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本号の主な内容 ・第38回東歯祭

・長期海外出張者報告

・延世大学校歯科大学病院職員来校

・第四軍医大学口腔医学院院長等来校

・国際渉外部レポート

2006年9・10・11月

221号

第38回東歯祭が平成18年10月28日（土）・29日

（日）の2日間にわたり開催された。今回の東歯祭

は、「Turn Discovery Communication」とのテーマ

のもと、鈴木大貴実行委員長（3年）を中心に約60

名の実行委員が一丸となって企画・準備・運営

にあたった。29日には若干の雨にも降られたが、

2日間を通して約1,800名を動員し、大盛況の大学

祭となった。

第38回東歯祭開催



（2） 第221号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成18年11月30日発行

■東歯祭を彩った展示部門！

学祭の成否を計る上でかかせないバロメーター

の一つが「展示」である。その点、今回の東歯祭

の展示は、東京歯科大学生の"顔"が見えてくるよ

うな展示であり、大成功であったといえる。

学生と教員が一体となって作り上げる「講座・

研究室展示」では、例年より展示数は減少したも

ののその分一つ一つの展示の内容は充実したもの

となった。解剖学講座や法人類学研究室など貴重

な資料を見ることができる展示がある一方で、ス

ポーツ歯学研究室や歯周病学講座など参加型の展

示もあり、さまざまに参加者を楽しませていた。

また、新たな試みとして、学生の授業発表展示や

スチューデント・クリニシャン・プログラム（P22参照）

の入賞展示に加え、国際渉外部主催による英語ポ

スターコンペティション（P21参照）も行われ、例

年に無いアカデミックな展示に熱い視線が注がれ

ていた。

また、「クラブ展示」も例年どおり行われ、国際

医療研究会、自然愛好会を始め多くのクラブが日

頃のクラブ活動成果を展示しており、来場者は日

常の学生生活の一端も垣間見ることができた。

■様々な企画も目白押し

28日には千葉校舎講堂において「だいたひかる」

「いしばしはざま」のお笑いライブショーが行わ

れ、29日には「仮面ライダーカブト」ショーが中

庭ステージにて行われた。いずれも多くの来場者

を集め盛り上がった。また、28日には千葉校舎開

校25周年を記念した公開講座（P13参照）が千葉校

舎講堂にて開催され、多くの近隣住民の方が参加

され大成功の裡に終わった。この東歯祭は、日頃

の成果を披露する絶好の機会ともいえ、講堂では

その他に、混声合唱部の第46回定期演奏会や管弦

学部の公開リハーサル・室内楽コンサート、ダン

ス部のステージなどが催された。

厚生棟前における野外ステージでは、ダンス部

やMLS、BIG BAND JAZZ部が日頃の成果を披露

した他、変わったところでは「エアギター選手権」

「フィーリングカップル」といった企画も行われ関

心を引いていた。

また、例年好評の大学院学生会による「無料歯

科相談」歯科衛生士専門学校による「ブラッシン

グ指導」も多くの来場者から関心を集めたほか、

29日（日）には入試ガイダンスも行われ、多くの

受験生と保護者が参加した。（詳細は14ページ）

■連日賑わった模擬店

各クラブ等による模擬店が15店出店され、連日

賑わいを見せた。今年も各クラブ創意工夫を凝ら

しており、「串ステーキ（MLS）」や「タコス（バス

ケットボール部）」「ちぢみ（スキー部）」と言った

新メニューに挑戦するクラブ・団体もあり、人だ

かりを作っていた。また、夕方になり肌寒くなっ

てくると、豚汁（ボウリング部）なども良く売れ、

専門的な展示も分かりやすい説明で興味しんしん。：平
成18年10月29日（日）、千葉校舎基礎棟ラウンジ

管弦の調べが講堂を包んだ：平成18年10月28日（土）、
千葉校舎講堂

歯の正しい磨き方わかったかな？：平成18年10月29
日（日）、千葉校舎基礎棟ラウンジ
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来場者は身体を温めていた。他のクラブも先輩か

ら受け継がれた伝統の味で勝負するクラブもあり

と今年の東歯祭をいろどっていた。

■感動を呼んだ後夜祭

29日午後5時から、厚生棟前野外特設ステージ

にて金子譲学長をはじめとする大学幹部および教

職員、上田祥士父兄会長ご出席のもとに後夜祭が

行われた。まず始めに、金子学長より挨拶と総評

が述べられた後、上田父兄会長より来賓挨拶をい

ただいた。続いて、展示部門・模擬店部門の優秀

団体を藥師寺 仁副学長が発表、賞状を授与した。

また、井上孝国際渉外部長より今回から始まった

英語ポスターコンペティションの表彰も行われた。

（表彰団体・表彰者は下記のとおり）

そして、日もとっぷり暮れた暗闇の中で、実行委

員を代表して鈴木実行委員長が演台の中央に立っ

た。鈴木君を始め実行委員会の執行部のほぼ全員

が、東歯祭に実行委員としてたずさわること３年

目。その万感の想いを込めての挨拶をしている目元

は、スポットライトにあてられ涙が光っていた。

最後は、教職員・学生が声を合わせて校歌を斉

唱、平井義人学生部長による乾杯の発声をいただ

いた瞬間、実行委員の用意していたクラッカーが

鳴らされた。そして、感動の余韻を残したまま、

東歯祭は幕を閉じた。

クラブ展示部門

第１位　国際医療研究会

第２位　自然愛好会

第３位　延世大学校歯科大学との学生交流

講座・研究室展示部門

第１位　法人類学研究室

第２位　解剖学講座

第３位　口腔超微構造学講座

模擬店部門

特別賞　陸上部「関口屋（餃子ドッグ＆タピオカ

ミルクティ）」

英語ポスターコンペティション

優勝　丸山友恵さん（６年）

東歯祭実行委員長・鈴木大貴君

「寒さも厳しさを増し、本格的な冬を向かえる

季節となりました。さて、去る10月29日・30日に

無事、第38回東歯祭を終えました事を御報告する

と共に、開催にあたり御協力頂きました諸先生方

や、大学関係者の皆様に実行委員一同、厚く御礼

申し上げます。

今年度は「Turn Discovery Communication」を

テーマに、私たちがどの様に他人と、また社会と

関わっていくべきかを再考し、東京歯科大学とし

てのアイデンティティを再確認出来たと御好評頂

けました。

私は三年間東歯祭の中心で活動し、多くの問題

を仲間と共に共有、解決しながら成長する事が出

来ました。そして実行委員としての役目を終え、人

を育てる土は人であり、その土を耕すのもまた人

であると言う事も学びました。その様な東歯祭と

言う自己成長の場がより発展する事を願い、次代

にバトンを手渡したいと思います。最後に東歯祭

を支え、見守り、そして参加して頂きました全て

の方に厚く御礼申し上げ、総括とさせて頂きます。」

行列のできる模擬店！「マスタードたっぷりで！」：平
成18年10月28日（土）、千葉校舎

「皆さん楽しめましたか？」やりきった笑顔が印象的な
鈴木実行委員長：平成18年10月29日（日）、千葉校舎
中庭ステージ
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このたび教授会のご推挙により、平成18年10

