が実施された。昨年に引き続

き再度履修している学生もおり、研究生活におい

て必須項目であることが窺われる貴重なセミナー

となった。

■平成18年度第4回水道橋病院教職員研修会

平成18年7月19日（水）午後5時30分より、水道橋

校舎血脇記念ホールにて平成18年度第4回水道橋

病院教職員研修会が開催された。今回は「メディ

カルサポートコーチングについて」と題し、水道

橋病院教育主任・総合歯科科長 古澤成博助教授

により講演がなされた。

コーチングとは、人の自主性と行動力を引き出

し、目標達成をサポートするためのコミュニケー

ション法で、1960年代以降にスポーツの領域で用

いられてきた理論であり、欧米では主にビジネス

領域を中心として利用されている。相手の話を聴

き、現状を把握し、行動目標を明確にした上で、

目標と現状のギャップを抽出、目標達成への戦略

を設定し、行動を促しサポートするという流れで、

あくまでも相手の自発的行動を引き出す手法であ

る。本研修会では、コーチングを歯科医療へどの

様にして応用すればよいのか、指導医が研修医を

指導する例をVTRおよびスライドで示し、コーチ

ングを意識したコミュニケーションスキルによっ

て期待できる効果等を分かり易く説明した。

コーチングを体得することによって、患者との

意思疎通、職場内においてより友好な関係を築く

ことが期待できる。また、コーチングは職種を問

わず有効な手段であり、出席した教職員にとって

非常に有意義な研修会となった。

■第231回大学院セミナー開催

平成18年7月22日（木）午後2時より千葉校舎第

8・9セミナー室において、第231回大学院セミナ

ーが開催された。今回はRo c h e s t e r大学の

Per-Lennert Westesson教授を講師にお迎えして

「Current trends of maxillofacial imaging」と題する

講演を伺った。

Westesson教授は、元々は顎関節画像で世界を

席巻した歯科放射線科医であった。1994年に医学

部に入られ、現在は、Rochester大学放射線科の

Division of Diagnostic & Interventional Neuroradiolo-

gyのDirectorとして活躍されている。その背景が

示すとおり、広い見地から顎顔面領域の疾患の画

像診断を捉えられた講演であった。また、時折、

出席した大学院生に穏やかに質問を投げかけら

れ、丁寧にわかりやすい英語でお話くださった。

講演というより、膝をつきあわせた授業であり、

大学院生はもとより出席したスタッフにおいても

大変有意義な時間であった。

講演されるWestesson先生：平成18年7月22日（土）、
千葉校舎第8・9セミナー室

遺伝子操作の基本手技の実習風景：平成18年7月19日
（水）、微生物学研究室
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■第232回大学院セミナー開催

平成18年7月24日（月）午後6時より千葉校舎第

2教室において、第232回大学院セミナーが開催

された。今回は、Thomas Jefferson大学医学部整

形外科学講座基礎研究部門の岩本容泰先生を講

師にお迎えして「骨の形づくりのメカニズム」と

題する講演を伺った。岩本先生の研究グループ

は、四肢の骨格形成において発現する骨や軟骨

関連遺伝子の役割に関する一連の研究を行って

いる。しかし、これらの因子群がいかなる作用

機構を介して骨格形成を制御するかは不明な点

が多い。その中で、関節軟骨と成長軟骨の分化

制御に重要な役割を果たすERGならびにRunx2と

いった転写調節因子に関して、これらの因子の

拮抗作用によって軟骨の性質が決定されるなど

の最新知見を分かり易く解説していただいた。

今回の内容は、様々な遺伝子の相互作用の詳細

な解析を行うことの重要性を再認識させられる

ものであった。大学院生の他にも多くの教員の

参加があり、またセミナー終了後も質疑が活発

に行われ、大変に内容の濃い有意義なセミナー

であった。

■第55回歯科医学教育セミナー開催

平成18年7月27日（木）午後6時から千葉校舎第2

教室において、第55回歯科医学教育セミナーが開

催された。今回は、文部科学省高等教育局医学教

育課の三枝広人課長補佐をお招きし、「教員組織

の活性化と大学院教育の充実に向けて」と題した

講演を伺った。

まず初めに、平成17年1月28日答申における我

が国の高等教育の将来像に伴う今後の高等教育の

あり方について説明がなされた。早急に取り組む

べき重点課題として12の提言が示され、少子高齢

化に伴う高等教育の量的変化に対応する人材の育

成と経営改善、各大学のアドミッションポリシー

に基づく選抜、教育課程の特色化、評価機構の確

立による質の保証、教員組織の見直しと国際的に

通用する教育機関の形成、高等教育への財政的支

援の拡充等が求められているとのことであった。

次に、先に述べられた教員組織の改正について

のこれまでの経緯と今後の改正にあたって、現行

制度と新しい制度を照し合せご説明いただいた。

最後に、中央教育審議会答申における新時代の大

学院教育についても説明があった。その基本的な

考え方として①大学院教育の実質化：教育の課程

の組織的展開の強化②国際的な通用性、信頼性の

向上がある。その実現のため大学院教育振興施策

要綱が策定され、今後5年間程度、体系的、集中

的に取り組むべき重点施策について説明された。

当日は110名を超える参加者が集まり、本学の今

後の教員組織の見直し、教育内容の精査に向けて

大変参考となるお話に皆熱心に耳を傾けていた。

■歴代学長・役職者の墓参

例年、夏季期間に行なわれている歴代学長・

役職者の墓参は、金子 譲学長、永井隆夫事務局

長をはじめとする大学職員により下記の日程で

執り行われた。

7月28日（金）

血脇守之助　先生　松戸市「八柱霊園」

花澤　　鼎　先生　松戸市「八柱霊園」

福島　秀策　先生　松戸市「八柱霊園」

鹿島　俊雄　先生　市川市「市川霊園」

講演される岩本先生：平成18年7月24日（月）、千葉
校舎第2教室

講演される三枝課長補佐：平成18年7月27日（木）、千
葉校舎第2教室
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8月2日（水）

奥村　鶴吉　先生　東村山市「小平霊園」

杉山　不二　先生　府中市「多磨霊園」

松宮　誠一　先生　府中市「多磨霊園」

8月4日（金）

高山　紀齋　先生　杉並区「文殊院」

高木圭二郎　先生　新宿区「真英寺」

関根　　弘　先生　横浜市「東戸塚霊園」

8月9日（水）

関根　永滋　先生　栃木県藤岡町「慈福院」

関根 弘先生の墓参を行う金子学長：平成18年8月4日
（金）、横浜市戸塚区「東戸塚霊園」

「HRC7：口腔アンチエイジングによる生体制御」採用

名　称

東京歯科大学　口腔科学研究センターHRC7：口腔アンチエイジングによる生体制御

経　過　

HRC第7プロジェクトは、井上 孝教授をコーディネータとして1年にわたる準備期間を経て、平

成18年2月に4つのプロジェクトを研究の軸とする研究計画をたてて私立大学学術研究高度化推進

事業（新規分）に研究申請をしたところ、平成18年4月12日付で採択された。研究期間は平成18

年度から平成22年度までの5年間である。今年度は歯学部では本学が唯一の採択であった。

目　的

本プロジェクトは、「口腔のアンチエイジング」という新しい観点から健康推進に寄与できる

ことを具体的に証明し、EBMにつながる臨床応用への展開をはかることを目的とする。このプロ

ジェクトを通じて口腔科学研究センターは、最先端の研究を世界に発信するとともに、口腔疾患

の予防を含めた歯科臨床との架け橋を築きながら、世界をリードする歯科医学の若手研究者育成

機関としての機能を活性化させるものであり、このような視点を基盤として、口腔内におけるア

ンチエイジングによる予防医学を作りあげる生体制御医療を実現させることが、本プロジェクト

の最終目標である。

具体的には、1）エイジング・アンチエイジングの基礎的解析、2）エイジングに対する口腔固

有機能と細胞の活性化、3）アンチエイジングによる口腔疾患予防、4）アンチエイジングのため

の再生医療、の4つの課題を軸とし、エイジングのメカニズムの解明、個体の判断、それに基づ

く必要な治療の選択、そして口腔を基盤に全身の健康を考え、長寿の達成を獲得することを目標

としている。

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　松坂賢一助教授
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２：細胞組織活性グループ　橋本貞充助教授

