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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成平成平成平成１１１１7777 年度年度年度年度    大学大学大学大学・・・・大学院入学大学院入学大学院入学大学院入学式式式式  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成１７年４月４日（月）午前１０時より, 平成１７年度

大阪歯科大学入学式が行われた。 

式典は開会の辞で始まり, 国歌斉唱の後, 大学１２８

名の入学許可が宣され, 今井学長の訓辞, 佐川理事長

の式辞と続き, 無事滞りなく終了した。入学式終了後, 

引き続いて父兄会ならびに共済会が開催された。 

また, 大学院入学式は,４月２７日（水）午後１時から

行われ, 新しく２７名の大学院生が誕生した。 

 大学入学式での今井学長の訓辞と大学院入学式での

佐川理事長の式辞を掲載します。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度    大学入学式学長訓辞大学入学式学長訓辞大学入学式学長訓辞大学入学式学長訓辞 

学 長  今井 久夫 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 入学式の象徴とも言われております桜前線上陸の便

りが各地から聞かれるこの良き日に, 平成１７年度の大

学入学式が挙行されるに際しまして, 一言ご挨拶を申

し上げます。本日入学されます１２８名の皆さん, おめ

でとうございます。また, ご父兄におかれましても, 今

日の日を鶴首の思いで待ち願っておられたことと, お

察し申し上げます。誠に, おめでとうございます。 

しかし, ご父兄の方々の多くは, 今日の喜び, 精神

的安堵感もさることながら, ご子弟の今後に対する一

抹の不安感も交錯した, 複雑なご心境であろうことと, 

お察し申し上げます。 

 そこで, 本日ご入学されました学生諸君にお祝いと

同時に, この６年間の学生としての心構えを三つ申し

上げたいと思います。 

 まず一つは, その良し悪しは別として, わが国から

自衛隊がイラクに派遣されたことは皆さん方も周知の

ことと思いますが, 最初に派遣された自衛隊の隊長で

ある番匠幸一郎氏が, 日出づる神の国, 日本からやっ

てきて, まずやるべきことは何であるかを, アルファ

ベットのＡＢＣでもって隊員に訓話をされました。す

なわち, Ａとは『当たり前のこと』を, Ｂ『ボゥーと

せず』にＣ『チャントやれ』ということです。あなた

方も本学の学生として, 与えられ, 言われた『当たり

前のこと』を『ボゥーとせず』に, 『チャントやって』

ほしいということです。 

 二つ目は, シナリオライターとして有名な倉本 聰

氏が言われた, 『今の若者は智恵が先に経ち, 知識が

乏しい』ということです。入学後は, ともすれば周囲

の人達, あるいは先輩から間違った入れ知恵をされ, 

悪知恵だけが働くようになる傾向があります。そうで

はなく, 周知のように「知識の積み重ねが智恵となっ

て脳の働きを活発にする」のです。日々の知識の積み

重ねが６年後の国家試験の合否に大きく関与するわけ

で, 一日一日の勉学の積み重ねが大切であると言うこ

とです。 

 三つ目は, ご父兄のご協力とご理解も必要となるの

ですが, 入学と言う門の入口は私立歯科大学という特

殊性から若干広くはなっております。しかし, 進級, 卒

業と言う出口は少し狭くなるということを肝に銘じて

いただきたいということです。私たち教職員は, ご父

兄からお預かりしました歯科医の卵を人工的ではなく, 

暖かい体温で孵化させるように努力をいたします。そ

のためには, 日常の授業や生活態度, 進級などに対し, 

厳しさが増すこととは思いますが, 先述のように国家

試験で合格する, すなわち立派なヒヨコに孵化しても

らいたいがための手段であることを, 学生たちは勿論, 

ご父兄の方々にもご理解をいただきたいということで

す。時によっては, 成績不振, 受講態度・生活態度の

芳しくない学生に対しましては, ご父兄にお出でいた

だき, 懇談の上, 進路変更を勧めるかも知れません。

学長としてはそのような事態が生じないものと信じて

はおりますが, どうかこのような最悪の事態にならな

いことをお願いし, また生じないことを心から願って

おります。 

 このことは, 単に本学における国家試験の合格率を

高めようとするだけではなく, お預かりしたご子弟を, 

これからの厳しい歯科界を乗り切れる歯科医師として

育てる義務があるからです。従いまして, 学生諸君は

もとより, ご父兄におかれましても, 大学の趣旨をご

理解賜りますことをお願いしまして, 学長の訓辞とさ

せていただきます。 

 本日は誠におめでとうございます。 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度    大学院入学式理事長式辞大学院入学式理事長式辞大学院入学式理事長式辞大学院入学式理事長式辞    