月1日をもちまして歯科理工学講座（歯科医学教

育開発センター併任）教授に就任いたしました。

まことに光栄でありますとともに、その重責を

痛感いたしております。

平成17年度に文部科学省で採択された「特色

GP」｢現代GP｣の事業の推進はもちろんのこと、

IT環境の整備、試験問題データベースの構築、

試験システムの開発など教育方法、教育システ

ムの研究、開発を行いたいと考えております。

試験は成績の管理、序列化だけに使われがちです

が、学生個々に応じた適切で迅速な指導によって

学習意欲を高めることが可能です。また適切な

評価を行うため、試験問題の質の向上、試験の

適正化を図るためのデータベースの構築、デー

タ解析システムの開発も大きな業務と考えてお

ります。

e-learningは「いつでも」「どこでも」のユビキタ

ス・ネットワーク社会において、効率のよい学

習方法として広く取り入れられております。本

学でも既製のプログラムと、各講座、研究室で

立ち上げている教育Webプログラムが学生に公開

されています。歯科医学教育でのe-learningの応

用には消極的な考えも多いようでございますが、

予習、復習の手段として、また、現在構築して

いる統合型e-learningは系統講義の関連性を理解

するためには非常に効果的な学習手段であると

考えております。広く学生にe-learningでの学習

方法、講義、実習への応用方法を広めるととも

に、効率よい学習環境を作ることが私の役割と

考えております。

歯科理工学、歯科医学教育開発センターの併

任でございますが、歯科理工学講座の小田 豊教

授のご理解を得て、軸足は歯科医学教育開発セ

ンターに置き、東京歯科大学の教育力を高める

ためがんばる所存でございますので、皆様方の

今までにも増してのご指導ご鞭撻をお願い申し

上げます。

略　歴

昭和45年 4月 東京歯科大学入学

昭和51年 3月 東京歯科大学卒業

昭和50年 4月 東京歯科大学学会会員（現在）

昭和51年 4月 東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科理工学専

攻）入学

昭和51年 5月 第59回歯科医師国家試験合格

昭和51年 5月 歯科理工学会会員（昭和57年3月まで）

昭和51年 6月 歯科医籍登録　第69519号

昭和55年 9月 東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科理工学専

攻）修了

昭和55年 9月 歯学博士の学位受領（東京歯科大学）

昭和55年10月 東京歯科大学歯科理工学講座講師

昭和57年 4月 日本歯科理工学会会員　（現在）

昭和62年 4月 日本接着歯学研究会会員　（現在）

昭和62年 6月 国際歯科研究会（IADR）会員（現在）

昭和62年 7月 日本補綴歯科学会会員（現在）

昭和63年 4月 日本接着歯学会会員（現在）

平成 2年 4月 東京歯科大学歯科理工学講座助教授

平成 2年 4月 東京歯科大学学会評議員（現在）

平成 2年 4月 日本歯科理工学会評議員（現在）

平成 7年 4月 日本歯科保存学会会員（現在）

平成 7年 6月 東京歯科大学口腔科学研究センター研究管理部

分析生物研究機器主任　

平成 9年 4月 日本歯科医師会器材薬剤室器材部会歯科器材検

討委員（現在）

平成10年 4月 日本接着歯学会評議委員（現在）

平成10年 6月 東京歯科大学教務部副部長（現在）

平成12年12月 厚生労働省保健医療専門審査員（現在）

平成13年 6月 東京歯科大学情報システム管理委員長（現在）

平成14年 4月 日本歯科医学教育学会会員（現在）

平成16年 4月 日本テスト学会会員（現在）

平成16年 4月 日本歯科医学教育学会国家試験・共用試験委員

（現在）

平成16年 4月 共用試験実施機構共用試験歯学CBT試験実施小

委員会委員（現在）

平成16年 4月 日本歯科理工学会称号認定制度によるデンタル

マテリアルシニアアドバイザー第52号

平成16年 7月 日本歯科医学教育学会教育システム開発賞受賞

平成17年10月 東京歯科大学歯科医学教育開発センター主任

（現在）

平成18年10月 東京歯科大学歯科理工学講座、歯科医学教育開

発センター（併任）教授　

現在に至る

■教授就任のご挨拶

歯科理工学講座

（歯科医学教育開発

センター）

河　田　英　司



平成18年11月30日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第221号　　（5）

このたび教授会のご推挙により平成18年10月1

日付けを持ちまして、東京歯科大学千葉病院口

腔インプラント科教授を拝命いたしました。も

とより浅学菲才で身に余る重責ですが、今後は

臨床、研究、教育に誠心誠意努力を重ね、新た

な気持ちで歯科医学、歯科医療の発展のために

尽くしてゆく所存であります。

私は卒業後、口腔外科学第一講座に入局して

25年間多くの先生方にご指導を頂きました。ま

た平成17年度から開設されましたインプラント

科では、臨床教授の先生方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。

インプラント治療はアンチ・エイジング歯科医

療の重要な武器となり、今後ますます発展が予想

されるといわれています。現在でも、多くの患者

はインプラント治療の恩恵にあずかり、人生の後

半におけるQOLの向上に大いに役立っていると思

われます。しかしながらインプラント治療により

肉体的にも精神的にも多大なダメージを負って、

当科に紹介されてくる患者も少なくありません。

この原因はインプラントに関する正しい情報が

歯科医師にも、患者にも不足していることが大

きいためと考えられます。これはインプラント

がメーカー主導により展開され、さらに急速な

発展を遂げてきたため多くの情報があふれ、さ

まざまなレベルの情報が重要度とは無関係に混

在し、エビデンスに基づいた確信度の高い情報

が埋もれてしまっているように感じます。した

がって、大学病院のインプラント科の使命は、

「正しい情報を継続して広く発信すること」にあ

ると考えられます。当然その内容は臨床データ

の集積だけではなく、それを裏付ける基礎研究

の報告、さらに次世代を担う若い歯科医師に向

けた教育情報をまとめたものになります。これ

らを発信するためには、学内他科、地域の開業

医の先生方、他大学、全国の同窓生と協力、協

調、連携を結ぶことが重要であると思われます。

今後、この使命の成就をめざし日々精進を続け

てゆく覚悟であります。

これからも何卒、ご指導ご鞭撻のほど宜しく

お願い申し上げます。

略　歴

昭和55年 3月 東京歯科大学卒業

昭和55年 5月 第67回歯科医師国家試験合格

昭和55年 5月 東京歯科大学口腔外科学第1講座　特別研究生

入学

昭和55年 7月 歯科医籍登録　第81288号

昭和56年 4月 東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専

攻）入学

昭和60年10月 東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専

攻）修了

昭和60年10月 歯学博士の学位受領（東京歯科大学）

昭和60年11月 東京歯科大学口腔外科学第１講座　助手

（平成2年10月まで）

平成元年 9月 社団法人日本口腔外科学会認定医制度による日

本口腔外科学会認定医（第314号）

平成 2年11月 東京歯科大学口腔外科学第１講座　講師

（平成17年2月まで）

平成 6年 8月 社団法人日本口腔外科学会認定医制度による日

本口腔外科学会指導医（第422号）

平成 7年11月 学命によりドイツ連邦共和国Hannover医科大学

口腔顎顔面外科学教室に留学（客員医局員）

（平成9年2月まで）

平成16年10月 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科　科長

平成17年 3月 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科 助教授

平成18年10月 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科 教授

口腔インプラント科

矢　島　安　朝
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■博士（歯学）学位記授与

○第554回（平18.9.13）授与

第530回（H16.6.9）合格

石　崎　　　憲（補 綴 Ⅰ）第1605号・乙695号

第537回（H17.2.6）合格

山　崎 智　子（保 存 Ⅱ）第1628号・甲927号

第538回（H17.3.23）合格

渡　邊　　　章（口 外 Ⅱ）第1632号・甲931号

第538回（H17.3.23）合格

井　若　芳　郎（解 剖 Ⅰ）第1636号・甲935号

第543回（H17.9.14）合格

桝 澤　伸　彰（解 剖 Ⅰ）第1647号・甲944号

第548回（H18.2.15）合格

中　澤　妙衣子（保 存 Ⅲ）第1656号・甲952号

第548回（H18.2.15）合格

村　野　嘉　則（保 存 Ⅱ）第1658号・甲954号

第549回（H18.3.15）合格

音　成　貴　道（歯　　放）第1678号・乙705号

第551回（H18.5.17）合格

天　野　牧　人（解 剖 Ⅰ）第1685号・乙708号

○第555回（平18.10.18）授与

第521回（H15.9.10）合格

塩　見　周　平（口 外 Ⅱ）第1574号・甲888号

第549回（H18.3.15）合格

市　村　賢太郎（矯　　正）第1674号・甲970号

第549回（H18.3.15）合格

小　坂　竜　也（矯　　正）第1679号・甲974号

○第556回（平18.11.8）授与

第537回（H17.2.16）合格

勢　島　　　尚（理　　工）第1626号・甲925号

第538回（H17.3.23）合格

片　山　明　彦（保 存 Ⅱ）第1637号・甲936号

第550回（H18.4.12）合格

淺　香　　　充（病　　理）第1683号・乙707号

第551回（H18.5.17）合格

小　出　直　弘（臨　　検）第1686号・乙709号

■武本真治助手発表優秀賞を受賞

平成18年4月22日（土）～23日（日）に東京・タ

ワーホール船堀で開催された第47回日本歯科理

工学会学術講演会において、歯科理工学講座の

武本真治助手、服部雅之講師、野口竜実専攻生、

吉成正雄助教授、河田英司助教授（現教授）、

小田 豊教授が発表した"フッ化物含有溶液に浸漬

した歯科鋳造用Ti-Cr合金の表面分析"が発表優秀

賞を受賞した。授賞式は平成18年10月28日、29

日に愛知学院大学（名古屋）で開催された第48回

日本歯科理工学会学術講演会で行われた。本発

表優秀賞は、評議員が①発表内容の新規性、②

明朗で優れたプレゼンテーションを評価するも

ので、35演題の中から4演題に授与された。

受賞対象となった研究内容は、齲蝕予防剤に

含まれているフッ化物に対して優れた耐食性を

保持することができるTi-Cr合金の表面分析を行

い、優れた耐食性を有する根拠の解明を目的と

して行われた。歯科臨床でも純チタンの変色・

腐食が話題に挙がっていることを反映して、Ti-

Cr合金表面に形成する不動態被膜の組成によっ

て耐食性が左右されることをまとめた。フッ化

物に対する優れた耐食性を有するチタン合金の

開発には注目が集まっていることから、今後歯

科臨床への応用が期待される。

■第233回大学院セミナー開催

平成18年8月28日（月）午後6時から千葉校舎第

1教室において、第233回大学院セミナーが開催

された。今回はUCLA, School of Dentistry, the

学内ニュース

受賞した武本助手（左）：平成18年10月28日（土）、
愛知学院大学
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Division of Oral Biology and MedicineのProfessor

David T. Wongを講師にお迎えして「Saliva Diag-

nostics: Powered by Nanotechnologies, Proteomics

and Genomics」と題する講演を伺った。

講演の主旨は、唾液中に含まれるタンパク情

報及び遺伝子情報を内臓疾患の診断に用いるた

めの技術開発と臨床応用についての現状を紹介

するもので、唾液の微量サンプルから遺伝子

（mRNA）を精度よく抽出する技術、測定感度を

上げる技術、迅速でかつ簡便に測定する技術、

独自に開発した専用のディバイスについて解説

し、実際に口腔がんの診断に使用した症例を紹

介するなど、21世紀の先端医療に相応しい非侵

襲的診断方法の先駆け研究として極めて印象的

であった。今回のセミナーは、唾液が様々な病

態診断のプローベとして応用される夢とそれに

向けての研究意欲を湧き立たせる大変有意義な

ものであった。

■市川集中治療セミナー2006開催

平成18年9月5日（火）午後7時から、市川総合

病院講堂において、昨年に引き続き「市川集中治

療セミナー2006」が開催され、今年は脳血管障害

をテーマとして臨床研究2題と特別講演1題が企

画された。

畠 亮市川総合病院長の挨拶に続いて、内科の

野川 茂 助教授の司会により、臨床研究から、内

科の笠井弘子医師により「発症後、症状の進行を

認めた脳梗塞3例」と、脳神経外科の片山正輝助

手により「眼症状と脳血管障害」と題した発表が

あった。脳梗塞として見られる種々の症状や眼

症状は、日常臨床において頻回に遭遇するもの

であり、その際の注意点についていずれも詳細

に解説された。

特別講演は、麻酔科部長の小板橋俊哉教授の

司会により特別講演が行われ、脳神経外科部長

である菅 貞郎教授が「脳卒中診療の最近の話題」

と題して、脳梗塞急性期のt-PA療法と最新の脳

血管内治療について詳しく解説した。現在、t-

PA療法は発症から3時間以内に開始しないと予後

が改善しないとのことで、「Time is Brain」と言

う一言が印象的であった。また、脳動脈瘤に対

するコイル塞栓術は、新しい治療法として市川

総合病院でも導入されたところだが、適応が限

定されていることを除けば低侵襲手術として有

用な治療法であると考えられ、今後の進展が注

目される。

当日は土橋正彦市川市医師会長をはじめ、多

くの医師会の先生方のご出席も頂き、予定時間

を30分超過するほどの盛会であった。

■市川総合病院防災訓練実施

平成18年9月6日（水）に、市川総合病院におい

て防災訓練が実施された。

まず、午後1時30分から、大規模な地震が発生

した際の防災センターへの通報訓練が行われた。

続いて、午後2時10分からは、消火器及び屋内

消火栓取り扱い訓練が行われた。残念ながら当

日は天候の悪化が予想されたため、予定されて

いた起震車による地震体験訓練は中止となった

が、消防署員による詳細な消火器取扱い説明に

参加者は真剣な眼差しで聞き入っていた。

午後4時からは、火災発生を想定した屋内消火

栓取り扱い訓練及び通報・避難訓練が行われた。

患者の安全を確保するための初期消火活動から、

講演されるDavid T．Wong先生：平成18年8月28
日（月）、千葉校舎第1教室

特別講演を行う菅教授：平成18年9月5日（火）、市川
総合病院講堂



患者を誘導した避難訓練が行われ、最後に市川

市西消防署と畠 亮市川総合病院から講評を得て

終了した。

■平成18年度第5回水道橋病院教職員研修会開催

平成18年9月11日（月）午後6時から、水道橋校

舎血脇記念ホールにて平成18年度第5回水道橋病

院教職員研修会が開催された。今回は本学社会

歯科学研究室 平田創一郎講師をお迎えし、「歯科

医師臨床研修医制度と医療安全について｣と題し

た講演をうかがった。

平田講師は、歯科医師臨床研修制度の法制化

に至った経緯、研修制度における臨床研修歯科

医の処遇、平成17年度マッチングの結果等につ

いて、医師臨床研修制度と比較しながら詳細に

ご説明された。また、研修修了の評価および認

定にあたっての基本的な考え方、修了要件、評

価・認定等における指導歯科医・プログラム責

任者等の役割について、資料を示しながら解説

された。さらに、ヒヤリハット、医療事故を未

然に防ぐための医療安全への取り組み方、事故

後の対応等について、実例を挙げながらお話し

いただいた。

講演後には活発な質疑がなされ、約1時間30分

にわたる有意義な研修会であった。

■坂本輝雄講師 学術大会優秀発表賞を2年連続受賞

2006年9月13日（水）～15日（金）に札幌市・札

幌コンベンションセンターで開催された第65回日

本矯正歯科学会大会・第1回日韓ジョイントミー

ティングにおいて、歯科矯正学講座の坂本輝雄講

師は、"皮質骨骨切り術（Corticotomy）を併用し

た両側性臼歯部鋏状咬合を伴う過蓋咬合症例"と

題する発表を行い、学術大会優秀発表賞を2年連

続して受賞した。発表内容は、V字歯列を呈し

狭窄した下顎歯列の臼歯部に皮質骨骨切り術を

行い、独自に作製した拡大装置を用いて両側性

鋏状咬合を改善した症例についてである。成人

症例に対し下顎歯列を側方拡大すると、通常の

矯正治療では治療後の安定性と歯周組織に対す

る侵襲（根面露出）や知覚過敏が問題となるが、

皮質骨骨切り術を併用することでそれらの問題

が発現せず、保定1年9ヵ月経過時でも咬合の安

定性が得られていた。これは学術展示210演題、

症例展示63演題、計273演題の中から選考された

もので、共同演者は山口秀晴教授、内山健志教

授（口腔外科学講座）、篠 珠美病院助手（口腔健

康臨床科学講座）、早川浩太郎先生（東京都）で

ある。

■第234回大学院セミナー開催

平成18年9月15日（金）午後6時から千葉校舎第

2教室において、第234回大学院セミナーが開催

された。今回は長崎大学大学院医歯薬学総合研

究科 口腔病原微生物学講座の中山浩次教授を講
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訓練後に講評を行う畠病院長：平成18年9月6日（水）、
市川総合病院外来ラウンジ

受賞した坂本輝雄講師：平成18年9月15日（金）、札
幌コンベンションセンター

講演する平田講師：平成18年9月11日（月） 水道橋
校舎血脇記念ホール
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師にお迎えして「循環障害への歯周病原性細菌の

関与」と題する講演を伺った。

歯科疾患と全身疾患との関係は、ヒポクラテ

スの時代から知られていたことや、歯周病原性

細菌が粥腫性動脈硬化症や脳血管疾患などに関

わっていることなど、分かりやすい解説であっ

た。続いて、歯周病原性Porphyromonas gingivalis

が、血小板および赤血球の凝集性について紹介

された。本菌の血小板と赤血球の凝集には、P.