３：口腔疾患予防グループ　石原和幸助教授

４：再生医療グループ　　　吉成正雄助教授

研究者（平成18年度）

ヒアリングによる研究課題の選定をうけた研究者

佐藤　裕助教授（生化学） 田崎雅和助教授（生理学） 加藤哲男助教授（微生物学）

阿部伸一助教授（解剖学） 新谷益朗助教授（脳科学研究施設） 東　俊文助教授（口腔科学研

究センター）

村松　敬講師（病理学） 遠藤隆行講師（生理学） 渋川義幸講師（生理学）

君塚隆太講師（微生物学） 坂井隆之講師（薬理学） 笠原清弘講師（口腔外科学） 上田貴之

助手（有床義歯補綴学）

小菅康弘助手（薬理学） 市川博彰助手（歯内療法学）

コーディネーター・リーダー推薦

松久保 隆教授（衛生学） 茂木悦子助教授（歯科矯正学） 加藤靖浩ポストドクトラル・フェ

ロー（角膜センター）

内部評価者

下野正基教授（病理学） 奥田克爾教授（微生物学） 山田　了教授（歯周病学）

柴原孝彦教授（口腔外科学） 島崎 潤教授（眼科学） 篠崎尚史講師（角膜センター）

PF（ポストドクトラル・フェロー）

松江　真理子　HRC7

RA（リサーチ・アシスタント）

奥村礼二郎、久保田道也、牧野　麻子

正岡　孝康、杉澤　幹雄、宗宮　英希

荒野　太一、斉藤　貴之、佐藤　大輔

行動目標

・大学としての研究の競争力獲得（研究資金の獲得、研究の活性化）

・若手研究者の活用と育成（RA,PFなど）

・国際的留学生獲得（英語環境の充実と大学院生の獲得）

プロジェクト運営の方針

・グループリーダーは毎週水曜日12時より、プロジェクトの進行と評価、研究費について会議を

行う。

・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。

・PF、RAの研究は、各グループのグループリーダーの指示のもとで行う。

HRC7発足説明会

平成18年7月12日（水）千葉校舎第一教室においてHRC7発足説明会が開催された。はじめにプ

ロジェクトコーディネーターの井上 孝教授からHRC7採択の報告があり、HRC7の研究コンセプ

トと4つの研究グループの紹介が行われた後、各研究グループの研究代表者（基礎研究グルー

プ：松坂賢一助教授、細胞活性化グループ：橋本貞充助教授、口腔疾患予防グループ：石原和幸



助教授、再生グループ：吉成正雄助教授）が研究の進め方について説明を行った。

その後会場からは、暦齢と機能齢における細胞の特徴の定量化の方法、臨床的指標の具体化、若

手研究者の育成などについての質問があった。また内部評価者からは、ヒトへの応用の将来性、若

齢者と高齢者の口腔粘膜の臨床的な相違、癌細胞と組織再生研究との関連性について質問があり、

さらには「論文を書くことだけを目的としないで夢のある研究を進めていって欲しい」といった

激励のコメントが寄せられた。最後に口腔科学研究センター所長の木崎教授が、HRC7研究につい

ての抱負と課題を述べ、発足説明会は新しいHRC研究のスタートに期待をふくらませて閉会した。

■市川総合病院　病院機能評価認定更新

市川総合病院は、平成13年に日本医療機能評

価機構による「病院機能評価」の認定を受けてい

たが、本年4月に有効期限をむかえるに伴い、そ

の認定更新審査を受け、無事に認定更新を受け

ることが決定した。

平成17年4月より、平成17年度末の認定更新審

査受審に向けて、準備が急ピッチで進められた。

各部門の協力により取りまとめられた「病院機能

現況調査票」と「自己評価調査」を、書面審査の

ために平成17年12月に提出した。続いて、平成

18年3月8日～10日の3日間に渡って訪問審査を受

けた。

訪問審査は初日の書類確認に始まり、2日目の

合同面接、領域別面接調査、ケアプロセス病棟

訪問、領域別部署訪問、そして3日目の領域別部

署訪問、ケアプロセス病棟訪問から講評に至る

まで多岐に渡ったが、教職員による一致協力し

た対応により、非常にスムーズに行われ無事に

終了した。

日本医療機能評価機構において、平成18年6月

19日に評価委員会が開催され、審議の結果、認

定証が交付されることが決定し、同年7月7日付

文書にて市川総合病院長に通知された。

同年7月14日付文書にて「認定証」が交付され、

『改善要望事項』『留意事項』は共に該当項目無し

の、正に一発合格、無条件合格であった。同年7

月19日付文書にて「審査結果報告書」が送付され、

総評としては「歯科大学付属病院として歯科学に
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HRC7発足説明会でグループの研究計画を説明する石原
助教授（微生物学）：平成18年7月12日（水）千葉校
舎第一教室

HRC7発足説明会で質問する参加者：平成18年7月12
日（水）千葉校舎第一教室

トピックス

病院機能評価「認定証」



■第38回歯学体結団式

第38回全日本歯科学生総合体育大会夏期部門

は、8月1日（火）から12日（土）まで12日間にわ

たり、日本大学松戸歯学部事務主管のもと、千

葉県を中心に開催した。なお、今回の大会では、

本学が卓球部門及び少林寺拳法部門を部門主管

として開催した。

大会を迎えるにあたり、7月4日（火）午後12時

20分より千葉校舎体育館において、冬期部門を

含む21競技部門のクラブ部員が一堂に集い結団

式が挙行された。

まず金子譲学長、平井義人学生部長から激励の

言葉が贈られ、学生を代表して学生会運動部長

の石上貴之君（4年）が挨拶した。引き続いて、

バドミントン部の主将・柳沢哲秀君（4年）が「日

頃鍛えた心と技を遺憾なく発揮し、東京歯科大

学の名に恥じぬようフェアプレーに努め、この

大会で得た経験を"人間性豊かな歯科医療人"への

成長の糧とすることを誓います」と決意の宣誓。

続いて、歯学体副評議委員の佐山真也君（4年）

の司会進行のもと、各クラブ主将からも必勝と
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おける教育だけでなく、医科学についての卒後

教育も臨床研修病院として担当され運営されて

いる。また専門的な歯科医療や長い歴史をもつ

不妊症治療、さらに高い実績を持つ角膜移植医

療を提供しつつ、地域ニーズに対応する地域の

中核的な総合病院として活動されている。」点な

どが高く評価されていた。今回の認定期間は平

成18年4月16日より平成23年4月15日である。

なお、「認定証」は、市川総合病院1階外来待合

ホールのカウンター脇に掲示してある。

■本学の学生は東京国立博物館の入館が無料に！

「キャンパスメンバーズ」に加入

平成18年6月27日（火）付で、東京国立博物館

（台東区上野公園13-9、TEL03-3822-1111）の会員

（キャンパスメンバーズ）になりました。会員に

なったことにより、本学の学生（大学院生・学部

学生・専攻生・専修科生・研究生・特別聴講生・

歯科衛生士専門学校学生）は、博物館のチケット

販売窓口で、学生証を提示すると無料にて入館す

ることができます。（平常展のみ。特別展等は有

料だが割引となる。）また、当博物館主催の音楽

コンサート等のイベントにも無料や割引料金で観

覧できます。なお、学生に引率する教職員につい

ても学生と同様にメンバー扱いとなります。

学生の皆さんは是非、東京国立博物館キャン

パスメンバーズを有効利用して美術や歴史に親

しんで下さい。

施設概要：上野公園内にあり、日本と東洋の美

術・考古遺物を収集、保管する博物館。敷地内

には5つの展示館（本館・東洋館・平成館・法隆

寺宝物館・表慶館）がある。また、敷地内にある

資料館では美術に関連する図書等の資料を収集

し、一般に広く公開を行っている。

（東京国立博物館URL http://www.tnm.jp/）

東京国立博物館本館

学生会ニュース

選手宣誓！バドミントン部主将の柳沢君（4年）が飛躍を
誓った：平成18年7月4日（火）、千葉校舎体育館
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健闘を誓う頼もしい言葉が述べられ、昨年（総合

6位）以上の成果へ向けて期待が高まった。最後

に出席者全員で校歌を斉唱し、午後12時50分に

閉式となった。

■延世大学校歯科大学との学生交流

本学学生代表13名が訪韓

今年で19回目を迎えた延世大学校歯科大学との

学生交流は、金子 譲学長、平井義人学生部長、

菅沼雅文学生課長引率のもとに、8月22日（火）か

ら8月25日（金）までの3泊4日の日程で13名の学生

代表が訪韓した。

学生代表のメンバーは学生会総務委員長の内山宙

君（5年）、学生会歯科学生交流会局長の井上健児

君（4年）をはじめ、中島 啓君（4年）、樋口はる香

さん（4年）、藤本 明君（3年）、大平貴士君（3年）、

山崎加恵さん（3年）、野口瑞巴さん（3年）、草薙彩花

さん（3年）、内山沙姫さん（3年）、小島佑貴君（2年）、

新田由貴江さん（2年）、納賀秀則君（1年）で構成さ

れた。一昨年の訪韓の際よりも1名増員しての訪韓と

なった。

22日13時15分、ソウルの仁川空港に到着した本

学一行を、車学生部長ほか教職員および学生が

出迎えてくれた。その後、午後2時30分からの歓

迎式典で朴延世大学校歯科大学学長をはじめ大

学幹部および学生の盛大な歓迎を受けたのち、

延世大学校歯科大学の学内並びに歯科病院の見

学を行った。

23、24日に行われた学生の交流会議では、「卒

業後の進路」および「日韓の若者の恋愛事情」と

いう二つのテーマについて各大学交互にプレゼン

を行われ、英語で活発な論議を交わされた。また、

延世大学校歯科大学の二人の教授による特別講演

が行われ、韓国の歯科医学教育の一端に触れる事

ができた。

勉学以外の面においても韓国の様々な風俗・文

化にも触れる事ができたといえる。観光プログラ

ムではソウル市内観光、チョンドンシアターでの

韓国伝統芸能の観劇、韓国を代表する遊園地で

あるロッテワールドの観光と多岐に渡って韓国

文化を感じることができた。また、本学の参加

学生は、初日と二日目の夜を延世大学校の学生

宅にホームステイをして過ごし、そこでさらに

学生同士友好を深めたのはもちろんのこと、韓

国の日常生活をより間近に感じることができる

貴重な体験をした。

海と言葉の壁を越え、相互理解と友情を深めた

楽しくも有意義な学生交流の日々は飛ぶように過

ぎ最終25日を迎えた。歓送式では、学生会歯科学

生交流会局長の井上君が真心を込めてスピーチを

し、最後の最後まで交流を深める事ができた。そ

の後、仁川空港に移動した本学一行は、この交流

を経て得た仲間との別れを惜しみつつ午後2時5分

無事帰国の途に着いた。

井上健児学生会歯科学生交流会局長

「交流会では、両校の学生の交流だけではなく、

一人一人が、違う国や文化を持っている、という

ことを感じさせられました。また、こういった違

いを感じられることは非常に有意義で、新しい発

見と感動を私たちにもたらしてくれました。現在、

日本政府と韓国政府の外交関係は良好ではありま

せん。マスメディアは靖国参拝問題や歴史問題、

反日運動など、日本と韓国が抱えるネガティブな

側面ばかりを題材として取り上げています。そし

て、こういったマスメディアを通した情報に、訪

記念品を渡す井上交流局長（右）：平成18年8月23日
（水）、Suh Byoung-In Hall

浴衣・道着姿で学生交流会議をする本学学生：平成18
年8月23日（水）、Suh Byoung-In Hall
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韓前、私は不安に感じていました。しかし、その