理事長  佐川 寛典 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 例年より一週間ほど遅く桜の開花を迎えた２００５年

となりましたが, ご来賓の皆様や関係各位のご臨席を

賜り, ここに平成１７年度の大阪歯科大学大学院入学式

を挙行し, ２７名の方々が大学院に入学されましたこと

をお慶び申し上げ, あらためて本学教職員を代表し, 

ご来賓はじめ, ご家族の皆様に心よりお祝い申し上げ

ます。 

 さて, 平成１７年度の大学院入学式を迎えるにあたり, 

大阪歯科大学大学院に入学された諸君に申し上げたい

ことは, すでに歯科大学を卒業になられ, 歯学士の学

位記を授与され, 第９８回の国家試験にも合格し, さら

には卒後臨床歯科医師の研修も修了された方々もおら

れ, いま大学院生として歯科医学のさらなる探求のた

め, 勉学ならびに研究をさらに続けられることに対し, 

満腔の敬意を表します。 

 そして, 博士（歯学）を目指す崇高な理想をもち, 感

動を与えるプロフェッショナルになることを誓われ, 

一人ひとりが明確なアイデンティティと目的目標意識

を持ってご入学されたのでありますので, 大学院修了

後は国際的に貢献できる高度先端歯科医療の知識と技

術を身に付けた優秀な, 感性ある逞しい歯科医師とな

られることでありましょう。２１世紀の教育は, 知識を

一方的に教えこむ教育ではなく, 自らが学び, 自らが

考える力と, 豊かな人間性をはぐくむ教育であり, 能

力とともに個性が問われる世紀であります。大阪歯科

大学が大学院教育を通じて個性に輝く大学になるよう

ご協力をいただきたいものであります。 

 さて, 戦後６０年が経ちましたが, 私たちの地球に真

の平和はいつ訪れるのでしょうか･･･。争いごとは避け, 

自然を愛し, 生命あるものを愛することはできないの

だろうか･･･。やる気があり, 忍耐強い人が一人でも多

く現れんことを願ってやみません。 

 本日 , ここに , 大学院入学式を挙行するにあたり , 

所感の一端を述べ, 教職員, 在学生一同とともに, 大

阪歯科大学のアイデンティティの創造と確立を目指し, 

私も生命をかけて歴史と伝統ある大阪歯科大学ならび

に大阪歯科大学大学院をお守りすることをお誓い申し

上げ, ご入学の大学院生お一人お一人のご健康とご多

幸をお祈りし, 理事長の式辞といたします。 
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平成平成平成平成１１１１7777 年度年度年度年度    本学入試全日程終了本学入試全日程終了本学入試全日程終了本学入試全日程終了    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

本学の設置する大学, 大学院, 専修学校の平成１７年

度の入学者は, 下記の通りである。 

大学においては１２８名（推薦２８名, 一般１００名）であ

り, 大学院は２７名であった。また, 歯科技工士専門学

校は４４名, 同専攻科は２１名であり, 今年から３年制に

移行した歯科衛生士専門学校は３５名, 同専攻科は１０

名であった。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

第第第第９８９８９８９８回回回回    歯科医師国家試験結果歯科医師国家試験結果歯科医師国家試験結果歯科医師国家試験結果    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

先般実施された第９８回歯科医師国家試験の合格発

表があり, その結果は次の通りであった。 

・試 験 日：平成１７年３月１６日（水）・１７日（木） 

・試 験 場：関西大学天六学舎（大阪市） 

・合格発表：平成１７年４月１９日（火） 

 

 