gingivalisのもっているジンジパインというタン

パク質分解酵素の特定領域が、関与しているこ

とを示された。さらに、その凝集には成熟型の

タンパク質が、血液中にみいだされるP. gingi-

valisに対するIgGおよびIgGのFc レセプターが必

要であることなど、最前線のプロテオミックス

研究が紹介された。歯周病原性細菌の代表とも

言えるP. gingivalisの血小板凝固や赤血球凝集へ

の関与が明らかにされた。セミナーは、歯周病

原性細菌による心血管疾患発病との関わりを示

したもので、脚光を浴びている領域であったこ

ともあり、熱い討論がもたれた。

■井原郁夫大学院生デンツプライ賞を受賞

第36回日本口腔インプラント学会総会学術大

会が平成18年9月15日（金）から17日（日）まで新

潟コンベンションセンターにて開催され、歯内

療法学講座の井原郁夫大学院生が「インプラント

に近接した根尖病変の処置と文献的考察」と題す

るポスター発表しデンツプライ賞を受賞した。

発表内容は、上顎左側側切歯根尖部1/3からイン

プラント体近心部1/2を含む透過像を認めた症例

に対し、感染根管処置のみで症状および骨透過

像の改善がみられたものである。インプラント

体と根尖部の病変との関連を精査する目的で

HITACHI CB Throne歯科用コ－ンビ－ムCTで撮

影した。3ヶ月ごとに経過を追い、その治療・治

癒に加えて文献的考察をしたものである。

これはポスター発表46演題の中から選考され

たもので、共同演者は中川寛一教授、佐野 司教

授、矢島安朝教授、山田雅司大学院生である。

■第235回大学院セミナー開催

平成18年9月20日（水）午後6時から千葉校舎第

2教室において、第235回大学院セミナーが開催

された。今回は日本大学歯学部歯科補綴学教室

第二講座の石上友彦教授を講師にお迎えして「顎

顔面補綴処置」と題する講演をうかがった。

顎顔面補綴修復治療は、腫瘍、外傷、炎症、先

天奇形などが原因で顎骨とその周囲組織に生じた

欠損に対して非観血的に、あるいは手術との併用

により人工物で補填修復し、失われた機能と形態

の回復をはかることにあるといわれている。今回

本校では、これまで馴染み薄いこれらの分野につ

いて、先生がその開発にかかわられ、今日一般臨

床に多用されている磁性アタッチメントの応用例

講演される中山先生：平成18年9月15日（金）、千葉
校舎第2教室

受賞した井原大学院生（左）：平成18年9月17日（日）、
新潟コンベンションセンター

講演される石上先生：平成18年9月20日（水）、千葉
校舎第2教室
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などを含め、これまでの数多くの臨床例を通し

て顎補綴、先天奇形、顔面欠損の3項目に関して、

その現状を紹介して頂いた。顎顔面補綴処置は、

口腔外科等をはじめ隣接医学との連携が重要で

あるともに、再生医療等新たな開発が必要と思

われた。本セミナーは、ほとんど先生のこれま

での臨床の現場からのお話で、臨床に携わる者

にとっては、大変有意義なセミナーとなった。

■第236回大学院セミナー開催

平成18年9月22日（金）午後6時から千葉校舎第

3教室において、第236回大学院セミナーが開催さ

れた。今回は北海道医療大学歯科補綴学第一講座

の平井敏博教授を講師にお迎えして「咬合・咀嚼

が創る健康・QOL」と題する講演をうかがった。

講演は、「身体運動機能」、「姿勢保持機能」、

「脳機能」、「健康・長寿・QOL」の4つの主題につ

いてなされた。「身体運動機能」、「姿勢保持機能」

では、姿勢制御、生理的クレンチングを中心に、

その調節メカニズムとフィードバック機構につ

いてご自身の研究業績を中心にご解説いただい

た。また、「脳機能」では咬合・咀嚼機能の保持

とストレスについて、「健康・長寿・QOL」では、

咀嚼機能の客観的評価法などについて詳細なデー

タを元に解説いただいた。大学院生から多くの

質問もなされ、有意義なセミナーであった。

■遠藤隆行講師、歯科基礎医学会ライオン学術賞受賞

生理学講座、遠藤隆行講師が歯科基礎医学会

ライオン学術賞を受賞し、平成18年9月22日（金）、

23日（土）に鶴見大学にて開催された学術大会・

総会において、受賞講演を行った。

受賞講演の演題は、「自律神経機能統合中枢、

脳幹孤束核細胞カルシウムチャネルに対するア

ンギオテンシンⅡの作用」と題されたもので、感

覚神経終末から放出されたアンギオテンシンⅡ

が脳幹孤束核細胞の興奮性を高め、それにより

心機能を亢進させる、という研究である。その

際の細胞内シグナルを解明し、アンギオテンシ

ンⅡ受容体がSrcチロシンキナーゼ→p38MAPKシ

グナルを介して脳幹孤束核細胞カルシウムチャ

ネルを活性化する、ということを明らかにした

研究により本賞を受賞した。これにより、当講

座のメインプロジェクトの一つである口腔感覚

機能と自律機能における中枢神経系ネットワー

クの解明がさらに進展を遂げたといえる。

■第56回歯科医学教育セミナー開催

平成18年9月25日（月）午後6時から千葉校舎第

2教室において、第56回歯科医学教育セミナーが

開催された。今回は、佐野 司教務副部長を講師

とし、「コーチングについて」と題したセミナー

が行われた。

コーチングとは、アメリカにて1960年代に体

系づけられたもので、初めはスポーツのコーチ

が使っていた指導スキルをベースにし、心理学、

カウンセリング学、接遇学、リーダーシップ論

等を組み合わせ体系化したもので、「目標や希望

を達成するために、その人の中に眠っている答

えを引き出し、自発的行動を促していくコミュ

ニケーション法」である。今回説明されたのは、

メディカルサポートコーチングという医療現場

向けに体系付けられたコーチング法で医療者と

患者、スタッフ間、後輩・学生指導など多様に

応用できるコミュニケーション法である。

まず始めに、悪い指導医の例としてビデオを

講演される平井先生：平成18年9月22日（金）、千葉
校舎第3教室

受賞した遠藤講師：平成18年9月22日（金）、鶴見大
学
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映写した。そのビデオを見た後の感想を参加者

に聞き、ではどのような指導方法が適切なのか

について説明が行われた。メディカルサポート

コーチングの基本としてマスターすべきことは

「聴くこと」「質問すること」「伝えること」の3つ

となる。それぞれの基本的な考え方とスキルに

ついて説明された後、大学院生を相手に実際に

メディカルサポートコーチング法の実演が行わ

れた。最後に応用編として具体的にコーチング

を使った目標達成法について実演と説明が行わ

れた。当日は120名を超える参加者が集まり質疑

応答も活発に行われ、大変有意義なセミナーと

なった。

■平成19年度科学研究費補助金説明会開催

平成18年9月25日（月）午後7時から千葉校舎第

2教室において、平成19年度科学研究費補助金説

明会が開催された。山田 了研究部長の司会のも

と、教務課より研究計画調書の作成要領・変更

点等の説明が行われた。昨年同様応募書類の一

部が電子申請となる。IDとパスワードを取得し

WEB上から応募情報を入力、応募書類を作成す

ることとなる。また、書式等の変更もあるので

応募者は公募要領等熟読の上、提出していただ

くよう説明があった。科研費の不正使用に伴う

応募資格の停止と無作為抽出による内部監査の

実施など科研日の適正な執行に関する取組みに

ついても説明がされた。科研費採択に向けて参

加者は皆熱心に耳を傾けていた。

■市川総合病院自衛消防操法大会参加

事業所自衛消防操法大会は、市内各事業所の

自衛消防隊員が屋内消火栓設備等の操作技術に

習熟し、消防操法の基本を身につけるとともに、

火災等の災害発生時に対処し得る自衛消防体制

の確立を図ることを目的として、毎年市川市消

防協力会の主催で実施されている。今年は平成

18年10月3日（火）に江戸川河川敷消防訓練場に

て開催された。

市川総合病院からは男子チーム（3名）、女子

チーム（3名）の2チームが参加し、男子チーム、

女子チームとも敢闘賞を受賞した。

■第4回試験問題作成に関するワークショップ開催

平成18年10月7日（土）、8日（日）、クロスウェー

ブ船橋において、第4回試験問題作成とセキュリ

ティの確保に関するワークショップが開催され

た。本ワークショップは、文部科学省の平成17年

度特色ある大学教育支援プログラムで選定された

本学の取組「IT環境でのグローバルエバリュエー

ション」を更に充実・発展させる事業のひとつと

して実施するものである。

今回は、本学の基礎、臨床教育職員30名を対象

とし、歯科医学における基本的な知識の理解と総

合的な診断能力・問題解決力を総括的に評価する

ための多肢選択式試験問題作成のスキルアップ、

更にその試験問題の重要性に配慮し厳正に管理す

る能力の向上を目指し、個人演習および5グルー

プによるブラッシュアップ等の実践的なワーク

ショップを行った。参加した受講者からは、｢問

題作成の難しさを自分なりに抱えていたが、ワー

クショップに参加し問題点の抽出と解決ができ

た｣｢普段講座内で問題のブラッシュアップを行っ

ているが、他講座の方とディスカッションする

機会が持て、他領域の問題や意見を知ることが

でき大変参考になった｣等の感想が挙げられた。

コーチングについて実演する佐野教務副部長と矢島あや
大学院生：平成18年9月25日（月）、千葉校舎第2教室

操法を行う男子チーム：平成18年10月3日（火）、江
戸川河川敷消防訓練場



最後に、受講者に修了証書が授与され2日間の

日程を終了した。本ワークショップにより、教

員個々の問題作成・管理能力の向上を図り、ひ

いては、本学における学生の公正な学習評価の

より一層の充実を目指している。

■平成18年度解剖諸霊位供養法会

平成18年10月11日（水）午後2時30分から、水

道橋校舎血脇記念ホールにおいて平成18年度解

剖諸霊位供養法会が執り行われた。

金子 譲学長はじめ大学幹部、関係教職員、2学

年学部学生、歯科衛生士専門学校学生代表、ご

遺族ならびに東京歯科大学白菊会の方々が参列

し、歯科医学の教育と研究のため尊いご意志を

持って献体戴いた諸霊位に対し感謝を捧げ、ご

冥福をお祈りした。本学開設以来、4千有余柱の

御霊に向かい真珠院石井道彦導師の誦経に続き、

金子学長が祭文を奉読し、参列者全員の献花が

行われた。

続いて、解剖学講座主任の井出吉信教授の挨

拶、ご遺族を代表して岡山佐喜子様の挨拶があ

り、本年度の解剖諸霊位供養法会を滞りなく終

了した。

その後、ご遺族並びに大学関係者が文京区小

石川の真珠院を墓参され散会した。

■第2回大学と同窓クラス代表との懇談会開催

「第2回大学と同窓クラス代表との懇談会」は

平成18年10月19日（木）に水道橋校舎血脇記念

ホールにて開催された。平日の15時からの開会

にもかかわらず、各卒業年次の同窓クラス代表

者約80名もの参加を得て、同窓の先生方の大学

への関心の深さを実感した。

当懇談会は現在の大学の現況を同窓生に幅広

く周知するという目的で昨年から実施しており、

大学から井上裕理事長、金子譲学長、藥師寺仁

副学長、井出吉信学監、石井拓男千葉病院長が

出席した。

藥師寺副学長の開会の挨拶に続き、まず井上

理事長から大学の運営や創立120周年記念事業準

備委員会の発足などについての説明があり、「同

窓生の理解や支援の基に大学は発展・成長する。

この懇談会を通して大学の現状を良く理解して

いただくとともに、ご意見やご要望を遠慮無く

お聞かせ頂き、実りのある懇談会にしていただ

きたい。」との挨拶があった。

つぎに金子学長は昨年度から現在までに大学

が行った新規事業や姉妹校締結をはじめ、「大学

を取りまく諸問題と大学の現況」というテーマに

沿って資料を基に詳しく説明された。

続いて井出学監から「学生教育の現状と修学指

導方針」について、石井千葉病院長から「東京歯

科大学千葉病院・専門外来と医療連携」について

説明があった。

参加者からは、「大学の現状が良く理解でき
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グループ討議風景：平成18年10月8日（日）、クロス
ウェーブ船橋