不安も訪韓後、空港での延世大学の学生たちの温

かい歓迎を前にして消えてなくなりました。本交

流会を通じ、ホスト先の家族の温かさ、延世大学

生の親切で心のこもったガイド、歯科医療に対す

る延世大学生のモチベーションの高さなど、本当

に多くのことを感じ、学ぶことができました。自

分自身の目や耳で、様々なものを感じ、経験でき

るこの交流会は本当に素晴らしいです。このよう

な機会をより多くの学生に経験してもらいたいで

す。人生や価値観が変わる大きなきっかけになる

ことは間違いないと思います。」

ソウル市内観光でパクリ！屋台を楽しんだ：平成18年
8月23日（水）、ソウル市内

韓国の伝統衣装に身を包んで記念撮影：平成18年8月
23日（水）、Chongdong Theater

第38回東歯祭のお知らせ

今年も大学祭の季節がやってきました。平成18年度「東歯祭」を本学千葉校舎におきまして下記

のとおり開催いたします。実行委員以下参加学生が伝統ある本学の大学祭をよりよいものにすべく

鋭意奮闘しておりますので、皆様奮ってご参加ください。

日　程：10月28日（土）・29日（日）
テーマ：「Turn Discovery Communication」

実行委員長のごあいさつ

猛烈な暑さが続いた夏も終り、ようやく向秋の風が感じられる様になってきました。春から少し

ずつ準備をして来た東歯祭もついに本番間近となり、実行委員一同期待と不安で胸がいっぱいです。

各部活のみなさんも、展示やパフォーマンスまた模擬店など、東歯祭に向け思案を練っている事だ

ろうと思います。

さて、今年度のテーマ「Turn Discovery Communication」についてですが、このテーマの意味は「自

分を取り巻く人や社会への接し方を見つめ直し、自分にしか出来ない事を発見して行こう」と言う

願いから決めました。たしかに国家試験や進級試験などで学生を取り巻く環境は変化し自由な時間

が少なくなり、閉息感を感じる人も多いと思います。しかし、そんな忙しい時こそ自分を見つめ直

し、自分がなぜ東京歯科大学で学び、何を目標とし入学したのかを再認識して頂きたいと思います。

また、人にはそれぞれ得手・不得手があり自分の限界を感じる時もあると思います。しかし、人

は一人で問題を解決する必要は無く、仲間同士で話し合い、ぶつかり合いながら解決へと進めば良

いと考えています。毎年東歯祭でも多くの問題が起きてきました。しかし、その問題を一人の問題

とせず、実行委員全員で考え、話し合えば解決しない問題は無いのです。ですから今年度は実行委



員と言う集団としての成功を目標に、多くの人を巻き込み、参加する楽しさを感じて頂けるよう、

エンターテイメント性溢れる東歯祭にしていきたいと思いますので、是非みなさんも周囲を巻き込

み東歯祭に参加して頂ける様、この場を借りお願い致します。

第38回東歯祭実行委員長　　　鈴木大貴（3年）

各部門長のごあいさつ

副委員長：矢島由香（3年）

この東歯祭を地域の皆様方との交流の場にしたいと思っております。多くのお客様に楽しんでも

らい歯学への関心を深めていただくため、学生一丸となって盛り上げていきます。この機会にぜひ

東歯生の「今」をご覧に来てください。

副委員長：清水俊宏（3年）

東歯祭は大学生活の中の大きなイベントです。御父兄や大学関係者の皆様からの協力の下、東歯

祭の成功に向けて準備しております。沢山のお客様に楽しんで頂けますよう尽力していきたいと思

います。

会計：小泉ちあき（3年）

今年の東歯祭のテーマである「TDC：Turn Discovery Communication」が私はとても気に入ってい

ます。個々の部活や団体が交流しあいながら、みんなが楽しめるよう努力したいと思います。

渉外部門長：須川益充（3年）

私にとって今年の東歯祭は三年間やってきたことの集大成です。このため東歯祭を成功させること

を第一に考え、自分にとって出来る限りのことをしたいと思っています。そして後悔のないよう頑

張りたいです。

マルティ・インタラクティブ部門長：齋藤研太（3年）

この度新部門を設置し、主に東歯祭におけるPC関連の作業を担当させて頂く事になりました。魅

力ある東歯祭を作り上げて行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

準備部門長：小畑朋邦（2年）

こんにちは、準備部門の部門長の小畑朋邦です。私たち準備部門は大道具や飾り付けを扱う部門

です。楽しい東歯祭の雰囲気をさらに明るくする飾り付けが出来るよう頑張ります。

貸出し部門長：和田将朋（2年）

貸し出し部門長の和田です。貸し出しは展示や準備など、他の部門や模擬店に深く関わっている

部門です。そのため我々は回りの部門の状況に合わせ、要望を聞きながら行動していこうと考えて

います。どうぞ応援よろしくお願いします!!

EXPO部門長：西川友一朗（2年）

こんにちは、EXPO部門長の西川友一朗です。EXPO部門は芸能人や講演をして頂く先生方の調整

をしている部門です。限られた予算内で芸能人を呼ばなければならないのは毎年の事ですが、少し

でも皆さんに楽しんで頂ける様頑張ります。

平成18年8月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第220号　　（27）
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企画部門長：黄地健仁（2年）

企画部門長の黄地です！企画は主にステージ担当です！大学をあげて1つのものを作りあげる喜

び…最高のハッピーを提供したいと思います！最後になりましたが、学祭に関わってくださる方々

に心から感謝致します！

バザー部門長：高田満（2年）

今年度の東歯祭のバザー部門長を務めることになりました高田 満です。バザー部門では毎年皆様

から提供して頂いた商品を管理・販売をしています。毎年ご好評なので今年度も成功できるよう、

部門一同頑張りたいと思います。

模擬店部門長：野村昌史（2年）

我々はたった4人と人数は少なく完全裏方役ですが、東歯祭の要である各部活の模擬店出店を速

やかに行うべくここまで一生懸命頑張っています。みんなの東歯祭にかけるハートはかなり熱いで

す!!応援よろしくお願いします。

パンフレット・ポスター部門長：大森愛裕（2年）

こんにちは、パンポス部門長の大森です。私達はパンフレットやポスター作成をしています。見

やすい・分かりやすいパンフレット目指して頑張りますので、よろしくお願いします。

展示部門長：野末真司（2年）

今年もたくさんの講座・部活の展示を行います。展示部門ではその展示が少しでも多くの方に楽

しんで頂ける様、試行錯誤しています。一人でも多くの方に見て頂けたらと思っております。よろ

しくお願いします。

広報部門長：二宮　文（2年）

私達はビラ配りやポスター貼りなど、東歯祭の広報活動をする部門です。例年より多くの方が学

園祭に訪れて下さる様に、全員で力を合わせて頑張ります!!!みなさんも口コミよろしくお願いしま

す☆学校をあげて、素敵な東歯祭にしましょう！

鈴木委員長を中心に打ち合わせも白熱！
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■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）

小田豊［ほか］編「臨床歯科理工学」医歯薬出版

○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。

■携帯電話での開館日等のご案内　

携帯電話で図書館開館日、開館時間の確認が

できるようになりました。外出先からの確認の

際に、どうぞご活用ください。

以下URLにて接続できます。

http://www.tdc.ac.jp/lib/i

■文献複写の申し込みについて（図書館ホーム

ページから可能）

閲覧したい文献が当館に所蔵が無く、オンラ

インジャーナルでも全文が見られない場合、学

外の図書館に依頼して、指定文献のコピーを取

り寄せることが出来ます。学内者については、

「医中誌Web」および「Scopus」の検索画面から文

献複写を申し込むことが可能となりました。

URL   https://www.tdc.ac.jp/lib/ill/

■購入希望図書の申し込みについて（図書館ホー

ムページから可能）

大学が発行するメールアドレスを持った利用

者に限り、ホームページ上にある「購入希望図書

の申し込み」の画面から、購入希望図書の申し込

みができます。申し込まれた図書は、図書委員

会で購入の是非が検討されます。

申し込みの際には「購入希望図書の申し込み」

の画面にある注意事項を、必ずお読みください。

URL    https://www.tdc.ac.jp/lib/request/

■寄贈図書

故平井満喜男名誉教授（英語学研究室）のご遺

族より、以下の図書（106冊）が寄贈されました。

日本の時代史　吉川弘文館全30巻, 2002-2004

梅原猛著作集　集英社　全20巻, 1981-1983

梅棹忠夫著作集　中央公論社 全22巻,別巻, 1989-

1994

金田一京助全集　三省堂　全15巻, 1992-1993

金枝篇:呪術と宗教の研究　全3巻 / J・G・フレイ

ザー著 ; 神成利男訳　国書刊行会, 2004

司馬遼太郎が考えたこと 新潮社　全15巻, 2001-

2002

■学校説明会開催

平成19年度に東京歯科大学歯科衛生士専門学

校への入学志願を考慮中の方を対象とした学校

説明会が、平成18年7月21日（金）、8月25日（金）

の両日にそれぞれ午前、午後の2部に分けて行わ

れた。この説明会は、歯科衛生士という職業と

図書館から

歯科衛生士専門学校ニュース
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本校の特徴を理解してもらい、できるだけ多く

の受験生を募る目的で、実施しているものであ

る。7月の第1日目には48名の志願予定者と25名

の保護者の参加があり、8月の第2日目には72名

の志願予定者と45名の保護者の参加があったが、

参加者数としては昨年の同時期に行った学校説

明会とほぼ同程度であった。まず歯科衛生士の

職務・将来性、本校の特色、学生生活などを紹

介した後、本校学生の協力のもと最新の設備を

用いた実習の様子なども紹介した。ついで大学

の各施設、千葉病院の見学を行い、最後に平成

19年度入学試験に関する説明を行ったが、説明

会を通じて学校は、大学に併設されていること

のメリット、3年制による教育の充実などを強調

した。

基盤研究（B）吉成　正雄　助教授

「薬物送達システムを利用した生体多機能化
による即時荷重インプラントの開発」
オッセオインテグレーションを荷重条件下で獲

得する即時荷重インプラントは、機能圧が顎骨に

早期に伝達されることにより周囲骨のリモデリン

グを促進するとともに、抜歯後に発現する周囲組

織の退縮・吸収を防止することから、治療期間を

短縮し患者のQOLの向上に貢献することが広く認

識されている。早期荷重や即時荷重インプラント

を成功させるには、初期固定、良好な骨質、連結

が推奨されることは認識されつつあるが、インプ

ラントの表面に対する統一的な評価は定まってい

ない。このような状況のもと、即時荷重に最適な

インプラント表面を創製することは重要かつ緊急

な課題となっている。我々は、チタンの表面改質

によって、“生体多機能化（組織適合型）インプ

ラント”の開発研究を行ってきた。本研究は今ま

での研究成果を発展させ、タンパク質活性化薬剤

の徐放システムにより早期骨形成と早期のオッセ

オインテグレーションを達成し、安全確実な即時

荷重インプラントを開発することを目的とした。

基盤研究（C）山本　康人　助手

「心内膜炎病原因子候補、S. mutansのコ
ラーゲンアドヘシン（Cnm）の機能解明」

平成18年度科学研究費補助金は平成18年6月16日付で文部科学省および日本学術振興会から配分額の決

定が通知された。

本年度、本学に交付される科学研究費補助金の研究種目別決定額および研究者別交付額は別表の通り

である。

基盤研究（Ｂ）

基盤研究（Ｃ）

萌芽研究

若手研究（Ｂ）

合　計

4

24

8

31

67 0

14,100

29,300

8,600

39,200

91,200

14,100

29,300

8,600

39,200

91,200

研究種目 件　数
交付決定額（千円）

平成18年度科学研究費補助金交付決定一覧

直接経費（研究費） 間接経費 合　計

平成18年8月1日現在

平成18年度科学研究費補助金決定

科学研究費補助金 平成18年度新規採択課題の要旨
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当講座では Streptococcus mutans Z1株より、