 今年は, 受験者数が３,３４３名で, 昨年に比べ 13％も

増加している。これは, 昨年の合格率が低く, 今年は

既卒者の受験者が大幅に増加したためである。全国の

合格率は, 昨年とほぼ同率の 74.6％であり, ２年続け

て厳しいものであった。 

本学の合格率は 66.3％で昨年に比べ約 10 ポイント

アップした。新卒者だけでは 77.6％で 12.6 ポイント

アップしている。これは私立大学全体の合格率 70.9％,

同新卒者合格率 78.9％に今一歩のところである。新卒

者に限れば, 私立大学の中には受験者数と定員数の間

にかなり差がある大学も見られ, 定員をもとに合格率

を調べ直すと本学は 75.8％となり, 私立大学の平均を

約 2％上回ることになる。 

大学別合格率では, 愛知学院大学歯学部が全体で７

位, 東京歯科大学が９位, 日本大学歯学部が１０位で何

れも全国平均を10ポイント以上も上回り, 国立大学と

肩を並べる, 優れた結果を残している。また, 北海道

医療大学歯学部, 昭和大学歯学部も合格率は 80％を超

えている。一方, 昨年まで成績の良かった福岡歯科大

学が大幅にポイントを下げている。 

 今回本学は合格率において全国平均には及ばなかっ

たが, 大幅な上昇傾向を示し, 明るい展望が開けてき

ている。さらに, 来年度に向けた地道な取り組みが期

待されている。 

 

 

学校名 受験者数 合格者数 合格率

国公立大学(計) 838 717 85.6%

北海道大学歯学部    57    46 80.7%

東北大学歯学部    58    47 81.0%

東京医科歯科大学歯学部    84    74 88.1%

新潟大学歯学部    59    52 88.1%

大阪大学歯学部    73    68 93.2%

岡山大学歯学部    68    59 86.8%

広島大学歯学部    66    62 93.9%

徳島大学歯学部    72    59 81.9%

九州大学歯学部    59    52 88.1%

長崎大学歯学部    63    57 90.5%

鹿児島大学歯学部    64    48 75.0%

九州歯科大学   115    93 80.9%

私立大学(計) 2,499 1,772 70.9%

北海道医療大学歯学部   120    99 82.5%

岩手医科大学歯学部   114    73 64.0%

奥羽大学歯学部   147    93 63.3%

明海大学歯学部   144   113 78.5%

日本大学松戸歯学部   146   115 78.8%

東京歯科大学   129   110 85.3%

日本歯科大学   140   102 72.9%

日本大学歯学部   148   126 85.1%

昭和大学歯学部   130   106 81.5%

鶴見大学歯学部   191   133 69.6%

神奈川歯科大学   184   109 59.2%

日本歯科大学新潟歯学部   126    75 59.5%

松本歯科大学   181    80 44.2%

愛知学院大学歯学部   145   126 86.9%

朝日大学歯学部   148   112 75.7%

大阪歯科大学   187   124 66.3%

福岡歯科大学   119    76 63.9%

その他(計) 　　　6 　　　4 66.7%

総　合(計) 3,343 2,493 74.6%

第第第第98989898回歯科医師国家試験大学別合格率回歯科医師国家試験大学別合格率回歯科医師国家試験大学別合格率回歯科医師国家試験大学別合格率

合格者数 不合格者数 合格率

新 卒     125      97      28 77.6%

既 卒      62      27      35 43.5%

合 計     187     124      63 66.3%

全 国    3343    2493     850 74.6%

第第第第98989898回歯科医師国家試験結果回歯科医師国家試験結果回歯科医師国家試験結果回歯科医師国家試験結果

受験者数
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

佐川理事長佐川理事長佐川理事長佐川理事長    

日本私立歯科大学協会会長日本私立歯科大学協会会長日本私立歯科大学協会会長日本私立歯科大学協会会長にににに再任再任再任再任    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

佐川理事長が平成１７年４月１日付けで, 日本私立歯

科大学協会会長に再任された。同協会が, 去る３月に

行った役員改選により再選されたもので, 任期は平成

１９年３月３１日までの２年間。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成平成平成平成１１１１7777 年年年年    春春春春のののの叙勲叙勲叙勲叙勲・・・・褒章受章者褒章受章者褒章受章者褒章受章者    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成１７年春の叙勲・褒章者として大阪歯科大学関係

の先生方が, 以下の通り受章されました。 

叙叙叙叙    勲勲勲勲    

専門 25 回  井上井上井上井上    時雄時雄時雄時雄  兵庫県  瑞宝中綬章 

専門 31 回  巌巌巌巌        圭庫圭庫圭庫圭庫  長崎県  瑞宝双光章 

大学 3 回  上田上田上田上田    一郎一郎一郎一郎  山口県  旭日双光章 

大学 5 回  井上井上井上井上    一男一男一男一男  大阪府  瑞宝双光章 

大学 7 回  竹花竹花竹花竹花        一一一一  大阪府  旭日双光章 

大学 8 回  近澤近澤近澤近澤    靖男靖男靖男靖男  高知県  旭日双光章 

    賛   助  伊藤伊藤伊藤伊藤    了自了自了自了自  広島県  瑞宝双光章    

褒褒褒褒    章章章章    

大学 12 回  橋本橋本橋本橋本    猛伸猛伸猛伸猛伸  兵庫県  藍綬褒章 

 大学 26 回  松井松井松井松井    正剛正剛正剛正剛  奈良県  藍綬褒章 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