諸霊位に献花する学生代表：平成18年10月11日（水）、
水道橋校舎血脇記念ホール

諸霊位に献花する金子学長：平成18年10月11日（水）、
水道橋校舎血脇記念ホール



た。」、「次回はディベートの時間も取って欲しい」

「さまざまな年代の同窓が集まれる良い機会だ」

など多くの声が寄せられた。懇談会終了後、東

京グリーンホテル水道橋に会場を移した懇親会

では、参加者各位が和やかに歓談され、第2回大

学と同窓クラス代表との懇談会は盛会裡に終了

した。次回は来年10月に開催予定である。

■第57回歯科医学教育セミナー開催

平成18年10月23日（月）午後6時から千葉校舎

第2教室において、第57回歯科医学教育セミナー

が開催された。今回は、千葉大学附属図書館長

土屋 俊教授を講師にお迎えし、「機関リポジトリ

は大学に何をもたらすか」と題した講演をうか

がった。

まず始めに、機関リポジトリの構築が求めら

れるに到ったその背景として、出版業界の書籍

価格の高騰、研究助成に対する説明責任、また

大学における研究成果、教育資源の開放等大学

活動の社会還元の必要性等について説明された。

機関リポジトリとは、大学における研究教育活

動の結果として生産された成果物を大学の責任

において構築したものとのことである。また、

アメリカ、イギリス等世界における機関リポジ

トリの状況と日本の大学等の機関リポジトリの

状況についても説明され、今や機関リポジトリ

は一流大学の条件となっているとのことである。

次に、千葉大学における機関リポジトリの状況

について説明された。学内出版物の体系化、教

員業績データベースとの連携、学外のサーチエ

ンジン・データベースとの連携の必要性、図書

館の役割、そしてリポジトリ構築に伴う著作権

の問題等について説明いただいた。

当日は100名を超える参加者が集まり質疑応

答も活発に行われ、本学の機関リポジトリ構築

においても大変参考となる有意義なセミナーと

なった。

■東京歯科大学公開講座開催

平成18年10月28日（土）東歯祭開催初日午前10

時から、東京歯科大学公開講座が、本学講堂に

おいて開催された。本公開講座は千葉校舎開校

25周年を記念して行われ、地元千葉市美浜区の

関係団体（真砂地区コミュニティづくり懇談会、

千葉市社会福祉協議会真砂地区部会、千葉市第

31地区町内自治会連絡協議会）と共催し、地域住

民の方々と意見交換を交えての開催となった。

当日は、嶋村一郎助教授の司会進行のもと、

井出吉信学監、そして共催団体を代表して佐藤明

会長よりご挨拶をいただき、次の2本の講演が行

われた。

講演①『子どもの口と身体の健康とスポーツド

リンク』

小児歯科学講座　　藥師寺　仁教授
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第2回大学と同窓クラス代表との懇談会：平成18年10
月19日（木）、水道橋校舎血脇記念ホール

第2回大学と同窓クラス代表との懇親会：平成18年10
月19日（木）、東京グリーンホテル水道橋

講演される土屋教授：平成18年10月23日（月）、千葉
校舎第2教室



講演②『インプラント（入れ歯にかわる人工歯

根）は第2の永久歯？』

臨床検査学研究室　井上　　孝教授

口腔インプラント科 矢島　安朝教授

講演は、スポーツドリンクの常飲が子どもの

口と身体に及ぼす影響について、そしてインプ

ラントの基礎的な説明からその治療法まで、多

くの写真やデータを用いて、詳細にわかりやす

く行われた。約140名の参加者はみな熱心に聴講

し、千葉校舎開校25周年記念 東京歯科大学公開

講座は盛会のうちに終了した。

■入試ガイダンス（東歯祭）開催

第5回入試ガイダンスが、東歯祭期間中の平成

18年10月29日（日）午前11時から千葉校舎第2教

室において開催された。本年度の「模擬授業」は、

一戸達也教務副部長、柴原孝彦教授が担当し、大

学で学ぶ歯科医学専門科目に関する内容の一端を

紹介した。続いて、入試概要・学生生活・大学案

内の説明の後、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、図書館史料室、千葉

病院受付、診療室などを回り、解剖学講座、教職

員の協力のもとに、東歯大の伝統、貴重な史料や

標本、充実した設備等を示した。また、本学の無

線LAN環境、CBT用PCの設置環境など充実した

情報関係設備・環境については、参加者に実際に

PCを操作、体験してもらった。なお、参加者に

は昨年に引き続き東歯祭の模擬店利用券を配付

し、東歯祭の雰囲気を楽しんでもらった。

■第282回東京歯科大学学会総会開催

平成18年11月4（土）・5（日）の両日、千葉校

舎と水道橋校舎において東京歯科大学学会総会

が開催された。

初日の口演は第1・2教室、示説はラウンジ2を

会場として発表された。午後からは平成18年度

東京歯科大学学会評議員会・総会が開催された。

今回発表された口演は31題、示説は8題であった。

その他、学長奨励研究賞受賞講演2題が第2教室

で、また、次の特別講演2題が講堂で行われた。

1．BC （before cloning）生化学者としてのアポト

ーシス研究の軌跡

木崎治俊教授（東歯大・生化）
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東京歯科大学公開講座風景①：平成18年10月28日
（土）、千葉校舎講堂

東京歯科大学公開講座風景②：平成18年10月28日
（土）、千葉校舎講堂　［写真提供：千葉市社会福祉協議
会真砂地区部会 成田英雄氏］

第282回東京歯科大学学会総会：平成18年11月5日
（日）、水道橋校舎血脇記念ホール

金子学長より第四軍医大学口腔医学院 金教授に感謝状が贈ら
れる：平成18年11月5日（日）、水道橋校舎血脇記念ホール
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2．咬合異常の原因となる生活習慣－不正咬合は

予防できるか－

山口秀晴教授（東歯大・矯正）

第2日目は水道橋校舎血脇記念ホールを会場と

して、午前中は「顎補綴と再生」と題して、昨年

姉妹校締結された中国西安第四軍医大学口腔医

学院との共同シンポジウムが開催された。午後

からは東京医科歯科大学の須田英明教授による

「歯内療法の最前線」と題した招待講演と、第2回

インプラントシンポジウムが「リスク診断とリス

ク回避」と題して開催された。

■平成19年度推薦入学選考・学士編入学試験実施

平成18年11月11日（土）、千葉校舎において、

平成19年度推薦入学選考・学士編入学試験が実施

された。推薦入学選考では、142名（指定校制含

む）の志願者があり、午前中に小論文、小テスト、

午後には面接試験が行われた。学士編入学試験で

は、20名の志願者があり、小論文・小テストおよ

び面接試験が行われた。学士編入学試験の合格者

は、来年度の第2学年に編入する。なお、合格者

には11月15日（水）に合格通知が発送された。

■平成18年度第6回水道橋病院教職員研修会開催

平成18年11月13日（月）午後6時から、水道橋

校舎血脇記念ホールにて平成18年度第6回水道橋

病院教職員研修会が開催された。今回は水道橋

病院臨床教授で長らく神奈川県立こども医療セ

ンター歯科部長をなされていた池田正一先生を

講師としてお迎えし、「障がい児の歯科医療」と

題した講演を伺った。

障害は身体構造の障害（impairment）と個人と

しての障害（disability）と社会参加の障害（handi-

cap）の3つの側面からなる事から話を起こされ、

障がい児の自己決定権と医療参加に関する考察

を交えながら、実際の歯科治療の手法へと話は

進められた。脳性麻痺児の不随意運動への対処

や自閉症児への写真と絵を用いたコミュニケー

ション法など個々の障害に対する深い理解と先

駆的な取り組みが紹介され、出席者に障害者歯

科に関する理解を促す講演であった。最後に

William Osler の言葉『医療に必要な事の1/3は医

学書には書かれていない』を紹介され、医療が

Art、ScienceそしてHumanityからなる事を強調し

て講演は終了された。

講演後には活発な質疑がなされ、約1時間30分

にわたる有意義な研修会であった。

■平成19年度大学院入学試験（Ⅰ期）実施

平成18年11月18日（土）午前9時30分から千葉

校舎において、平成19年度大学院入学試験（Ⅰ期）

が実施され、外国語（英語）試験および志望講座

における主科目試験・面接が行われた。また同

日、社会人特別選抜も実施され、外国語（英語）

試験および口頭試問（面接）、志望講座における

主科目試験･面接が行われた。本年度は志願者32

名（うち社会人は1名）が受験し、11月24日（金）

正午に合格者の発表が行われた。なお、Ⅱ期は

平成19年2月17日（土）に実施される予定である。

■平成18年度修学指導関係者・父兄個別面談会開催

平成18年度修学指導関係者・父兄個別面談会

が平成18年11月25日（土）に千葉校舎で開催され

た。第1学年から第5学年の修学指導を必要とす

る学生および第6学年の希望者を対象とし、第1

学年～第5学年生までは、保護者および学生と学

年主任（クラス主任）・副主任による三者面談方

式で、第6学年生は、保護者と学年主任・副主任

による二者面談方式で実施された。

■省エネ等についてのミニ講演会の開催（第25

回全体課長会）

平成18年11月30日（木）午後4時30から千葉校

舎第1会議室において開催された第25回全体課長

会に、藤城元良氏（財団法人関東電気保安協会千

葉事業本部 保安1課長）を講師にお迎えし、「電

気を正しく使って快適ライフ、省エネ並びに省

講演される池田臨床教授：平成18年11月13日（月）、
水道橋校舎血脇記念ホール
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マネー」と題したミニ講演会を実施した。

講演内容は、電気を安全に使うために知って

おくべき基本的な知識、電気の上手な使い方、

効果の上がる節電方法等について事例を交えて

説明があった。省エネについては、①照明器具

は、不要な照明はこまめに電源を切ること。②

冷暖房装置は日常の手入れをきちんと行うこと。

（フィルターの清掃等）③家電用品（テレビ、パ

ソコン、電気ポット等）の待機電気のカットする

ことなど、電気を使う人の意識の持ち方しだい

で、かなりの省エネ、コストの節約ができると

いうことを大変わかり易く解説された。

約30分の講演のあと、熱心な質疑応答があり、

大変有意義なものとなった。

■市川総合病院 市川市医師会・歯科医師会との

懇親会開催

市川総合病院と地域の各医療機関との病診連

携の強化を推進するため、市川市医師会、歯科

医師会の先生方を招いての講演会・懇親会が、

平成18年11月30日（木）午後7時から、市川グラ

ンドホテルにて行われた。

講演会では医療コンサルティングホワイトボッ

クス株式会社の石井友二氏をお招きして、「診療

報酬改定の影響と対策－今後の地域連携を踏まえ

て－」と題してご講演いただいた。

講演会終了後、同ホテルにて懇親会が行われ

た。患者を通じてのやりとりはあるものの直接

会ってお話しする機会はなかなか無いため、懇

親会では市川総合病院の教職員の紹介と、医師

会、歯科医師会の先生方の紹介が行われた。和

やかな雰囲気の中でお互いの距離を縮めること

のできた有意義な懇親会は盛会のうちに午後10

時過ぎに終了した。

■平成18年度医学教育等関係業務功労者表彰

（文部科学省）を受ける

市川総合病院　准看護師　風間　礼子氏

水道橋病院　　准看護師　高野　節子氏

歯学部・医学部及び附属病院等において、教

育・研究・患者診療等に長期間従事し、顕著な

功労があった者に授与される当該表彰において、

本学から推薦された市川総合病院の風間礼子准

看護師並びに水道橋病院の高野節子准看護師が、

全国の大学より推薦された候補者の中から、今

年度の受賞者として選ばれた。

風間氏は准看護師として、30年間にわたり看護

業務に従事し、人望と、確実な技術で業務に取り

組み、患者に暖かい医療を提供し、同僚・後輩に

よい刺激となっている。高野氏は准看護師として、

40年間にわたり看護業務に携わり、人格と、勤務

態度において他の職員の模範になっており、業務

に熱心に取り組むことで、患者に暖かい医療を

提供してきた。それぞれの立場において、他の

職員の模範となり、病院の発展に貢献してきた

講演される石井講師：平成18年11月30日（木）、市川
グランドホテル

表彰を受けた風間氏

表彰を受けた高野氏
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ことが高く評価され、今回の表彰となったもの