新たな細胞壁結合タンパク（ Wall-anchoring pro-

tein/ WAP）としてCnm（ S. mutansのコラーゲンア

ドヘシン）を分離した。従来 S. mutans では、細

胞外マトリックスタンパクに対して結合活性を有

する WAP の存在は報告されていなかったが、こ

の Cnm タンパクはコラーゲンやラミニンに対し

強い結合活性を示し、また Staphylococcus

aureus の病原因子 Cna タンパクのコラーゲン結

合領域との間で、高い相同性（54.8％ 一致）を

示した。本研究では in vitro および in vivo での実

験をとおして、S. mutans Cnm タンパクの機能を

解析し、細菌性心内膜炎発症過程への関与の有無

と作用機序を明らかにする。

基盤研究（C）澁川　義幸　講師

「象牙芽細胞感覚受容機構の解明（TRP・電
位依存性チャネル、神経共培養解析）」
歯髄痛覚「歯痛」を裏付ける象牙質・歯髄感覚

の発現機序は未だに不明である。本研究では、象

牙質/歯髄の感覚受容機序における象牙芽細胞の役

割を明らかにする事を全体構想として、以下の3

点に焦点を当て、象牙芽細胞が感覚受容細胞であ

るか否かを明らかにする。1）象牙芽細胞におけ

る侵害刺激受容性TRP（transient receptor poten-

tial）チャネルファミリー発現の検討、2）象牙芽

細胞に発現する電位依存性K+ チャネル電流の生

体物理学的特性の詳細検討と静止膜電位の脱分極

シフトを説明する細胞膜K+ コンダクタンスの解

明、3）象牙芽細胞と三叉神経節細胞の共培養系

を確立し、象牙芽細胞に細胞内外刺激を与えた際

の三叉神経節細胞との神経接触に伴う誘発電位記

録の可能性の検討。以上によって象牙芽細胞が細

胞外刺激を受容する感覚受容細胞であり、象牙芽

細胞－三叉神経（歯髄分布神経）間でのシナプス

伝達を介した象牙質/歯髄の感覚情報伝達機構を証

明する。

基盤研究（C）早川　吉彦　講師

「顎関節部を重視したCT及びMR画像に基づ
く下顎骨の個体別有限要素モデリング」
私たちは 2005年 度 から Dr. Cornelia Kober

（ Univ. of Applied Science Osnabrueck, Germany）

と共同研究を始めています。最初に高分解能の

MRIとCT画像を利用した顎口腔領域の三次元ビ

ジュアリゼーションを行っています。さらに高精

細な三次元画像データを活かして最適化された

モデリングによる力学的シミュレーションへの応

用を図ります。海外研究者に研究費を配分するこ

とはありませんが、ドイツにおける“Jaw Project”

に参加しているDr. Koberと共同で本プロジェク

トを進めます。研究の成果として、顎骨の形態と

機能を臨床医用画像とバイオメカニカル解析を統

合して個体別（患者別）に解析できることを展望

しています。

基盤研究（C）高橋　賢　講師

「咬合接触状態の変化は中枢制御機能に影響
を与えるか」
近年、咬合状態や下顎の位置を調整することで

首の回旋が容易になったり、頸部の筋肉痛や頭痛が

緩和されたり、あるいは歩行時のふらつきが改善さ

れた臨床例が多く報告されるようになってきた。歯

科保存領域を中心に研究を行ってきた我々も、齲蝕

への対応として研究の関心を歯髄方向のみならず、

修復後の歯冠形態、あるいは咬合の与え方にも向け

なければならないと考えるようになった。そこで

我々はこれまで、自律神経能や平衡機能に関して

種々の研究を行ってきた。

今回我々は痛み刺激に対する脳の反応が咬合す

ることで軽減するか否かを明らかにし、さらに顎

位の変化が中枢制御に与える影響について検討す

る予定である。得られた知見は咬合接触状態が中

枢制御に与える影響を研究する上で基盤となるデ

ータを提供できることと考えている。

基盤研究（C）高橋　愼一　教授

「歯性病巣の関連する皮膚疾患におけるビオ
チンの効用」
歯性病巣は特に掌蹠膿疱症や異汗性湿疹の発症

に関与していると考えられている。掌蹠膿疱症患

者の約70％に歯性病巣を認め、これらの治療によ

り約50％の患者は略治ないし軽快する。しかし、

このような遠隔効果の生じる機序については不明

である。一方、掌蹠膿疱症の治療薬としてビオチ

ンが注目されている。そこで、本研究では、ビオ

チン大量療法の有効率や投与前後のTNF-α、IL-6

の動態を測定すると共に、合併する歯性病巣がビ
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オチン投与により改善するか、また歯性病巣治療

によりビオチンの臨床効果が高まるかを確認する。

本研究により、これらの皮膚疾患におけるビオチ

ン大量療法や歯性病巣治療の臨床的裏付けがなさ

れることが期待される。

基盤研究（C）高野　伸夫　教授

「プロテオミクス解析による新規口腔癌転移
関連遺伝子の同定」
癌転移の有無は、臨床上癌患者の予後に直結す

る因子の一つである。近年の研究により遺伝子の

発現異常と各種癌転移との関係が少しずつ報告さ

れてきた。癌転移メカニズムの分子生物学的解析

は、新規予後の判定方法、新規治療法選択基準の

設定、新規転移抑制剤の開発等、非常に臨床上有

用であり新規転移関連遺伝子の果たす役割は検討

する必要がある。また口腔癌領域における転移関

連遺伝子の果たす役割はいまだ明らかになってい

ない。ヒト全ゲノム塩基配列が明らかになり、遺

伝子の翻訳産物と生体機能の関係を解明するプロ

テオミクス研究に関心が集まっている。プロテオ

ミクスは遺伝子情報のもつ意味を最終産物である

タンパク質レベルで理解し、細胞の生命活動を

シュミレートするために不可欠な情報を提供する。

これらのタンパク質セットは二次元電気泳動法に

よりタンパク質スポットとして識別されカタログ

化される。また、ノーベル賞受賞技術（島津製作

所：田中耕一）であるMALDI-TOF-massによる質量

分析とデータベースの整備によりこれらタンパク

質スポットを容易に同定する事が可能となった。そ

こで、プロテオミクス的解析手法を用いて正常組

織、口腔扁平上皮癌組織及びリンパ節転移組織の

網羅的タンパク質発現解析により、口腔扁平上皮

癌の新規転移関連遺伝子産物の同定を試みている。

基盤研究（C）間宮　秀樹　講師

「ラジオアイソトープを用いたリドカイン歯
槽骨内浸透性の観察」
浸潤麻酔法は、粘膜下（骨膜上）に投与され

た局所麻酔薬が歯槽骨表面から組織内を浸潤し、

歯髄に到達することにより作用を発現すると考

えられているが、投与部位における局所麻酔薬

の組織内局在性を視覚的に明らかにした研究は

みられない。

本研究はラジオアイソトープを化学構造内に含

んだリドカインを家兎口腔内に投与し、オートラ

ジオグラフィを用いて組織内における局所麻酔薬

の分布を観察する。これにより口腔組織内投与さ

れた局所麻酔薬の経時的な浸透性の変化が検討可

能となり、局所麻酔薬奏効不全の原因究明、効果

的な局所麻酔薬投与部位の検討、さらには新しい

局所麻酔方法の開発等に臨床応用できると考えて

いる。

基盤研究（C）須山　祐之　講師

「医療施設等における微小昆虫類による院内
感染拡大に関与に関する研究」
近年の医療施設は社会的な評価が重要となり、

今まで以上に高品質および高度な管理体制が要求

されているにも拘わらず、院内感染対策を重視し

た設計は充分ではなく、院内感染のリスクは依然

として高いと考えられる。本年度科研費に採択さ

れた「医療施設等における微小昆虫類による院内

感染拡大の関与に関する研究」について、殆んど

研究が進んでいないのが現状である。予備試験で

タバコシバンムシより分離された興味深い細菌を

多数検出した。本研究は医療施設（病院、一般診

療所、歯科診療所）、居住環境（一般住宅の屋内

と周辺屋外）や公共施設（学校、児童館の屋内と

周辺屋外）などの環境中に生息する微小昆虫の生

息状況と細菌・カビとの関係を調査し、生息域の

細菌および空中浮遊菌との関連性を検討すること

を目的とし、タバコシバンムシの採取にはフェロ

モントラップにて採取られた時間、室内の温度、

湿度、二酸化炭素濃度、単位時間当たりの採取量

を自動計測するシステムとタバコシバンムシの生

息調査をより詳細にモニターするシステムを構築

した。

萌芽研究　吉成　正雄　助教授

「合成ペプチド修飾による感染防御システ
ム・インプラントの創製」
細菌感染がPeri-implantitis（インプラント周囲

炎）の原因の一つであることは広く知られており、

インプラント表面に感染防御システムを構築する

ことは重要である。しかし、従来の抗生物質によ

る療法は本質的に感染予防を対象にしていない。

このような状況のもと、本研究は、抗原性の問題
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を惹起しない抗菌性合成ペプチドを開発し、それ