私立大学等経常費補助金私立大学等経常費補助金私立大学等経常費補助金私立大学等経常費補助金にににに係係係係るるるる    

会計検査院会計検査院会計検査院会計検査院のののの実地検査実地検査実地検査実地検査    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 平成１７年４月１４日（木）, １５日（金）の両日, 本学に

関する平成１４年度ならびに平成１５年度私立大学等経

常費補助金に係る会計検査院の実地検査が行われた。 

 会計検査院の実地検査は, 本学では数年に一度実施

されており, 今回は上記２年間の補助金について適正

に執行されているかを, 帳簿類ならびに現品での照合

を行い検査するもので, 会計検査院から文部科学省担

当の調査官３名, 立会人として補助金を直接管理する

立場にある日本私立学校振興・共済事業団から１名が

来校した。 

 本学では, 前野経理部長の指揮のもと, 経理課員は

じめ担当職員により事前に関係書類の整備および対象

現品の確認を行い, ２日間にわたる会計検査院の実地

検査を受けた。検査の結果, 平成１４年度ならびに平成

１５年度私立大学等経常費補助金の本学での執行につ

いて, 特に問題点の指摘を受けることなく, 適正に処

理されているとの報告を受けた。                   

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成平成平成平成１１１１7777 年度年度年度年度    解剖体慰霊祭解剖体慰霊祭解剖体慰霊祭解剖体慰霊祭    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

昨年, 一昨年とは打って変わり新緑の五月晴れの中

５月１９日（木）午後２時より四天王寺五智光院におい

て, 平成１７年度解剖体慰霊祭が約５５０名の参列のもと, 

厳かに執り行なわれた。 

開式のことばののち, 解剖学講座諏訪教授から祭文

が奉読された。導師の読経が始まり,荘厳な雰囲気の内, 

尊いご遺体を捧げられた御霊のご冥福を祈念して参列

者一同焼香を行なった。大阪歯科大学を代表して今井

学長から, 歯科医学の教育研究発展のため篤志をもっ

てご献体いただいた故人ならびに, 長年変わらぬご理

解とご協力を賜っている黄菊会会員の方々に深甚なる

謝意が表された。  

引き続き学長より, 献体者故森生久市殿ほか８名の

ご遺族に文部科学大臣感謝状が授与され,最後に学生

を代表して第３学年河野多香子さんが,解剖実習を無

事終えたことに対する感謝のことばを霊前に寄せた。 

慰霊祭終了後, ご遺族ならびに各参列者は元三大師

堂の本学慰霊碑前へ移動して回向を行なった。また, 

客殿では黄菊会第３３回総会が開催され,会務報告等議

題を円滑に終え, 本年度慰霊祭は恙なく終了した。 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成平成平成平成１１１１6666 年度年度年度年度    監事監査報告監事監査報告監事監査報告監事監査報告    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