である。

■日本口腔外科学会総会学術大会でメダルディ

ス賞、ゴールドリボン賞を受賞

平成18年10月12日、13日に福岡県北九州市で

第51回（社）日本口腔外科学会総会学術大会が行

われた。本学口腔外科学講座からは11題の演題

発表を行った。この中で片倉 朗講師が社会貢献

性が高く優秀な研究に与えられるメダルティス

賞、右田雅士大学院生が優秀なポスター発表に

与えられるゴールドリボン賞を受賞した。片倉

講師は「当講座における口腔癌の早期発見への取

り組みー唾液を用いた口腔癌のスクリーニング」

の題目で口腔癌の早期発見のための診断に全唾

液中のタンパクを検出し、バイオマーカーとし

て応用する事を目的とした研究発表を行った。

これはHRC第5プロジェクトの研究を進めたもの

である。また、右田大学院生は「光線力学療法の

口腔癌への応用」の題目で口腔腫瘍の進展範囲の

診断に対して現在注目を浴びている光線力学療

法を応用し、腫瘍内の血流を基にした腫瘍領域

判定の新手法を検証した研究を発表した。今後

これらの研究成果は本学の口腔癌の診断、治療

にフィードバックされることが期待される。

■オーラルメディシン・口腔外科学講座

講師　小澤靖弘

大学のご厚意により、昨年8月末からドイツ連

邦共和国・フライブルグ大学（Albert-Ludwigs-

Universitat Freiburg）付属病院の口腔顎顔面外科学

教室に留学しております。フライブルグはドイ

ツの南西部に位置し、環境都市として知られて

おります。西にライン川、東に黒い森を抱く緑

豊かな学園都市で、治安も大変良く、ドイツ人

に住みたい街を調査すると常に上位にランクさ

れています。また住民は外国人に対し非常に親

切で開放的です。

フライブルグ大学は1457年領主アルブレヒト

によって創立され、現在では全世界から2万人以

上の学生が学ぶ大学となっております。大学本

部がある旧市街と駅を挟んで反対側に付属病院

があります。日本の病院とは違い、広大な敷地

の中にヨーロッパ風の建物が連なる形で形成さ

れ、ひとつひとつ建物がそれぞれ外科棟、内科

棟、産婦人科棟などと別れています。そのひと

つが歯科・口腔外科棟で、その中の口腔顎顔面

外科学教室（Klinik und Poliklinik fur Mund-,

Kiefer- und Gesichtschirurgie）に私はguest doctorと

して在籍しております。

当教室のSchmelzeisen教授はドイツでも最も若

くChairmanになった方で、腫瘍、外傷、組織再

建を主なテーマとして研究・臨床で大きな成果

を上げています。また大変な親日家として知ら

れており、独学で日本語を勉強していて、私に

も片言の日本語で話しかけてくれます。日本に

も友人が多く、講演等で30回以上も来日したと

のことです。

毎朝7時45分に医局会があり、当直医による緊

急患者の報告、症例検討、連絡等を行い、8時ご

ろより外来・病棟に分かれて勤務が始まります。

私は病棟に勤務しており、医局会修了後、病棟

へ移動して入院患者のカンファレンスおよび回

診に参加しております。病床は40床程ですが、

年間の手術数は約1900例で、外傷・腫瘍・顎変

形症・唇顎口蓋裂・インプラント埋入、サイナ

スリフトなど口腔外科領域の手術から眼瞼下垂

やフェイスリフトなどの形成外科領域の手術ま

受賞した片倉講師（右）と右田大学院生（左）

長期海外出張者報告
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で幅広く行われております。特に当病院には外

傷センターがあり、ドイツ国内のみならず、遠

くはロシアからも患者が搬送されてきます。手

術は指導医、担当医、学生の組み合わせで行い

ますが、私も手術に参加しております。

当教室はSchmelzeisen教授の指導の下、ナビ

ゲーション手術に力を入れ、数多くの報告をし

ています。本方法は術前に撮影したCT画像と手

術中にマークしたポイントをコンピューターで

シンクロさせ、現在手術している部位を正確に

測定して安全性を高めるとともに、以前は術者

の主観に頼られていた対称性や位置を明確にし

て審美性・機能性を向上させるものです。歯

科・口腔外科領域では、腫瘍切除手術、顎骨再

建術、骨折の整復固定術などの他、インプラン

トの安全・確実な埋入にも効果的です。私はこ

のナビゲーション手術を習得するために、頭蓋

骨を使ったシミュレーションなどを行うととも

に、実際の手術に参加して研修しています。市

川総合病院に口腔癌センターが開設され、本院

を受診する悪性腫瘍患者が増加していることか

ら、本方法は本学および病院にとって大変有意

義であると思われます。

今回、私の海外長期出張にご尽力いただいた

方々に心より感謝いたします。帰国後、こちら

で経験したことを本学の教育・研究・臨床に生

かせるよう更なる努力を重ねるつもりです。

（2006.9.15記）

■歯科矯正学講座　講師　片田英憲

大学のご厚意により、平成17年8月17日から、

米国カリフォルニア州ロサンゼルスにある南カ

リフォルニア大学歯学部矯正学講座に、一年間

留学させていただきました。南カリフォルニア

大学（USC）は米国西海岸では最古の私立大学で、

昨年は大学創立125周年を迎え、盛大な式典も行

なわれました。歯学部も創立110年目で、著名な

歯科医師と研究者を数多く輩出してきた全米で

も屈指の名門校です。

私は歯学部大学病院の矯正科に所属しておりま

した。当初は講座主任が不在でしたが、今回の留

学に協力していただいた日系3世のSameshima教授

が講座主任に就かれ、色々とお世話していただき

ました。ここの矯正科には、5年前よりニュート

ムというコーンビームCT装置が診療室内に設置

され、全ての矯正患者を撮影し、患者分析・診断

は、セファログラムではなくこのCT画像データ

を用いて行なっています。東京歯科大学におい

ても、手術や埋伏歯など特殊な症例でCT撮影を

行ないますが一部に限られていて、全ての患者

に応用するには到っておりません。今回私は、

USCにおける患者の3次元CTデータを使用して、

その画像の立体構築を試みました。このデータ

を応用して、今後は有限要素法などの数値解析

を行い、矯正治療メカニクスについてのさらな

る検討を進める予定です。

今回の留学ではUSCの学生および卒後研修生

の教育についても見てまいりました。USCの学

生教育は、数年前よりすべてPBL方式で行なわれ

ていて、学生は全て自己学習のスタイルで学ん

でゆきます。実際、私も学生のPBLと教員育成の

ワークショップに参加し、その具体的な手法に

フライブルグ大学Prof.Dr.Dr.R.Schmelzeisen と教
授室にて：平成18年9月19日（火）

南カリフォルニア大学歯学部矯正学講座主任教授
Glenn Sameshima先生（中央）と矯正科ラボにて：
平成18年8月9日（水）
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■延世大学校歯科大学病院職員来校

本学の姉妹校である延世大学校歯科大学の病

院職員が、平成18年10月12日（木）、13日（金）の

2日間の日程で来校された。

来校者は、事務職員2名、診療放射線技師1名、

歯科衛生士2名、看護師4名、技術員1名の計10名

で、千葉校舎並びに水道橋校舎の施設見学並び

に病院の運営システム等の視察を目的としたも

のであった。

10月12日（木）午前11時から千葉校舎第1会議

室において、歓迎式が開催された。まず、本学

から石井拓男千葉病院長による歓迎の挨拶の後、

延世大学校職員を代表してCheol Soon Shin 病院

経営支援事務部長から挨拶が述べられた。引き

続き両校職員の紹介、記念品交換、本学の概要

説明を行い歓迎式が終了した。

昼食をはさみ、午後1時から千葉校舎の見学が

行われ、その後、事務系、看護師、歯科衛生士

等の職種別に分かれ千葉病院の業務見学を行っ

た後、質疑応答を交えたディスカッションを行

い両校の業務内容並びに歯科医療について相互

理解を深めることができた。

午後5時から東京ベイ幕張ホテル46階スカイバ

ンケットルームにおいて懇談会が行われ、本学か

らは、永井隆夫事務局長、能登 勝大学庶務課長、

村川 孝千葉病院医事課長、大塚 茂千葉病院庶務

課長、大越邦子千葉病院歯科衛生士長、金子美樹

千葉病院主任看護師、事務系関係者が出席し日韓

の医療問題や文化にまで話題が及び大学病院職

員として友好を深めるうえで大変有意義な懇談

会となった。

なお当日は朝から終日、鄭 翰聖客員教授（病

理学講座）、韓国からの留学生である金 熙勍大学

院生（歯科矯正学講座）が通訳を務め両校の親善

に尽力された。

翌日の10月13日（金）は午前10時より水道橋病院

の見学が行われた。水道橋校舎特別会議室にて延

ついて体験してまいりました。かなり効果的な

教育ですが、学生の負担が大きく、近年難易度

の増してきた日本の歯科医師国家試験の現状を

考えると、同様の教育体系で行なうことは日本

では少し難しいかもしれません。

この一年間、本当に有意義な時間を送ること

ができました。長期海外出張において、ご協力、

ご尽力を頂きました方々に心より感謝致します。

ここで得た知識、技術、経験をもとに、本学に

おける矯正学の研究、教育、臨床に生かせるよ

う更なる研鑽に励む所存です。

千葉校舎を見学する延世大学校職員：平成18年10月
12日（木）、小児歯科診療室

延世大学校歯科大学病院職員来校歓迎式：平成18年10
月12日（木）、千葉校舎第1会議室

海外交流

両病院教職員による記念撮影：平成18年10月13日
（金）、水道橋校舎特別会議室
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世大病院職員をお迎えし、槇石武美水道橋病院副病

院長による歓迎の挨拶および水道橋病院の概要を説

明し、延世大病院職員を代表してCheol Soon Shin

病院経営支援事務部長より挨拶をいただいた。引

き続き両病院の職員による自己紹介を行い、院内

の各診療室や待合ホール、血脇記念ホール等の施

設を見学した。見学後、全員で記念撮影をし、

小島桂子主任看護師による水道橋病院看護部の勤

務内容に関するプレゼンテーションが行われた。

ディスカッションでは延世大病院職員から多岐に

渡って質問があり、大変有意義であった。

引き続き水道橋駅近くの「菩提樹」に場所を移

して昼食会が行われた。両病院の職員は料理に舌

鼓を打ちながら活発に意見交換を行い、両病院の

友好と相互理解をより一層深めることができた。

短いひとときではあったが、両病院の職員にとっ

て非常に実り多い病院見学となった。

本年度も、千葉病院、水道橋病院それぞれの病

院の特性について知識、理解を深めることを目的

として来校されたが、本学病院職員にとっても大

変有意義なものであった。

その後、一行は都内視察を行った後、10月14日

（土）に無事帰国した。

■第四軍医大学口腔医学院院長等来校

本学の姉妹校（平成17年9月2日付協定締結）で

ある第四軍医大学口腔医学院から趙 鋼民院長

（補綴学教授）、 金　岩 主任教授（口腔組織学・

病理学）が、平成18年11月4日（土）に千葉校舎へ

来校した。

今回の来校は、第282回東京歯科大学学会総会

に出席・発表並びに姉妹校である本学に訪問し

今後の姉妹校交流について打ち合わせることを

目的としたものである。

一行は、午前9時30分に来校し、特別会議室お

いて、金子 譲学長、藥師寺 仁副学長、井出吉信

学監が出席し、井上 孝国際渉外部長の司会、

王 小競客員助教授（小児歯科学講座）の通訳によ

り歓迎式及び姉妹校打ち合わせ会が開催された。

まず、金子学長から「昨年度、姉妹校協定を締結

したことをきっかけに、今後、学生交流はもと

より教育・研究面においても両校の歯科教育の

発展に寄与すべく大きな成果を挙げられること

を期待しております。また、明日の5日（日）に

開催される第282回東京歯科大学学会総会でのシ

ンポジウムでは有意義にご参加していただきた

い。」と歓迎の挨拶を述べた。第四軍医大学口腔

医学院 趙院長からは、「これからの東京歯科大学

と第四軍医大学口腔医学院との交流について計

画的かつ積極的に考えております。また、この

度の歓迎を心より感謝申しあげるとともに、今

回の訪問・東京歯科大学学会への参加を実りあ

るものにしたいと思っております。」と挨拶が述

べられた。その後、シミュレーション実習室・

標本室・史料室、病院診療室など1時間30分にわ

たり熱心に千葉校舎を見学した。

翌日の5日（日）は、水道橋校舎血脇記念ホー

ルで開催した第282回東京歯科大学学会総会に出

席・発表され、その後、水道橋校舎を見学した。

夕刻には東京ドームホテルにおいて夕食懇談会

が催され、第四軍医大学口腔医学院 趙院長を囲

み井上裕理事長、金子譲学長、藥師寺仁副学長、

町田幸雄名誉教授が出席し、井上国際渉外部長

の司会、王客員助教授の通訳により両校の懇親

が図られ、翌日、6日（月）午前に無事帰国した。

千葉校舎見学風景： 平成18年11月4日（土）、シミュ
レーション実習室

歓迎式 集合写真：平成18年11月4日（土）、千葉校舎
特別会議室
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■国際渉外部運営委員会・留学生懇親会