をインプラント表面に固定し機能させることによ

り細菌感染を予防し、Peri-implantitisに対して防御

システムを持つインプラントを創製することを目

的とした。

萌芽研究　高久勇一朗　助手

「負電荷酸素原子の生体反応に関する病理組
織学的研究」
本研究は、負電荷酸素原子（以下O－ラジカルま

たはO－と略す）がオゾンに比べて1,000倍もの強

力な酸化力を持ち、強い殺菌作用有することに着

目し、このO－ラジカルを用いて齲蝕や歯周病の原

因である口腔バイオフィルムを破壊除去し、歯周

病予防と治療に応用するための基礎研究を目的と

する。

バイオフィルム感染症である歯周病を予防し治

療するには、口腔バイオフィルムを除去する手段

が必要である。現在では、歯磨やスケーリングに

よる物理的除去に頼らざるを得ないのが現状であ

る。このようなことから、より確実で効率よい除

去法の開発が急がれており、このO－ラジカルを応

用した方法が臨床応用できれば、歯周病治療のみ

ならず齲蝕予防にも大きく貢献することが期待で

きる。

萌芽研究　神山　勲　助手

「吸光度を用いた口腔癌病域診断装置の開発」
近年、光感受性物質とレーザー光を用いた光線

力学療法（Photodynamic therapy: PDT）が進歩し、

食道、肺、脳の癌治療に応用されている。我々は

PDTに使用される光感受性物質（Taraporfin）が血

液と結合し示す吸光反応と、結合物の腫瘍集積性

を利用し、舌癌モデルにおいて腫瘍領域の特異吸

光反応の計測に成功した。この結果は口腔癌のみ

ならず肺や食道でも計測可能と考えられ、腫瘍領

域の診断に有用と考える。しかし、本法は光の届

きにくい領域の計測は不可能なため新しい光源と

測定装置の開発が必要と考えられた。以上より、

今回、Taraporfin吸光反応を用いた微細領域腫瘍判

定システムの開発を発案した。本研究は今後の腫

瘍診断の向上に進展しえる開発と確信している。

若手研究（B）川北　哲也　講師

「シングルセルからの角膜培養上皮シートの
作成」
我々は世界ではじめてマウス角膜上皮細胞の分

離培養に成功し、その培養には、低細胞外カルシ

ウムイオン濃度と無血清が必要であることを明ら

か に し た 。（ Invest Ophthalmol Vis Sci. 45

（10）:3507-12. 2004）。その細胞培養方法により、

p63強陽性、かつClonalに培養可能なマウス角膜上

皮細胞の分離培養に成功した。現在この細胞を用

いて、ひとつの未分化角膜上皮細胞から、角膜を

覆う重層化培養上皮シートを作成し、角膜輪部機

能不全を発症した角膜へ移植することにより、そ

の治療的意義を検討することが目的である。マウ

ス上皮細胞は、継代を重ねるに従い、その角膜特

異的ケラチン12の発現が少なくなっていくことが

わかっており、そのケラチン12が上皮シートとし

て移植後、再度発現するのかどうかを調べる。

若手研究（B）吉田　悟　客員講師

「角膜実質幹細胞による実質細胞外マトリッ
クスの再生」
角膜実質の再生に関しては臨床応用可能な再生

医療学的アプローチは未だ多くなく、生体組織に

近い、生体本来の細胞や細胞外成分をベースにし

たマテリアルの開発が望まれている。角膜実質細

胞の重要な役割の1つは角膜特異的な細胞外基質

の分泌にあるが、この性質は非常に不安定で、in

vitroの血清存在下では速やかにこの分泌が無くな

ることが解っている。我々が分離・培養に成功し

ている角膜実質細胞の幹細胞は、無血清培地で長

期に渡って培養可能であり、本来の細胞外基質の

分泌能を保持している．そこで、本研究では人工

角膜への応用も視野に入れ、実質幹細胞を培養し、

角膜実質本来の性質を持ち生体内での細胞機能を

維持した実質層の再構築を開発することを目的と

している．

若手研究（B）山本　実佳　助手

「歯肉癌の顎骨浸潤をミクロで画像化するプ
ロジェクト」
下顎歯肉扁平上皮癌では病理組織学的に2種類

の下顎骨浸潤様式がある。一方画像上みられる破

壊の様式は、圧迫型、混合型、浸潤型に分けられ、
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病理組織学的分類とは対応していない。そこで、

1）下顎歯肉扁平上皮癌にCBCTを施行して得られ

た画像により顎骨浸潤様式を評価し、手術後の摘

出所見との比較により、CBCTの顎骨浸潤様式の

描出能を評価し、2）顎骨に応用しうるMR拡散強

調画像のシーケンスの検討を行い、3）検討され

たMR拡散強調画像、およびCBCTにより下顎骨扁

平上皮癌の描出能を評価することを目的とし、下

顎扁平上皮癌の顎骨浸潤の病理組織学的変化を反

映しうる画像診断が、CBCTおよびMR拡散強調画

像により可能かどうかを明らかにしたい。

若手研究（B）音成　貴道　助手

「Fusion画像を用いた顎顔面領域への画像診
断プロジェクト」
顎顔面領域は、全身の他の領域と比較して、硬

組織や軟組織などの様々な組織により成り立って

おり、悪性腫瘍、良性腫瘍、嚢胞など様々なもの

が生じる。現在の画像診断で用いられているモダ

リティは、硬組織情報はCT、軟組織情報はMRIを

用いられることが多いのが現状であるが、顎顔面

領域は外科処置時に骨を指標とすることが多いた

め、両方の撮像が必要とされる。

近年、特定の画像情報用PCソフトでCTとMRI

の画像を重ね合わせるFusion画像が注目されてい

る。これは両方の画像と組み合わせることで、硬

組織情報と軟組織情報を同時に得るものである。

このFusion画像を用いることで外科処置時の術者

に非常に有用な情報を得ることが可能となる。

そこで、顎顔面領域にFusion画像と従来の画像

情報の提示を比較して、有用性の検討を行う。

若手研究（B）春山　親弘　助手

「新規半導体レーザーは歯科領域に応用可能
か？」
波長405nm半導体レーザーは、紫色を発する可

視光線で現在工業用として、微細な加工、樹脂溶

着、樹脂硬化などに使用され、さらには次世代

DVDの光源ともなっている。波長の性質として

は、タンパク質のアミド基に強い吸収特性をもっ

ており、歯や骨の骨格をなすタンパク質に作用す

るため、効率のいいアパタイトの粉砕が可能だと

認識されている。また、この波長は殺菌作用もあ

り、蒸散と同時に歯面の殺菌も可能である。そこ

で本研究では、上記のレーザーが歯質や歯髄に対

して安全かつ切削効率の高い硬組織切削機器かど

うか確認をするために以下の検証を行う。1）熱損

傷のない条件下での象牙質に対する切削効率の高

い照射条件を求める。2）切削効率のいい条件下で

の象牙質切削後の歯髄反応を調べる。3）感染歯質

に存在する細菌に対するレーザー照射の殺菌効果

を調べる。405nm半導体レーザーは、波長の性質

としては、ヘモグロビン、メラニン、コラーゲン

などのタンパク質に非常に高い吸収特性を持って

おり、従来の歯科用レーザーにない波長特性であ

る。したがって、口腔軟組織や硬組織への応用が

期待される。

若手研究（B）五十嵐　章浩　助手

「レーザー照射による軟化象牙質の改質およ
び再生は可能か」
近年齲蝕治療では、より保存的な処置法が選択

されるようになってきている。歯質保護の観点か

ら、切削は齲蝕部分にとどめ、健全歯質はできる

限り残そうとするMinimal Interventionや、歯髄保

護の観点から、3MIX等の薬剤貼付により軟化象

牙質を無菌化し、修復象牙質を誘導することで、

抜髄を未然に防ぎ歯髄を温存させようとする試み

も行われている。本研究もこのような歯質保護、

歯髄保護の観点から、レーザー照射によって、軟

化象牙質の無菌化および物理的性質の改質をはか

り、軟化象牙質を人工的に再生させることを目的

としている。

若手研究（B）服部　雅之　講師

「三元合金化による新しい歯科鋳造用チタン
合金の開発」
チタンは耐食性や生体親和性に優れる反面、

様々な欠点を有している。そのために加工や成形

が難しく、鋳造による補綴物や修復物の作製を困

難なものにしている。現在本国において市販され

ている歯科鋳造用チタン合金はTi-6Al-7Nb合金の

みであり、思うようにチタンが普及していないの

が現状である。これまでの基礎的研究によりTi-

Cu-Pd、Ti-Cu-Cr合金を考案したが、本研究におい

ては機械的性質ならびに耐食性に優れた歯科鋳造

用合金を開発することを目的とし、これら合金の

最適な組成比を決定するとともに臨床応用への模
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索を行うことである。チタンの利点を損なうこと

のない歯科鋳造用チタン合金の開発は、金属アレ

ルギーが増加傾向にある昨今、チタンによる修復

の適応を広げ、金銀パラジウム合金を中心とする

金代用合金に新たな選択肢を加えるものと考えら

れる。

若手研究（B）小平　順可　助手

「軟質口蓋義歯は摂食・嚥下に快適か？」
口蓋粘膜には機械的感覚受容器が存在し、それ

は、摂食・嚥下において、舌と協調して食塊の大

きさや性状のセンサーとして重要な役割を担って

いる。しかし、義歯の設計は、口蓋粘膜の広範囲

の被覆を避けられない場合が多いのが現状である。

そこで、義歯を装着した状態でも機械的感覚を認

知できるように、義歯床口蓋部に軟性床用材料を

応用し、摂食・嚥下時の刺激が口蓋部に間接的に

加わるような義歯を考案した。現在、高齢社会を

迎え義歯の需要は年々増加している。軟質口蓋義

歯の使用で摂食・嚥下機能の向上が得られること

が明らかになれば、口蓋粘膜を露出する設計が難

しい症例においても、このような義歯を装着する

ことで患者のQOLの向上が期待できる。

若手研究（B）荒瀧　友彦　講師

「即時荷重インプラントの荷重プロトコルを
上部構造設計から確立する」
口腔インプラント療法における即時荷重法の適

応の可否は、欠損部位や欠損歯数そして初期固定

等の局所条件から判断される場合が多いが、特に

顎骨の局所条件を最終的な上部構造設計とリンク

させて適応を検討しようとする試みはない。顎骨

の局所条件が即時荷重法の適応であったとしても、

上部構造設計からは許容できない場合も十分に考

えられる。それらのリスクファクターを局所条件

に対比して示すことは、即時荷重を行う場合の臨

床的評価基準をより明確にするという点で有意義

である。本研究では、局所条件としてのRFA値と、

DICOMデータより構築した骨強度評価モデルでの

解析結果とを比較検討し、上部構造設計に対する

荷重プロトコルを明らかにする。

若手研究（B）伊藤　太一　助手

「インプラント周囲炎におけるリスク検定シ
ステムの開発」
歯周組織やインプラント周囲組織の健康を維持

するためには、プラークコントロールの徹底が必

要である。その後の細菌の定着や病原性の進行は、

宿主の要因に大きく関わっている。特に唾液は、

その量や成分などを中心に重要な環境因子となっ

ている。唾液は、口腔内の環境を維持し、そこに

含まれる唾液タンパク質はタンパク分解酵素の作

用を阻害したり、細菌の繁殖を抑えたりと口腔内

の自然免疫において重要な働きを担っている。

また、唾液中には歯周病関連細菌が浮遊細菌

（非定着細菌）として存在している。唾液からの歯

周病関連細菌の検出法であるInvader法はペーパー

ポイントを用いた従来の検出法より簡便に、なお

かつ定量的に検査を行える新しい口腔内細菌のス

クリーニング法である。

以上により唾液中の抗菌タンパク質は多くの疾

患への関わりが考えられ、インプラント周囲炎と

の関連性も示唆することができる。インプラント

周囲炎の病態をモニターするためにも、唾液中の

抗菌タンパク質量と炎症の原因となる歯周病関連

細菌の量を知ることは大変重要である。

本研究の目的はインプラント周囲炎および歯周

炎患者における唾液中抗菌タンパク質であるシス

タチンおよびリゾチームを定量し、歯周病関連細

菌の定量も併せて行い、両者の相関性を調べ解析

することである。

また、我々は唾液から測定可能な上記の新しい2

つの方法に加え、口腔粘膜の水分量の測定データ、

骨吸収および骨代謝マーカーの測定データ、糖尿病

マーカーの測定データ、歯周病に関する臨床データ

を採取し解析を行い、インプラント治療の予後を

判断するうえで重要なインプラント周囲炎のリス

ク度検定のシステムを開発する予定である。

若手研究（B）澁井　武夫　助手

「口唇裂・口蓋裂児におけるインプリンティン
グ遺伝子の発現変化を探るプロジェクト」
唇顎口蓋裂の発症は、遺伝的要因と環境的要因

および閾値との複合による多因子しきい説で説明

されています。環境因子については多くの研究者

が成果を挙げていますが、遺伝的要因に関しては
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あまり研究が進んでおりません。これは多くの研