平成18年9月4日（月）午後6時半から、千葉校舎

会議室において、本年度2回目となる国際渉外部運

営委員と留学生との懇親会が開催された。懇親会

に先立つ運営委員会では、先ごろ英語版の大学案

内が完成したことに伴い、この半年間の海外から

のApplicationの現状を鑑みながら、英文ホームペー

ジの更新内容を協議した。今回の懇親会には、4月

より小児歯科学講座に客員助教授として在籍する

王小競先生（中国）、6月より千葉病院の臨床見学

者として矯正歯科に来ているシュアン・ル・コー

先生（台湾）、M. Salaheldeen先生（エジプト）も

加わり、井上孝国際渉外部長および国際渉外部運

営委員の先生方と親交を温めた。国際渉外部は、

今後もこうして留学生から直接意見を聞きながら、

サポート体制を充実させていく予定である。

■中国・第四軍医大学とロシア・モスクワ州立

大学より訪問団来校

平成18年10月4日（水）、国際歯科麻酔学会にロ

シア共和国から参加していたモスクワ州立大学

の関係者6名と、中国の第四軍医大学の関係者3

名が千葉校舎に来校した。横浜に滞在する一行

のため、国際渉外部ではチャーターバスを手配

し、小児歯科学講座の王小競客員助教授と八木

国際渉外部員が添乗した。到着後、モスクワ州

立大学のRabinovich教授一行は、井上孝国際渉外

部長と国際渉外部運営委員の佐野 司教授の案内

により、レーザー治療室や口腔インプラント科

を見学された。この日は、台湾の歯科医師会の

30数名と、インドネシアからも4名（国際渉外部

運営委員の新谷助教授が対応）見学に訪れたため、

食堂の2階をビュッフェ・スタイルにして開放し

た。一行は、各国の言葉が飛び交う和やかな雰

囲気で昼食をとった後、バスに分乗し、本校を

あとにした。

■英語ポスターコンペティション

平成18年10月28日（土）・29日（日）、東歯祭に

おいて、第1回英語ポスターコンペティションが

開催された。国際渉外部がこうした機会を設けた

趣旨は、英語に関する学生の動機を高め、国際的

な場におけるプレゼンテーション能力を身につけ

させるためである。初の試みとなった今回は、1年

生から6年生の11名の参加があり、1人5分の発表時

間の後、活発な質疑が行われた。審査は、井上

国際渉外部長、医学情報支援研究室のWilliams助

教授および大学役職者によって、英語発表能力

70％、ポスターの内容30％という評価基準に従っ

て行われ、"Intensive swimming" という表題で発

表した6年の丸山友恵さんが最優秀賞に輝いた。

国際渉外部レポート

国際渉外部運営委員と在籍中の留学生：平成18年9月4
日（月）、千葉校舎第2会議室

英語ポスターコンペティションの参加者と審査員：平成
18年10月29日（日）、千葉校舎

ポスター発表する丸山さん（6年）：平成18年10月29
日（日）、千葉校舎
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また、2位には2年の大峰悠矢君、3位には3年

の山崎加恵さんが輝き、6年の石岡みずきさん

と6年の松岡海地君が優秀賞を受賞した。来年

は、さらに多くの学生の参加を期待したい。

■中国・第四軍医大学との合同シンポジウム

平成18年11月3日（金）～5日（日）、姉妹校であ

る中国・第四軍医大学口腔医学院より、補綴学

教授のZhao Yimin院長と、口腔組織学・病理学の

金 岩（Yan Jin）主任教授が来校した。両教授は、

11月5日に水道橋校舎で行われた第282回東京歯科

大学学会総会の中で、本学との共同シンポジウム

において講演した。Zhao教授は、3次元シミュ

レーションに基づいた顔面補綴の迅速な作製に

ついて、金教授は、間葉系幹細胞の歯牙形成能

について新たな方向を示された。このような交

流が今後も活発に行われるものと思われる。

■SCP日本代表選抜大会　伊川裕明君（6年）が

見事入賞！

平成18年8月23日（水）、2006年度スチューデン

ト・クリニシャン・プログラム（SCP）日本代表

選抜大会（社団法人・日本歯科医師会主催）が東

京都千代田区の新日本歯科医師会館において開

催された。今大会には、本学代表のスチューデ

ント・クリニシャンとして第6学年の伊川裕明君

が英語による研究発表を行った。

スチューデント・クリニシャン・ブログラム

は、歯科学生が自ら研究テーマを設定、まとめ

た調査研究結果を、テーブルクリニックでプレ

ゼンテーションを行い、その内容を競いあうプ

ログラムで、日本では12回目の開催となる。今

回は19校の学生が参加し、英語によるテーブル

クリニックが行われた。

伊川君は生理学講座渋川先生の指導の下、「骨

芽細胞を標的とする歯周炎治療：歯周病原性最

近の菌体成分による骨芽細胞機能調節と臨床的

歯周炎疾患像」をテーマに発表を行い、見事入賞

を果たした。

なお、伊川君のデンツプライ入賞ポスターに

ついては、第38回東歯祭において再展示された。

伊川裕明君

「今回のSCPでの発表は私の6年間の学生生活で

の大きな目標でありました。それが、今回果た

せたということは私にとって非常に大きな事で

あり、2年間の研究活動はとても有意義なもので

あったという事は言うまでもありません。

生理学という非常にベーシックな研究はSCPに

とってはあまり好ましくなかったかもしれませ

んが、研究データと臨床像を照らし合わせて、

基礎研究の臨床化をいかに考察するかという考

え方を学ぶ機会になりました。これからの研究

は基礎と臨床が繋がる研究が要求され、学生に

はますます高い研究レベルが必要とされてくる

講演されるYan Jin教授（右）と通訳する王小競客員
教授（左）：平成18年11月5日（日）、水道橋校舎

講演される中国・第四軍医大学のZhao Yimin教授：
平成18年11月5日（日）、水道橋校舎

学生会ニュース
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でしょう。将来、歯科医師として臨床と研究の2

つを同時に行っていく上でも、非常に貴重な経

験を得ることが出来たように思います。

最後にこのような機会を下さった大会主催の

皆様、Faculty Adviser の澁川義幸先生、研究指導

を戴いた石原和義先生、鈴木 隆先生、奥田克爾

先生に謹んで感謝の意を表します。」

■第38回歯学体報告会開催

第38回全日本歯科学生総合体育大会報告会が、

千葉校舎厚生棟1階食堂において9月14日（木）18

時から歯学体参加18部門のクラブ学生と教職員

を集めて開催された。

まず始めに、歯学体評議委員の岡田玲奈さん

（4年）より総合で5位入賞した旨報告があった。

ついで、卓球部門および少林寺拳法部門の代表

学生より大会運営の苦労も兼ねた部門主管報告

があり、各参加クラブが結果報告ならびに来年

への抱負を述べた。

その後、金子譲学長より祝辞をいただき、井出吉信

学監の音頭で乾杯をし、懇親会へと移った。当日は、

壁面に歯学体の写真がスライドショーされており、

参加学生は自分のクラブの写真が映されるたびに

歓声をあげていた。

■剣道部　石田圭太君（2年）が国体出場！大健

闘のベスト16

第61回国民体育大会が9月30日～10月10日の日

程で開催され、石田圭太君（2年）が剣道青森県

チームの一員として、東歯剣道部史上初となる

国体出場を果たした。

今回の国体は、兵庫県で開催されたものであ

るが、県花である「のじぎく」から、通称「のじ

ぎく国体」と呼ばれている。名前の由来を調べる

と、兵庫国体に集う人々が、みな全力を発揮し、

「のじぎく」のように共に美しく輝くように願い

を込めたとのこと。

石田君は、青森県チームの一員として切り込

み隊長の先鋒として出場した。チームは3回戦で

埼玉県チームに敗れたものの、見事ベスト16に

輝くこととなった。石田君は現在剣道部の中核

として活躍しており、今後の更なる飛躍を期待

される。

■本学学生のラジオ出演！

平成18年10月20日（金）18時からNHK千葉放送

局において『まるごと千葉60分「キャンパスレ

ポート」』という番組に、本学学生を代表し3名の

学生が出演した。出演したのは、川野洋介君（6

年）、鈴木大貴君（3年）、そして田中恵里子さん

（2年）。

川野君は6年間の学生生活をとおして、普段の

東歯大生の日常生活から国家試験、研修医制度

までを総括して、また、鈴木君が第38回東歯祭

実行委員長という立場から主に学生の課外活動

未来の研究者としての第一歩となるポスターセッショ
ン：平成18年8月23日（水）、新日本歯科医師会館

成績報告もユニフォームに身を包んで：平成18年9月
14日（木）、千葉校舎厚生棟1階食堂

番組が終了してホッと一息。キャスターのお姉さんと一緒に
ハイチーズ！：平成18年10月20日（金）、NHK千葉放送局
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としては最大のイベントである東歯祭について、

そして、田中さんは学士編入学者という立場か

ら一般の入学者とは違う目線で、それぞれの立

場から東京歯科大学の魅力を余すことなく語っ

た。番組時間はあっという間に過ぎ去り、話が

つきることなく充実うちに終了した。

■第49回秋季関東医歯薬獣医科大学剣道大会

男子団体戦

平成18年11月12日

於：東京医科大学記念体育館

剣道部、連盟タイ記録の四連覇で王座死守

東歯大剣道部が夏の歯学体準々決勝敗退の悔し

さをバネに、わずか3ヶ月で不死鳥の如く復活。史

上二校目の秋季医歯薬獣大会四連覇を達成した。

歯学体ではベスト8に敗れ、保持していた二冠

の一つを喪失。よりレベルの高い医歯薬獣では

さらに苦戦するとの下馬評すらでていた本大会

であった。が、予選リーグ初戦。昨年の本大会

で代表戦までもつれ込んだ難敵、東京医科歯科

大学を接戦の末3－2（団体戦は5人制）で下すと3

連勝で予選を1位通過。決勝トーナメントに入っ

ても独協医科大学、東大医学部をともに4－1と

よせつけずに圧勝。準決勝で昭和薬科大学には、

勝者数1－1取得本数2－1で辛くも1本差の本数勝

ちと苦戦したものの、決勝戦は強豪日大松戸歯

学部を4－0と圧倒。見事に敗戦の経験を生かし、

メンタルトレーニングの導入にも取り組むなど

新たな努力の成果で医歯薬獣王座を死守した。

四連覇は昭和39～42年の日本歯科大学が達成し

て以来39年ぶり。来年、五連覇を達成すれば連盟

新記録となる。来年の本大会は連盟創立五十周年

の記念大会であり、本学剣道部の主管も決定して

いる。歯学体の王座奪回と五十周年の記念大会主

管を五連覇の新記録で飾るべく、山根部長以下剣

道部一丸となって偉業達成に挑む。
［写真・文章協力：剣道部OB会広報］

■第38回東歯祭反省会開催

平成18年11月21日（火）午後6時20分から、千

葉校舎厚生棟1階食堂にて第38回東歯祭反省会が

開催された。

まず、藥師寺 仁副学長、井出吉信学監ならび

に鈴木大貴第38回東歯祭実行委員長（3年）から

挨拶があり、平井義人学生部長の発声により乾

杯した。歓談中には、東歯祭実行副委員長およ

び各部門長が一人ずつ挨拶し、今年の東歯祭に

対する反省と関係者への感謝、そして来年へ向

けての力強い決意が述べられた。

■「Books Pick UP」

平成18年10月1日より「生活習慣病」をテーマと

して掲示している。この掲示内容はホームページ

上の「テーマ別図書リスト」からも、閲覧可能。

図書館では年4回、テーマを決めて、図書資料の

ポスター掲示とホームページ上への掲載を行っ

ている。

優勝を決めての記念撮影：平成18年11月12日（日）、
東京医科大学記念体育館

平井学生部長を中心に乾杯！：平成18年11月21日
（火）、千葉校舎厚生棟1階食堂

図書館から
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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）