究者が遺伝子の塩基配列異常により、発症してい

ると考えているからです。最近、ゲノムインプリ

ンティングにより個体発生が制御されているとい

う事実が判明しました。そこで、「口唇裂・口蓋

裂の発症にインプリンティング遺伝子が関与して

いるのではないか」という仮説を立て研究を行い

ます。その結果、口唇裂・口蓋裂児の治療および

予防に貢献できればとかんがえています。

若手研究（B）西堀　陽平　助手

「マウス二次口蓋発生における正中上皮索消
失について」
二次口蓋は左右口蓋板の接触、癒合により形成

される。なかでも口蓋板の接触部に形成される上

皮索；MEE（medial edge epithelia）は、接触後より

鼻腔側と口腔側に向かって移動を行い、上皮トラ

イアングルと呼ばれる細胞塊を形成する。やがて

MEEは一定の時期に消失することで、左右口蓋板

の間葉組織が互いに交通し、癒合が完了する。こ

のdrasticな現象を生体が効率よく遂行するために

は、単一の排除機構ではなく、様々な細胞排除の

方法があるのではないかと推察される。本研究で

はMEE細胞の消失に着目し、口蓋発生の各ステー

ジにおける形態学的な観察を行う。

若手研究（B）上田　貴之　助手

「インターネットを利用した学習素材の評価
はアンケート法が最適なのか？」
近年、歯科医学教育においてもe-learningコンテ

ンツの開発が盛んに行われている。しかしながら、

その教育評価方法に確立されたものはなく、アン

ケート法による学生の主観的評価が中心である。

本研究課題は、アンケート法に加えた客観的な評

価方法の確立を目指すものである。本研究の成果

により、wwwを用いた教育用コンテンツの学生の

ニーズにあった教育効果の高い更新が可能になる

ものと期待される。

■平成18年度科学研究費補助金研究者別交付一覧

基盤研究（B）

基盤研究（B）

基盤研究（B）

基盤研究（B）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

小 田 　 豊

榛村　重人

水 口 　 清

吉成　正雄

茂木　悦子

眞木　吉信

石原　和幸

花岡　洋一

東 　 俊 文

安藤　暢敏

兼 子 　 智

佐 藤 　 裕

村 松 　 敬

櫻 井 　 薫

河田　英司

杉山　哲也

1,900 

3,800 

3,200 

5,200 

500 

600 

800 

900 

700 

1,100 

1,200 

700 

1,200 

800 

500 

300 

歯科用チタン合金のEQCA（マイクロバランス）による腐食・変色評価

低酸素培養による角膜幹細胞の分離

DNA多型を用いた法歯学的個人識別検査法の適用範囲の拡大と検査法の転換

薬物送達システムを利用した生体多機能化による即時荷重インプラントの開発

超音波による骨密度計測値を用いた10歳代から80歳代までの骨年齢表示

成人および高齢者の歯科疾患の発病と歯の喪失リスクに関する疫学的研究

歯周病原性細菌バイオフィルム形成における共凝集の役割とその病原性

手指による汚染は歯科補綴物をDNA源とした個人識別にどれだけの影響を及ぼすか

組織幹細胞を用いた肝不全療法開発のための基礎的研究

ティッシュエンジニアリングを応用した組織再構築型人工食道の開発

ICSIにおけるヒト精子の質的保証－DNA2重鎖切断、片側開裂を有する精子の排除

もう一つのヒトう蝕原因菌で遅れている遺伝子機能解明への一つのアプローチ

遺伝子解析ならびにプロテオミクスによる出生前の歯乳頭に潜在する歯牙形成機構の解明

咀嚼によってストレスが緩和する

生活歯漂白はエナメル質表層のみの白濁化では達成できない

高齢者の口腔衛生状態を向上させる二酸化チタン薄膜加工義歯床の検討

○

教 授

客員講師

教 授

助教授

助教授

教 授

助教授

助教授

講 師

教 授

講 師

助教授

講 師

教 授

助教授

講 師

研究種目 研究代表者氏名 研究課題
18年度
新　規
採択者

直接経費

交付決定額
単位（千円）

平成18年8月1日現在
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基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

基盤研究（C）

萌芽研究

萌芽研究

萌芽研究

萌芽研究

萌芽研究

萌芽研究

萌芽研究

萌芽研究

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

三宅菜穂子

内山　健志

高木多加志

伊藤　明代

山本　康人

澁川　義幸

早川　吉彦

高 橋 　 賢

高橋　愼一

高野　伸夫

間宮　秀樹

須山　祐之

阿部　伸一

宮 内 　 潤

川 口 　 充

佐 野 　 司

新谷　益朗

吉成　正雄

高久勇一朗

神 山 　 勲

木津　康博

岡崎雄一郎

武田　栄三

佐竹　良之

田 　 聖 花

天谷　哲也

石 崎 　 憲

高木　一郎

武本　真治

野村　武史

半田　俊之

古谷　義隆

山本　信治

村 上 　 聡

盧 　 靖 文

1,500 

500 

900 

1,000 

2,100 

2,900 

1,700 

1,700 

2,200 

1,700 

2,100 

1,700 

800 

1,200 

1,200 

700 

500 

1,200 

1,600 

1,400 

500 

500 

800 

1,000 

1,100 

2,000 

400 

500 

900 

1,400 

900 

1,000 

1,700 

1,900 

1,000 

ゼータ電位による補綴材料およびアパタイト表面への唾液タンパク吸着性と吸着防止評価

日本人下顎前突症患者における候補遺伝子の解析

顎変形症患者の硬組織と軟組織の三次元形態分析に関する研究

歯周治療におけるバイオフィルム駆逐ストラテジー

心内膜炎病原因子候補、S. mutans のコラーゲンアドヘシン（Ｃｎｍ）の機能解明

象牙芽細胞感覚受容機構の解明（ＴＲＰ・電位依存性チャネル、神経共培養解析）

顎関節部を重視したＣＴ及びＭＲ画像に基づく下顎骨の個体別有限要素モデリング

咬合接触状態の変化は中枢制御機能に影響を与えるか

歯性病巣の関連する皮膚疾患におけるビオチンの効用

プロテオミクス解析による新規口腔癌転移関連遺伝子の同定

ラジオアイソトープを用いたリドカイン歯槽骨内浸透性の観察

医療施設等における微小昆虫類による院内感染拡大に関与に関する研究

バイオマーカーによって特定された口腔癌周囲組織の機能異常を探るプロジェクト

ダウン症児における一過性骨髄増殖症の自然治癒の機序に関する細胞生物学的研究

個体レベルの唾液腺機能解析の為のsiRNAと超音波を応用した遺伝子抑制法の開発

ＦＬＡＩＲ法ＭＲ画像による顎関節滑膜炎の病態診断プロジェクト

口腔疼痛抑制の情動的要因と脳内認知機構の解明－「パスカルの歯痛」の神経基盤－

合成ペプチド修飾による感染防御システム・インプラントの創製

負電荷酸素原子の生体反応に関する病理組織学的研究

吸光度を用いた口腔癌病域診断装置の開発

頭蓋顔面におけるZygomaticus fixtureの生体力学的検討

口腔上皮性異形成の癌化過程における発癌遺伝子について

脳磁場計測による大脳皮質味覚野の特定と味覚障害に対する他覚的客観的評価法の確立

再生表層角膜移植片の性状およびバリアー機能解析

非侵襲ムチン定量による眼表面評価法の確立

２波長発振レーザー照射後の組織は、どのような治癒形態をたどるのか？

義歯床による機械刺激は上皮内機械受容細胞の形態を変化させるか？

頬粘膜圧痕の形成因子についての検索

生体分子修飾によりチタンは防食可能か？

ヒト口腔癌の顎骨浸潤に関わる分子標的因子の解明

アデノシン三リン酸の鎮痛作用と抗炎症作用を利用した新しい術後疼痛管理

吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長法の開発

口腔癌における循環血清free DNA（腫瘍）の検出とその臨床応用に関する研究

炭酸ガス（CO２）レーザーによるオーラルヘルスプロモーション

Syndecan-1の消失は口腔癌の悪性度と関係しているか？

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

助 手

教 授

助教授

助 手

助 手

講 師

講 師

講 師

教 授

教 授

講 師

講 師

助教授

教 授

教 授

教 授

助教授

助教授

助 手

助 手

講 師

助 手

助 手

助 手

助 手

講 師

講 師

助 手

助 手

講 師

助 手

病院助手

助 手

病院助手

病院助手

研究種目 研究代表者氏名 研究課題
18年度
新　規
採択者

直接経費

交付決定額
単位（千円）
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若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