金子譲　著

「ハンドブック歯科の局所麻酔Q＆A」医歯薬出版

井上孝　編著

「歯科衛生士のための感染予防スタンダード」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。

■東歯祭の期間中、史料室の一般公開へ

東歯祭が行われた10月28日（土）から29日（日）

までの2日間、例年どおり図書館1階にある史料室

の一般公開を行った。昨年同様、「野口英世と東

京歯科大学展」で使用されたパネルの展示を行っ

たが、今回は史料室内にもパネルを取り付け、

併せて関係する貴重な資料の展示も行った。さ

らに、今回特別に、大正14年（1925年）6月10日、

米国シカゴのロヨラ大学から名誉法学博士の学

位記を贈られた血脇守之助が、6月25日、帝国ホ

テルにおいて開催された学位記授与式で着用し

た学位服（アカデミックガウン）も展示した。期

間中、史料室には約200名の来訪者があり、大変

盛況であった。

■第52回千葉県大学図書館協議会が本学におい

て開催

第52回千葉県大学図書館協議会が、平成18年

10月30日（月）午後1時より、本学教養棟第5教室

において開催された。当日は千葉県内の大学・

短期大学図書館から、本学を含め28館39名の出

席者があった。

木崎治俊館長の挨拶に続いて会議が開かれ、

会則により当番校である木崎図書館長が議長に

選出された後、報告と協議が行われた。協議で

は「開催当番館の輪番制について」という議題で、

意見交換がなされた。他には各図書館の近況報

告及び抱える諸問題等の報告があり、質疑応答

が時間の限り行われた。

協議の後、橋本正次法人類学教授による「身元

確認作業を通してみる日本人の文化」と題した講

演が行われた。参加者からは通常はなかなか聞

くことのできない貴重なお話を拝聴できたと好

評であった。

その後は会場を厚生棟2階の食堂に移して懇親

会となり、講演の余韻醒めやらぬなか、和やか

に歓談に興じ午後6時半に散会となった。

血脇守之助先生が着用した学位服（アカデミックガウ
ン）

講演する橋本教授:平成18年10月30日(月)、千葉校舎
教養棟第5教室

第52回千葉県大学図書館協議会:平成18年10月30日
(月)、千葉校舎教養棟第5教室



（26） 第221号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成18年11月30日発行

■歯科衛生士専門学校登院式挙行

東京歯科大学歯科衛生士専門学校第57期生の

登院式が、平成18年10月2日（月）午前11時から

千葉校舎第3教室において、千葉病院副院長、歯

科衛生士部長、歯科衛生士長の臨席のもと、第1

学年の学生全員と第3学年の代表が列席する中で

挙行された。

橋本貞充学生部長の司会によって開式され、まず

眞木吉信副校長の呼名により、登院生一人一人が

紹介された。初めに下野正基校長が臨床実習に臨

む心構えを訓辞、引き続き来賓として臨席された

山口秀晴千葉病院副院長が祝辞を述べられた。そ

の後、登院生45名を代表して北原蓉子さんが誓詞を

述べ、登院生全員がこれに唱和して式を終了した。

■平成19年度推薦入学選考

歯科衛生士専門学校の平成19年度推薦入学選

考が、平成18年11月3日（金）に千葉校舎におい

て実施された。募集人員40名の約半数を推薦入

学により入学させるものであり、本年は県内か

ら44名、他県から10名の54名が高等学校長の推

薦により応募した。入学選考は、午前9時30分か

ら10時30分まで基礎学力検査、その後面接が行

われ、午後4時にすべてが終了した。なお、合格

の発表は、11月6日（月）付けで出身高等学校長

に通知された。

■第3学年修学旅行　　

歯科衛生士専門学校第3学年（56期生）は、修

学旅行として11月17日（金）18日（土）に1泊2日

の日程で、箱根、伊豆方面に旅行した。千葉校舎

をバスで出発し、湾岸道路から横浜ベイブリッジ

を通り、一路箱根へ。箱根湯元の温泉街を抜け

て、最初の目的地である早雲山に到着。箱根

ロープウェイで大涌谷に登ったが、ゴンドラの

中は、紅葉の美しさに歓声、硫黄の匂いに歓声

と終始歓声に包まれていた。昼食を待つまでの

間、名物の真っ黒な温泉たまごをほお張る学生

も。大涌谷で昼食をとった後、バスで芦ノ湖へ。

海賊船に乗船し、箱根町まで30分間の遊覧。あ

いにくの曇り空ではあったが、今年は寒さの訪

れが遅く、湖面を渡る風にもそれ程の冷たさを

感じることなく、色とりどりに染まった湖畔の

景色を楽しんだ。夕刻には東伊豆の稲取温泉の

名宿、銀水荘に到着した。各部屋とも海に面し、

180度のオーシャンビューに大満足。夕食は全員

揃って宴会場で、ビンゴにカラオケと若さを発

散、大いに盛り上がった。夕食後は温泉でゆっ

くりと疲れを癒し、夜が更けるまで思い思いの

時間を過ごした。

2日目は全員揃って元気に朝食をとった後、バ

スで出発。曇り空ながら山頂に雪を頂いた富士

山を望むこともできた。昨夜の疲れもあり、バ

スの中は静だったが、天城高原ベコニアガーデ

ンに着けばさすがに若さを取り戻し、温室の中

では笑い声と花に囲まれての写真撮影会となっ

た。次に立ち寄ったのは「修善寺虹の郷」という

花と緑の公園。園内は日本、イギリス、カナダ

ほかテーマごとに7つのゾーンに分かれており、

まず全員揃って昼食をとった後、出発の時間ま

で思い思いの時間を過ごした。季節柄いろいろ

な花の美しさを見ることはできなかったが、日

歯科衛生士校ニュース

誓詞を述べる登院生代表：平成18年10月2日（月）、千
葉校舎第3教室

歯科衛生士専門学校56期生、修学旅行：平成18年11
月17日（金）、芦ノ湖
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本庭園の紅葉の美しさは目を見張るものがあっ

た。「虹の郷」を出て一同を乗せたバスは真直ぐ

帰路に着き、夕暮れの中、千葉校舎に帰り着い

た。沢山のお土産と楽しい想い出を胸に解散と

なったが、クラス一人一人の相互理解と共通の

目的に向かう団結・協調の心が深まり、意義深

い旅行となった。

人物往来

■国内見学者来校

千葉校舎・千葉病院

○つくば歯科衛生専門学校（学生36名、教員3名）

平成18年9月7日（木）解剖学教室、病院見学

○茨城歯科専門学校（学生55名、教員2名）

平成18年9月13日（水）解剖学教室、病院見学

○呉竹学園（学生35名、教員1名）

平成18年9月19日（火）から9月22日（金）（計4回）

解剖学教室見学

○東京歯科衛生専門学校（学生80名、教員3名）

平成18年9月29日（金）解剖学教室、病院見学

○自衛隊中央病院（学生79名、教員3名）

平成18年10月17日（火）解剖学講義、解剖実習、

解剖標本室見学

○さいたま赤十字専門学校（学生44名、教員2名）

平成18年10月18日（水）病院、解剖標本室見学

○大宮歯科衛生士専門学校（学生41名、教員3名）

平成18年10月26日（木）病院、解剖標本室見学

○三河歯科衛生専門学校（学生56名、教員4名）

平成18年10月27日（金）解剖標本室見学

○関東鍼灸専門学校（学生65名、教員4名）

平成18年11月9日（木）解剖学教室見学

○横浜市立盲学校（学生21名、教職員8名）

平成18年11月16日（木）解剖見学、解剖実習、解

剖標本室見学

市川総合病院

○市川市立東国分中学校（学生2名）

平成18年9月6日（水）インタビュー及び見学

○千葉大学医学部附属病院（職員10名）

平成18年9月20日（水）病院機能評価の取得のた

め来校

■海外出張

○阿部伸一（解剖）

延世大学で研究打合せのため、9月4日（月）か

ら7日（木）まで韓国・ソウルへ出張。

○白石建教授、海苔聡助手（市病・整形外科）

セントルイス大学で白石教授は頚椎外科実習

コースの講師として、海苔助手は頚椎実習コー

スに参加のため、9月6日（水）から11日（月）ま

でアメリカ・セントルイスへ出張。

○ビッセン弘子教授（水病・眼科）

European Society of Cataract and Refractive Sur-

geonsで発表のため、9月8日（金）から14日（木）

まで、イギリス・ロンドンへ出張。

○小田豊教授（歯科理工）

第42回ISO／TC106北京会議に日本SC議長なら

びに、日本WG議長として出席するため、9月10

日（日）から17日（日）まで、中国・北京へ出張。

○白石建教授（市病・整形外科）

手術器具開発の打合せのため、9月13日（水）か

ら16日（土）まで台湾・台北へ出張。

○松坂賢一助教授（臨床検査）

14th Scientific and Refresher Course in Dentistry及び

17th Meeting of South East Asian Association for

Dental Educationに出席及び発表のため、9月13

日（水）から17日（日）まで、インドネシア・ジャ

カルタへ出張。

○山田了教授、太田幹夫講師、片山明彦助手（歯

周病）

第92回アメリカ・日本併催歯周病学会に参加の

ため、9月15日（金）から21日（木）まで、アメ

リカ・サンディエゴへ出張。

○桝澤孝彰教授（口腔超微構造）

齲蝕予防啓蒙活動の推進のため、9月16日（土）

から18日（月）まで中国・杭州へ出張。

○下野正基教授（病理）

第94回FDI、深川大会に理事として出席のため、

9月18日（月）から26日（火）まで、中国・深川

へ出張。

○金子譲学長、藥師寺仁副学長（大学）

第94回FDI深川大会に出席のため、金子学長は
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9月21日（木）から、藥師寺副学長は9月22日（金）

から9月23日（土）まで、中国・深川へ出張。

○佐藤亨教授（クラウンブリッジ補綴）

第94回FDI深川大会に出席のため、9月21日（木）

から24日（日）まで、中国・深川へ出張。

○水口清教授（法歯）

第94回FDI深川大会で招待講演のため、9月21日

（木）から25日（月）まで、中国・深川へ出張。

○石上惠一教授、武田友孝助教授、中島一憲講師、

澁澤真美大学院生（スポーツ歯学）

FDI Annual World Dental Congressで研究発表のた

め、石上教授は9月21日（木）から25日（月）ま

で、武田助教授、中島講師は9月20日（水）から

25日（月）まで、澁澤大学院生は9月20日（水）か

ら24日（日）まで、中国・深川へ出張。

○外木守雄助教授、佐藤一道助手（市病・オーラ

ルメディシン口腔外科学講座）

第5回アジア睡眠研究会ソウル会議に出席のた

め、9月21日（木）から24日（日）まで、韓国・

ソウルへ出張。

○篠崎尚史センター長（市病・角膜センター）

WHO Second Global Consultation on Critical

Issues in Human Transplantation会議出席のため、9

月26日（火）から30日（土）まで、スイス・ジュ

ネーヴへ出張。The Eye-Bank for Sight Restora-

tion訪問のため、株式会社ジョンソン・エンド・

ジョンソン訪問のため、9月30日（土）から10月

8日（日）まで、アメリカ・ニューヨークへ出張。

○村松敬講師（病理）

延世大学校歯科大学口腔病理学講座との研究打

合せのため、9月27日（水）から29日（金）まで、

韓国・ソウルへ出張。

○松永智大学院生（解剖）

延世大学校歯科大学口腔病理学講座との共同研

究のため、9月29日（金）から12月9日（土）まで、

韓国・ソウルへ出張。

○岡田聡講師（市病・内科）

2006Annual Meeting of American neurological

Associationで発表のため、10月7日（土）から11

日（水）まで、アメリカ・シカゴへ出張。

○桝澤孝彰教授（口腔超微構造）

2nd International Xylitol Symposiumにシンポジ

ストとして参加及び発表のため、10月12日（木）

から16日（月）まで、中国・北京へ出張。

○小板橋俊哉教授、富永亜紀臨床専修医（市病・

麻酔科）

第15回国際麻酔薬理学会で研究発表のため及び、

2006年度アメリカ麻酔学会に出席のため10月12

日（木）から小板橋教授は18日（水）まで、富永

臨床専修医は17日（火）まで、アメリカ・シカ

ゴへ出張。

○櫻井学講師（歯科麻酔）

American Society of Anesthesiologistsに参加及び発

表のため、10月13日（金）から19日（木）まで、

アメリカ・シカゴへ出張。

○藥師寺仁教授（小児歯科）

The Congress of New Technique in Pediatric Den-

tistry 2006に出席及び講演のため、10月15日

（日）から16日（月）まで、中国・上海へ出張。

○石上惠一教授（スポーツ歯学）

慶煕大学でのスポーツ歯学に関する授業のため、

及び日本スポーツ歯科医学と大韓スポーツ歯科

医学会とのジョイント・ミーティングに関する

打合せのため、10月19日（木）から22日（日）ま

で、韓国・ソウルへ出張。

○今井裕樹助手、山下治人病院助手（小児歯科）

同済大学児童口腔医学研究所との共同研究のた

め、10月22日（日）から28日（土）まで、中国・

上海へ出張。

○川北哲也講師、川島素子助手、冨田真智子病院

助手（市病・眼科）榛村重人客員講師（市病・角

膜センター）

第17回国際眼研究学会に出席及び発表のため、

10月28日（土）から、川北講師、川島助手は11

月9日（木）まで、榛村客員講師、冨田病院助手

は11月7日（火）まで、アルゼンチン・ブエノス

アイレスへ出張。

○櫻井薫教授（有床義歯補綴）

Workshop for Clinical Prosthodontic Teachersに参加

及び発表のため、10月29日（日）から11月3日

（金）まで、ドイツ・カールスルーエへ出張。

○高野正行助教授、高崎義人助手、高久勇一朗助

手（水病・口腔外科）

アジア口腔外科学会で発表のため、高野助教授

は11月5日（日）から9日（木）まで、高崎助手は

11月3日（金）から10日（金）まで、高久助手は

11月4日（土）から9日（木）まで、中国・香港へ

出張。
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○片倉朗講師、恩田健志病院助手、別所央城病院

助手、与謝野明大学院生、作間巧大学院生（口

腔外科）

アジア口腔外科学会で発表のため、片倉講師は

11月6日（月）から9日（木）まで、恩田病院助手、

別所病院助手、与謝野大学院生、作間大学院生

は11月5日（日）から10日（金）まで、中国・香

港へ出張。

○森下鉄夫教授（市病・内科）

第9回日本－ボリビア消化器国際シンポジウム

及び、第30回パンアメリカン消化器病学会に出

席のため、11月7日（火）から17日（金）まで、ボ

リビア・サンタクルス及びメキシコ・カンクン

へ出張。

○篠崎尚史センター長（市病・角膜センター）

アメリカアイバンク協会国際会議に出席のため、

11月8日（水）から15日（水）まで、アメリカ・

ラスベガスへ出張。

○ビッセン弘子教授（水病・眼科）

American Academy of Ophthalmologyで発表のた

め、11月10日（金）から15日（水）まで、アメリ

カ・ラスベガスへ出張。

○川北哲也講師（市病・眼科）

American Academy of Ophthalmologyに出席及び発

表のため、11月10日（金）から16日（木）まで、

アメリカ・ラスベガスへ出張。

○片倉朗講師（口腔外科）

Frontiers in Cancer Prevention Researchで発表の

ため、11月11日（土）から16日（木）まで、アメ

リカ・マサチューセッツへ出張。

○井上孝教授（臨床検査）

The Korean Academy of Periodontology学会で特

別講演のため、11月16日（木）から11月19日（日）

まで、韓国・ソウルへ出張。

○福田謙一講師（水病・口腔健康臨床科学）

Pain Society of Shanxi province in Chinaで講演のた

め、11月17日（金）から20日（月）まで、中国・

西安へ出張。

○佐藤和子看護師長、野口裕子看護師（市病・看

護部）

2006世界心身医学学会アジア部会に出席及び発

表のため、11月22日（水）から26日（日）まで、

オーストラリア・メルボルンへ出張。

○平井義人教授、加藤純二講師（保存修復）

第8回日韓歯科保存学会で発表及び研究打合せ

のため、11月22日（水）から平井教授は24日（金）

まで、加藤講師は26日（日）まで、韓国・釜山

へ出張

○白石建教授（市病・整形外科）

アメリカ頚椎外科学会に参加のため、11月28日

（火）から12月4日（月）まで、アメリカ・フロリ

ダへ出張。

平成18年9月

1（金） 1・2・3・4年生授業再開

6年生第2回総合学力試験（～2日）

歯科衛生士専門学校1・2年生前期授業

再開

省エネルギーの日・防災安全自主点検日

ICT委員会（市病）

4（月） 教務部（課)事務連絡会

5（火） 学生部（課)事務連絡会

看護部運営会議（市病）

6（水） リスクマネージメント部会

感染予防対策委員会（ICT）

MRSA院内感染対策委員会

輸血療法委員会

6（水） 臨床検査部運営委員会

大学院事務連絡会

千葉校舎課長会

歯科衛生士専門学校職員会

防災訓練（市病）

口腔健康臨床科学講座会（水病）

8（金） 第18回CPR＋AED講習会（市病）

11（月） 病院運営会議

高度先進医療専門委員会

医療用具治験審査委員会

個人情報保護委員会

医療安全管理委員会

感染予防対策委員会（ICC）

臨床教育委員会

大学日誌
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11（月） 医局長会

医療安全研修会

12（火） 教養科目協議会

13（水） 基礎教授連絡会

大学院運営委員会

大学院研究科委員会

救急委員会（市病）

リスクマネージメント部会（水病）

臨床検査室委員会（水病）

放射線委員会（水病）

薬事委員会（水病）

感染予防指導チーム委員会（水病）

14（木） 第38回歯学体入賞部門報告会

歯科衛生士専門学校1・2年生前期授業

終了

薬事委員会（市病）

手術室運営委員会（市病）

治験審査・倫理委員会（市病）

病院幹部会（水病）

15（金） 1・2・3・4年生前期授業終了

第234回大学院セミナー

歯科衛生士専門学校創立記念日

環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

院内褥瘡対策委員会（市病）

19（火） 臨床教授連絡会

全体教授会

人事委員会

歯科衛生士専門学校教員会

歯科衛生士専門学校1・2年生前期試験

（～29日）

20（水） 第235回大学院セミナー

情報システム管理委員会

1・2・3・4年生前期定期試験（～28日）

機器等安全自主点検日

看護部運営会議（市病）

輸血療法委員会（市病）

21（木） 千葉校舎課長会

医療安全管理委員会（市病）

部長会（市病）

管理診療委員会（市病）

科長会（水病）

高度先進医療専門委員会（水病）

医療安全管理委員会（水病）

21（木） 感染予防対策委員会（水病）

個人情報保護委員会（水病）

22（金） 第236回大学院セミナー

業務改善委員会（市病）

25（月） 給食委員会

医療連携委員会

第56回歯科医学教育セミナー

26（火） 薬事委員会

データ管理者会議

カルテ整備委員会

診療記録管理委員会

27（水） 学年主任・クラス主任会

健康管理委員会（水病）

病院連絡協議会（水病）

診療録管理委員会（水病）

院内情報システム検討委員会（水病）

28（木） 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）

検査室委員会（市病）

30（土） 入試ガイダンス〔於：水道橋〕

平成19年度看護師採用試験（市病）

平成18年10月

2（月） 1・2・3・4年生後期授業開始

歯科衛生士専門学校登院式

省エネルギーの日・防災安全自主

点検日

3（火） 歯科衛生士専門学校2年生臨床実習開始

歯科衛生士専門学校1年生後期授業開始

看護部運営会議（市病）

4（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

会計監査（～6日）（法人）

5（木） 千葉校舎課長会

6（金） ICT委員会（市病）

口腔健康臨床科学講座会（水病）

7（土） 第4回試験問題作成に関するワークショ

ップ（～8日）

臨時CPR＋AED講習会（市病）

10（火） 大学院事務連絡会

会計監査（市病）

病院幹部会（水病）

11（水） 解剖慰霊祭（水道橋校舎）
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11（水） 教務部（課）事務連絡会

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）

12（木） 学生部（課）事務連絡会

手術室運営委員会（市病）

13（金） 第19回CPR＋AED講習会（市病）

院内褥瘡対策委員会（市病）

16（月） 病院運営会議

高度先進医療専門委員会

医療用具治験審査委員会

個人情報保護委員会

医療安全管理委員会

感染予防対策委員会（ICC）

臨床教育委員会

医局長会

医療安全研修会

環境清掃日

危険物・危険薬品廃棄処理日

会計監査（～17日）（水病）

17（火） 臨床教授連絡会

講座主任教授会

人事委員会

看護部運営会議（市病）

18（水） 公認会計士監査（～20日）

基礎教授連絡会

大学院運営委員会

大学院研究科委員会

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）

19（木） 病院業務連絡会

医療安全管理委員会（市病）

部長会（市病）

管理診療委員会（市病）

医療ガス安全管理委員会（市病）

20（金） 科学研究費補助金学内締切り

機器等安全自主点検日

23（月） 千葉校舎課長会

第57回歯科医学教育セミナー

24（火） 振替授業（金曜日分）

24（火） 教養科目協議会

25（水） 情報システム管理委員会

薬剤治験審査委員会

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）

26（木） 先進医療推進委員会

院内感染予防対策委員会（市病）

27（金） 医療監視（市病）

28（土） 第38回東歯祭（～29日）

平成18年度東京歯科大学公開講座

第3回平成19年度看護師採用選考試験

（市病）

29（日） 入試ガイダンス

31（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

平成18年11月

1（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

教職員インフルエンザ予防接種

（11/1.2.7.9.14）

省エネルギーの日・防災安全自主点検日

口腔健康臨床科学講座会（水病）

3（金） 歯科衛生士専門学校推薦入学選考

4（土） 第282回東歯学会（～5日）

6（月） 大学院事務連絡会

第237回大学院セミナー

歯科衛生士専門学校推薦入学選考委員会

7（火） 教務部（課）事務連絡会

看護部運営会議（市病）

8（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

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）

9（木） 学生インフルエンザ予防接種（1～6年生）

薬事委員会（市病）

手術室運営委員会（市病）
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9（木） 病院幹部会（水病）

10（金） 第1回看護研究発表会

ICT委員会（市病）

11（土） 推薦入学選考・学士編入学試験〔於：

千葉校舎〕

13（月） 病院運営会議

高度先進医療専門委員会

医療用具治験審査委員会

個人情報保護委員会

医療安全管理委員会

感染予防対策委員会（ICC）

医局長会

医療安全研修会

臨床教育委員会

14（火） 学生インフルエンザ予防接種（1～6年生）

院内褥瘡対策委員会（市病）

15（水） 臨床教授連絡会

講座主任教授会（推薦入学・学士編入

学判定を含む）

人事委員会

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

輸血療法委員会（市病）

16（木） 千葉校舎課長会

病院業務連絡会

医療安全管理委員会（市病）

部長会（市病）

管理診療委員会（市病）

科長会（水病）

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）

17（金） 千葉病院医療連携協議会

歯科衛生士専門学校3年生修学旅行（～

18日）

院内感染症予防対策委員会（市病）

18（土） 大学院入学試験（Ⅰ期）

ピアノコンサート（市病）

20（月） 機器等安全自主点検日

21（火） 6年生第3回総合学力試験（～22日）

大学院運営委員会（臨時）

教養科目協議会

21（火） 看護部運営会議（市病）

医療ガス取扱い勉強会（市病）

22（水） 歯科衛生士専門学校職員会

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）

24（金） 大学院入学試験（Ⅰ期）合格発表

情報システム管理委員会

輸血療法委員会（水病）

社保委員会（水病）

25（土） 修学指導関係者・父兄個別面談会（1

～6年生）

第4回平成19年度看護師採用選考試験

27（月） 歯科医学教育セミナー

28（火） 薬事委員会

データ管理者会議

カルテ整備委員会

診療記録管理委員会

理事会（法人）

29（水） 第238回大学院セミナー

30（木） 全体課長会

第239回大学院セミナー

保険診療検討委員会（市病）
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松久保　隆（委員長）

石塚順子　浦田知明　江波戸達也　王子田啓　小倉 等　金安純一　河田英司　北林伸康　柴家嘉明

嶋村一郎　新谷益朗　杉原直樹　高木直人　田口達夫　三木敦史　山岸 等（平成18年11月現在）　

 

 

編集後記

今年の干支歳時記によると平成“丙戌”の年は、「従来の制度の抜本的改革が行われ、階層間の摩擦が激しくなるだろう。上

階層の住人は落ち葉になるまいと画策し、中・下階層の圧迫が強まる。」と予測されていました。今年は健康保険制度の改革

がはじられているなか、日本歯科医師会と日本歯科医学会とに新しい会長が誕生し、改革が進められています。また、本号

33頁に学則の一部改定にあるように入学定員の削減と教員の名称の変更もその流れの中の一部です。本学においてはこれら

の動きに先んじた対応が的確にされています。歯学医学教育開

発センターの開設（主任：河田英司教授）、口腔がんセンター

の開設、HRC第７プロジェクトの開始、海外との全学レベル

での本格的な国際交流、などがあげられます。本年は、東歯祭

開催初日に千葉校舎開校25周年を記念してはじめて地元千葉

市美浜区の関連団体との共催で公開講座が開催されました。こ

のには大学広報委員会も協力いたしましたが今後毎年開催

することになっております。講師の先生方大変ありがとうござ

いました。

写真は、厚生棟、体育館、および図書館にはさまれた中庭の

紅葉の欅です。いつも多くの学生、教職員が集まり和やかに話

し合っている空間であり、東歯祭の中心の場所でもあります。

（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
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