若手研究（B）

杉戸　博記

丸 山 　 澄

渡 邊 　 裕

川北　哲也

吉 田 　 悟

山本　実佳

音成　貴道

春山　親弘

五十嵐章浩

服部　雅之

小平　順可

荒瀧　友彦

伊藤　太一

澁井　武夫

西堀　陽平

上田　貴之

1,500 

500 

700 

1,500 

1,200 

2,800 

2,900 

1,500 

1,300 

1,700 

500 

2,400 

1,300 

2,300 

800 

700 

発生からみた歯周組織再生メカニズムの解明

高度変性資料に対応可能なDNA多型を用いた法歯学的個人の識別

視覚・聴覚刺激を用いた痴呆高齢者の誤嚥性肺炎予防に関する研究

シングルセルからの角膜培養上皮シートの作成

角膜実質幹細胞による実質細胞外マトリックスの再生

歯肉癌の顎骨浸潤をミクロで画像化するプロジェクト

Fusion画像を用いた顎顔面領域への画像診断プロジェクト

新規半導体レーザーは歯科領域に応用可能か？

レーザー照射による軟化象牙質の改質および再生は可能か

三元合金化による新しい歯科鋳造用チタン合金の開発

軟質口蓋義歯は摂食・嚥下に快適か？

即時荷重インプラントの荷重プロトコルを上部構造設計から確立する

インプラント周囲炎におけるリスク検定システムの開発

口唇裂・口蓋裂児におけるインプリンティング遺伝子の発現変化を探るプロジェクト

マウス二次口蓋発生における正中上皮索消失について

インターネットを利用した学習素材の評価はアンケート法が最適なのか？

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

講 師

助 手

助 手

講 師

客員講師

助 手

助 手

助 手

助 手

講 師

助 手

講 師

助 手

助 手

助 手

助 手

研究種目 研究代表者氏名 研究課題
18年度
新　規
採択者

直接経費

交付決定額
単位（千円）
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人物往来
■国内見学者来校

千葉校舎・千葉病院

○大宮歯科衛生士専門学校（学生40名、教員2名）

平成18年7月10日（月）微生物学実習

○太陽歯科衛生士専門学校（学生88名、教員3名）

平成18年7月19日（水）微生物学実習

○千葉県立衛生短期大学（学生50名）

平成18年7月20日（木）解剖学教室、他見学

市川校舎・病院

○国府台女子学院（学生2名）

平成18年8月1日（火）病院、他見学

○第37回工業高校建築教育研修会（工業高等学校

教員50名）

平成18年8月4日（金）病院、他見学

■海外出張

○篠崎尚史センター長、浅水健志コーディネー

ター（市病・角膜センター）

The Eye Bank for Sight Restorationを見学するた

め、及び第45回EBAA年次学会参加のため、

North West Lions Eye Bankにて会議のため、6月4

日（日）から篠崎センター長は14日（水）まで、

浅水コーディネーターは18日（日）までアメリ

カ・ニューヨーク、シアトル、カナダ・トロン

トへ出張。

○柳澤孝彰教授（口腔超微構造）

中国全国牙病防治指導組による齲蝕予防啓蒙活

動として、講演のため、6月13日（火）から18日

（日）まで、中国・成都・武漢へ出張。

○金子譲学長、笠原正貴助手（水病・口腔健康臨

床科学）

上海鉄道大学口腔医学院付属第九人民病院視察

ならびに、病院長と中国歯科麻酔学会会長との

会談のため、6月15日（木）から16日（金）まで、

中国・上海へ出張。

○武田友孝助教授（スポーツ歯学）

Academy for Sports Dentistry 2006 Annual Sympo-

sium に出席及び発表のため、6月21日（水）か

ら28日（水）まで、アメリカ・カリフォルニア

へ出張。

○藥師寺仁教授、関口浩助教授、牛田永子病院

助手、桑名りえ大学院生（小児歯科）

第5回アジア小児歯科学会議に藥師寺教授は特

別講演ならびに同会議理事会に出席のため、6

月21日（水）から25日（日）まで、関口助教授、

牛田病院助手、桑名大学院生は同会議に出席及

び発表のため、6月22日（木）から26日（月）ま

で、台湾・高雄市へ出張。

○下野正基教授（病理）

第13回ICOPMで発表のため及び、第84回IADR

に出席・発表のため、6月22日（木）から6月30

日（金）まで、オーストラリア・ブリスベンへ

出張。

○内山健志教授（口腔外科）

International Cleft Lip & Palate Foundation Confer-

enceで発表のため、6月23日（金）から6月30日

（金）まで、イギリス・イーストボーンへ出張。

○井上孝教授（臨床検査）

台北医学大学口腔医学院視察及び、第84回IADR

にて共同演者として発表のため、Pulp research

group会議出席のため、6月24日（土）から7月1日

（土）まで、台湾・台北、オーストラリア・ブリ

スベンへ出張。

○金子譲学長

第84回IADRに参加のため及びシドニー大学視

察のため、6月24日（土）から7月1日（土）まで、

オーストラリア・ブリスベン、シドニーへ出張。

○櫻井 薫教授、上田貴之助手、小平順可助手、

田原靖章助手、柳澤光一郎病院助手、鶴岡守人

大学院生、齊藤貴之大学院生（有床義歯補綴）

第84回IADRに参加及び発表のため、櫻井教授

は6月27日（火）から7月2日（日）まで、田原助

手、鶴岡大学院生、齊藤大学院生は6月26日（月）

から7月2日（日）まで、上田助手、小平助手、

柳澤病院助手は6月25日（日）から7月3日（月）ま

で、オーストラリア・ブリスベンへ出張。

○中川寛一教授、土倉康助手、齊藤百合子大学院

生、藤井理絵大学院生、福山賀子大学院生、

奥村礼二郎大学院生（歯内療法）

第84回IADRに参加及び発表のため、中川教授、

戸倉助手、齊藤大学院生は6月27日（火）から7

月3日（月）まで、藤井大学院生は6月27日（火）
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から7月4日（火）まで、奥村大学院生は6月26日

（月）から7月1日（土）まで、福山大学院生は6月

25日（日）から6月30日（金）まで、オーストラ

リア・ブリスベンへ出張。

○山田 了教授、太田幹夫講師、杉戸博記講師、

山本茂樹助手、久保田道也大学院生、牧野麻子

大学院生（歯周病）

第84回IADRに参加及び発表のため、山田教授、

山本助手、久保田大学院生、牧野大学院生は6

月26日（月）から7月2日（日）まで、太田講師は

6月26日（月）から7月1日（土）まで、杉戸講師

は6月27日（火）から7月2日（日）まで、オース

トラリア・ブリスベンへ出張。

○川口充教授、小菅康弘助手、四宮敬史大学院生

（薬理）

第84回IADRに参加及び発表のため、6月26日

（月）から7月2日（日）まで、オーストラリア・

ブリスベンへ出張。

○奥田克爾教授、石原和幸助教授（微生物）

第84回IADRに参加及び発表のため、奥田教授

はJADRの監事としてPan-Asia Pacific Federationに

出席、 Journal of Dental Research,J.Periodontal

Researchの編集会議へ出席するため、6月28日

（水）から7月1日（土）まで、石原助教授は6月26

日（月）から7月2日（日）まで、オーストラリ

ア・ブリスベンへ出張。

○小田豊教授（歯科理工）

第84回IADRに参加及び発表のため、及びCoun-

cil Meetingに出席するため、6月26日（月）から

7月2日（日）まで、オーストラリア・ブリスベ

ンへ出張。

○佐野司教授（歯科放射線）

第84回IADRで発表のため及び、共同研究打ち

合わせのため6月26日（月）から7月4日（火）ま

で、オーストラリア・ブリスベン・シドニーへ

出張。

○望月清志講師（水病・口腔健康臨床科学）

第84回IADRで発表のため、6月27日（火）から7

月2日（日）まで、オーストラリア・ブリスベン

へ出張。

○茂木悦子助教授、野村真弓助手（歯科矯正）

第84回IADRに参加及び発表のため、茂木助教授は

6月28日（水）から7月2日（日）まで、野村助手は6

月26日（月）から7月1日（土）まで、オーストラリ

ア・ブリスベンへ出張。

○佐藤大輔大学院生（臨床検査）

第84回IADRで発表のため、6月26日（月）から7

月2日（日）まで、オーストラリア・ブリスベン

へ出張。

○宗宮英希大学院生（口腔外科）

第84回IADRで発表のため、6月26日（月）から7

月2日（日）まで、オーストラリア・ブリスベン

へ出張。

○津守伸明大学院生（解剖）

第84回IADRで発表のため、6月24日（土）から7

月5日（水）まで、オーストラリア・ブリスベン

へ出張。

○内藤薫大学院生（スポーツ歯学）

第84回IADRで発表のため、6月26日（月）から7

月2日（日）まで、オーストラリア・ブリスベン

へ出張。

○武田友孝助教授（スポーツ歯学）

大韓スポーツ歯科医学会での招待講演のため、

6月30日（金）から7月4日（火）まで、韓国・ソ

ウルへ出張。

○野嶋邦彦講師（歯科矯正）

第82回ヨーロッパ矯正歯科学会に参加及び発表

のため、6月30日（金）から7月8日（土）まで、オー

ストリア・ウィーンへ出張。

○須賀賢一郎講師（口腔外科）

ダルハウジー大学歯学部口腔外科において研究

ならびに臨床研修のため、平成18年7月1日（土）

にカナダ・ハリファックスへ出発。帰国は平成

19年6月30日（土）の予定。

○冨田友美子助教授（生化）

第53回ORCAに参加のため、7月3日（月）から7

月11日（火）まで、イギリス・スコットランド

へ出張。

○三宅菜穂子助手（水病・口腔健康臨床科学）

第53回ORCAに参加のため、7月3日（月）から7

月12日（水）まで、イギリス・スコットランド

へ出張。

○末石研二助教授（水病・口腔健康臨床科学）

第82回ヨーロッパ矯正歯科学会で発表のため、

7月3日（月）から7月10日（月）まで、オースト

リア・ウィーンへ出張。

○遠藤隆行講師（生理）

第5回Forum of European Neuroscienceで発表の
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ため、7月7日（金）から7月13日（木）まで、オー

ストリア・ウィーンへ出張。

○渋川義幸講師（生理）

カルガリー大学で共同研究のため、7月11日（火）

から7月26日（水）まで、カナダへ出張。

○篠崎尚史センター長（角膜センター）

WHO An International Symposium on Ethical and

Policy isuues会議に出席のため、7月16日（日）

から7月21日（金）まで、スイス・チューリッヒ

へ出張。

○米津卓郎講師（小児歯科）

アイオワ大学歯学部との共同研究逐行と新規研

究の打合せのため、7月19日（水）から7月28日

（金）まで、アメリカ・アイオワへ出張。

○吉成正雄助教授（歯科理工）

The 33rd Controlled Release Society Annual Meeting

へ参加・発表のため、及び研究打合せのため、

7月20日（木）から7月27日（木）まで、オースト

リア・ウィーンへ出張。

○宮下有恒助手（総合診療科）

カロリンスカ大学歯学部補綴学講座での共同研

究のため、平成18年7月29日（土）にスウェーデ

ン・ストックホルムへ出発。帰国は平成19年7

月28日（日）の予定。

○宮内潤教授（市病・臨床検査科）

上海交通大学医学院付属医院を訪問及び、上海

小児医療センターで講演及び見学のため、7月

30日（日）から8月7日（月）まで、中国・上海へ

出張。

○渡邊弘樹講師（口腔超微構造）、石塚洋一、

石岡みずき（歯学部6年）

第13回国際フリーラジカル学会で発表のため

渡邊講師は8月13日（日）から22日（火）まで、

石塚学生は8月14日（月）から20日（日）まで、

石岡学生は8月13日（日）から20日（日）まで、ス

イス・ダヴォスへ出張。

○新谷益朗助教授（脳科学研究施設）

第15回国際生体磁気学会議及びBrain Electrical

Source Analysis Workshopに参加のため、8月20

日（日）から29日（火）まで、カナダ・バンクー

バーへ出張。

○大久保真衣助手（歯科放射線）

18th Congress of International Association for Dis-

ability and Oral Healthで発表のため、8月22日

（火）から28日（月）まで、スウェーデン・ヨー

テボリへ出張。

○平井義人教授（学生部長）、菅沼雅文学生課長

（学生課）

本学と延世大学校歯科大学との学生交流に伴う

引率のため、8月22日（火）から25日（金）まで、

韓国・ソウルへ出張。

○眞木吉信教授（衛生学）

国際障害者歯科学会で発表のため、8月22日（火）

から28日（月）まで、スウェーデン・ヨーテボ

リへ出張。

○田中一郎助教授（市病・皮膚科）

第16回中日形成外科学会で発表のため、8月24

日（木）から31日（木）まで、中国・ハルピン市

へ出張。

○井上裕理事長、金子譲学長、藥師寺仁副学長、

佐藤亨教授（クラウンブリッジ補綴）、前田健一郎

事務員（法人庶務課）

台湾歯科医学総会に金子学長、藥師寺副学長は

出席及び講演のため、佐藤教授は座長として、

及び井上理事長、金子学長、藥師寺副学長、佐藤

教授、前田事務員は台北医学大学口腔医学院と

の姉妹校締結のため、また佐藤教授は台北医学

大学補綴との研究打合せのため、8月26日（土）

から29日（火）まで、台湾・台中、台北へ出張。

○松久保隆教授、須山祐之講師（衛生）

延世大学歯科大学予防歯科学講座創設10周年記

念会での特別講演、共同研究および4年制歯科

衛生学部見学のため、8月31日（木）から9月3日

（日）まで、韓国・ソウルへ出張。
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大学日誌
平成18年6月

1（水） 学生部（課）事務連絡会

省エネルギーの日

防災安全自主点検日

3（土） 第281回東歯学会（例会）

5（月） 大学院ベーシックセミナーⅠ（～9日）

学生健康診断（第5学年）

6（火） 教務部（課）事務連絡会

看護部運営会議（市病）

7（水） 5年生前期授業終了

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

口腔健康臨床科学講座会（水病）

8（木） 薬事委員会（市病）

手術室運営委員会（市病）

病院幹部会（水病）

9（金） 学生健康診断（第1・4学年）

大学院事務連絡会

歯科衛生士専門学校1・2年生健康診断

10（土） 入試ガイダンス〔於：水道橋校舎〕

12（月） 学生健康診断（第6学年）

病院運営会議

高度先進医療専門委員会

医療用具治験審査委員会

個人情報保護委員会

医療安全管理委員会

感染予防対策委員会（ICC）

医局長会

第24回医療安全研修会

大学院ベーシックセミナーⅠ

臨床教育委員会

13（火） 臨床教授連絡会

講座主任教授会

人事委員会、

第54回歯科医学教育セミナー

図書委員会

院内褥瘡対策委員会（市病）

14（水） 5年生前期定期試験（2日目）

14（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

歯科衛生士専門学校職員会

救急委員会（市病）

リスクマネージメント部会（水病）

薬事委員会（水病）

感染予防指導チーム委員会（水病）

15（木） 学生健康診断（第2・3学年）

先進医療推進委員会

環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

医療安全管理委員会（市病）

部長会（市病）

管理診療委員会（市病）

科長会（水病）

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）

16（金） 実験動物供養祭

19（月） 医療連携委員会

20（火） 機器等安全自主点検日

看護部運営会議（市病）

21（水） 5年生前期定期試験（3日目）

会計監査講評（水病）

22（木） 千葉校舎課長会

情報システム管理委員会

第227回大学院セミナー

検査室委員会（市病）

全体医局会（市病）

23（金） 院内感染予防対策委員会（市病）

社保委員会（水病）

24（土） 父兄との懇談会

父兄会定時総会

父兄に対する修学指導方針の説明

各学年主任・クラス主任による説明

学年主任・副主任による三者個別面談

25（日） 第2回研修管理委員会（臨時）

26（月） 6年生第1回総合学力試験（～27日）

給食委員会

27（火） 薬事委員会
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27（火） 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

教養科目協議会

28（水） 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）

30（金） 全体課長会

平成18年7月

1（土） 平成19年度臨床研修歯科医募集病院説

明会

臨床研修歯科医OSCE（水病）

3（月） 粗大ゴミの廃棄（～6日）

第228回大学院セミナー

省エネルギーの日・防災安全自主点検日

4（火） 教務部（課）事務連絡会

第38回全日本歯科学生総合体育大会結

団式

看護部運営会議（市病）

サマーパーティー〔東京グリーンホテ

ル水道橋〕（水病）

5（水） リスクマネージメント部会

感染予防対策委員会（ICT）

MRSA院内感染対策委員会

千葉校舎課長会

学生部（課）事務連絡会

東京歯科大学口腔がんセンター開所披

露式（市病）

口腔健康臨床科学講座会（水病）

6（木） 治験審査・倫理委員会（市病）

7（金） ICT委員会（市病）

10（月） 病院運営会議

大学院事務連絡会

高度先進医療専門委員会

医療用具治験審査委員会

個人情報保護委員会

医療安全管理委員会

感染予防対策委員会（ICC）

臨床教育委員会

医局長会

第25回医療安全研修会

11（火） 学生夏期休暇（～8/31）

臨床教授連絡会

11（火） 講座主任教授会

人事委員会

院内褥瘡対策委員会（市病）

12（水） 基礎教授連絡会

大学院運営委員会

大学院研究科委員会

歯科衛生士専門学校臨床実習委員会

救急委員会（市病）

リスクマネージメント部会（水病）

薬事委員会（水病）

感染予防指導チーム委員会（水病）

13（木） 東京歯科大学千葉病院症例検討会

第229回大学院セミナー

歯科衛生士専門学校1年生夏期休暇（～

8/31）

薬事委員会（市病）

手術室運営委員会（市病）

病院幹部会（水病）

14（金） 教育ワークショップ

看護部新採用者3ヶ月フォローアップ研

修（市病）

第16回CPR＋AED講習会

15（土） 歯科衛生士専門学校2年生夏期休暇（～

8/31）

18（火） 第230回大学院セミナー

歯科衛生士専門学校職員会

環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

19（水）大学院ベーシックセミナーⅡ（～21）

情報システム管理委員会

看護部運営会議（市病）

輸血療法委員会（市病）

教職員研修会〔血脇記念ホール〕（水病）

20（木） 千葉校舎課長会

先進医療推進委員会

機器等安全自主点検日

医療安全管理委員会（市病）

部長会（市病）

管理診療委員会（市病）

科長会（水病）

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）
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21（金） 歯科衛生士専門学校説明会

業務改善委員会（市病）

22（土） 5年生前期追・再試験

第231回大学院セミナー

24（月） 医療連携委員会

第232回大学院セミナー

25（火） 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

26（水） 平成19年度看護師採用説明会（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）

27（木） 大学院ベーシックセミナーⅡ（～28）

医療安全管理委員会

歯科衛生士専門学校3年生夏期休暇（～

8/31）

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）

28（金） 木曜会委員会（市病）

29（土） 入試ガイダンス〔水道橋校舎〕

平成18年8月

1（火） 第38回全日本歯科学生総合体育大会（～

12日）

1（火） 省エネルギーの日・防災安全自主点検日

2（水） 平成19年度看護師採用説明会（市病）

4（金） ICT委員会（市病）

社保委員会（水病）

8（火） 看護部運営会議（市病）

9（水） 平成19年度看護師採用説明会（市病）

リスクマネージメント部会（水病）

11（金） 院内褥瘡対策委員会（市病）

15（火） 環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

16（水） 平成19年度看護師採用説明会（市病）

18（金） 第17回CPR＋AED講習会（市病）

20（日） 平成19年度臨床研修歯科医選考

21（月） 機器等安全自主点検日

22（火） 延世大学校歯科大学との学生交流プロ

グラム（～25日）

平成19年度看護師採用試験（市病）

23（水） 平成19年度看護師採用説明会（市病）

24（木） 入試ガイダンス〔於：千葉校舎〕

院内感染症予防対策委員会（市病）

25（金） 歯科衛生士専門学校学校説明会

28（月） 第233回大学院セミナー

30（水） 平成19年度看護師採用説明会（市病）
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昨年9月の中国第四軍医大学口腔医学院につづき、今年8月に台北医学大学口腔医学院との姉妹校協定締結が行われました。

これで本学にはアジアで3つ目の姉妹校が誕生しました。金子学長がお話されたようにこの2つの姉妹校と多くの人と人の

つながりや友情ができるような仕組みと努力が必要不可欠と思います。市川総合病院に口腔がんセンターが開設されました。

ソフト面で本センターが有効に機能するにはセクショナリズム

を超えた本学全体の連携が必要であり、本学でこそ実現できる

ものと確信しております。また、学生の部活動のアクティビテ

ィーはその大学全体のアクティビティーと一致していると一般

に考えられています。今年も歯学体での本学学生の活躍が目立

ちました。講義実習で大変忙しい毎日を送りながら、22部門

のうち18部門に参加し、5位入賞した360名の学生諸君は

“見事”の一言です。

本号はワンダーフォーゲル部の学生が夏のクラブ活動時に霧

ｹ峰で撮ったノアザミを掲載いたします（学生課の山岸広報委

員の紹介）。ノアザミの花は昆虫が訪れた時にのみ花粉を放出

し、大切な花粉を無駄にしないようになっており、写真は丁度

その時のものです。

（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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