去る, 平成１７年５月９日（月）, １０日（火）の両日に

亘り, 佐川理事長, 田治米理事, 田中法人事務部長の

立会いのもと, 監事監査を実施した。 

 会計年度は平成１６年度で平成１６年４月１日～平成

１７年３月３１日である。 法人の「財産の状況」「業務内

容」等の監査で各課における予算執行状況, 業務内容

や処理状況, 各部署の課題や希望事項等について現状

を聴取した。 

 会計決算にあたり学校法人会計基準に準拠し, 予算

の執行状況, 予備費の支出状況および徴収不能金, 諸

帳簿, 諸帳票の保管状況, 各課における決算書等会計

業務を中心とし, さらに平成１６年度仮決算書に基づ

き資金収支, 財産状況等の監査を行った結果, 予算の

執行, 諸資金および積立金等の運用は適正に行われて

いた。 

 業務監査については, 前年度要望の処理状況, 各課

における業務の事務分担の状況 , 教職員の勤務状況

（出退勤・時間外勤務・年休消化状況等）, 施設・設備・

構築物等の保管保全, 附属病院の薬品・材料等の在庫

の状況, カルテの記載内容, 学内ＬＡＮにおける接続端

末の状況, コンピューターウイルス等の現況報告も受

け監査を行った。 

財産の状況, 業務監査に関し重大な不正又は法令等

の違反の事実は認められない。 

各部署においては, 予算の執行にあたり業者, 関係

会社との契約において契約形態の変更や契約時点での

適正価額の再確認等により値下げ交渉にて経費節減に

努めており, 通信費, 情報機器購入等に成果をあげた。 

教職員が勤務時間を守ることは職場の秩序を保持す

る上で極めて重要である。勤務状況において, 遅刻早

退の状況は若干の改善は見られるが一部教員において

習慣化している。特に臨床系教員の遅刻, 早退は医療

収入に影響する。患者にも迷惑がかかる。遅刻等が常

態化している教員への指導, 改善に向け学長にも相談

し病院長, 所属科長から事情を聞き注意を促すことも

必要である。 

遅刻等で給与の減額はしていないが, 真面目に勤務

している者への負担が大きくなり不公平感がうまれ不

満となる。勤務し診療に携わっているという自覚を持

ち目標達成に向け努力することが肝要である。 

楠葉学舎, 天満橋学舎等建物を毎年償却して積み立

てていく必要があるが, 資金が不足している。退職給

与引当資産も, 毎年の退職金と退職金財団の掛け金の

合計から退職金財団の退職交付金を差し引いた金額ぐ

らいを繰り入れる必要があるが, 資金が足りない。法

人の永続的な維持発展のため経費を節減し, 財政事情

をふまえた職務遂行が望まれる。 

平成１６年度の法人理事会は１２回開催され, 佐川理

事長を中心として理事および教職員の協力を得て, い

ささかの支障もなく法人の運営を全うした。各理事は

理事会に出席し慎重かつ活発果敢に議案の審議にあた

り法人の運営に貢献した。法人評議員会については, 

平成１６年度は３回開催され, 収支予算並びに決算そ

の他重要な議題が審議された。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成平成平成平成１１１１6666 年度年度年度年度    決算報告決算報告決算報告決算報告    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

学校法人は, 学校法人会計基準第４条の定めるとこ

ろにより, 学校法人会計基準の原則に従い計算書類を

作成しなければなりません。 

 作成する計算書類は,  

１．資金収支計算書およびこれに附属する内訳表 

２．消費収支計算書およびこれに附属する内訳表 

３．貸借対照表およびこれに附属する明細表 

であります。 

 これら計算書類は, 私立学校法第４６条により毎会計

年度終了後２ヶ月以内に, 理事長において, 評議員会

に報告し意見を求め, 組合等登記令により資産総額の

変更登記を行い, 計算書類とともに文部科学省に届け

出ることになっています。 

 平成１６年度本法人の主な事業は,  

・歯科衛生士専門学校牧野学舎改修工事 

・楠葉学舎コンピューター教室整備工事 

・牧野学舎テニスコート整備工事 

等であり, より良い環境のもとで教育･研究・診療活動

ができるよう, その充実を図ってきました。 

 資金収支計算書は, 当該会計年度の諸活動に対応す

るすべての収入および支出の内容ならびに支払資金の

収入および支出のてん末を明らかにする計算書類であ
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り, 平成１６年度資金収支計算書は別表の通りでありま

す。資金収支合計額は, 122億86万7千円となり, 12億

1,023万円の増額となりました。 

 収入の部では, 事業収入等で減少しましたが, 補助

金収入, 雑収入, 寄付金収入等で増加となりました。 

 支出の部, 人件費には私学振興・共済事業団掛金, 労

働保険料, 私学退職金財団掛金が含まれており, 定年

退職およびみなし定年退職者により前年度と比べ

12％増加しました。 

 教育研究経費は, 教育, 研究, 学生指導, 診療等に要

する経費で, 前年度より3％の増加となりました。管理

経費は, 法人の管理運営に要する経費が主なものです。 

 施設関係支出は, 歯科衛生士専門学校牧野学舎改修

工事等の費用です。設備関係支出は, 附属病院診療用

チェアの更新, 設備, 図書費等の支出です。 

 資産運用支出は, 減価償却引当特定資産, 退職金引

当特定資産への繰入額となっています。今後も, 償却

資産に対する減価償却引当特定資産, 退職金引当特定

資産, その他の特定資産の充実を図るため, 経常経費

の節減に努めていかねばなりません。 

 財務比率は, 財務分析を行う上での基礎資料であり, 

法人の財政および経営状況を把握することによって, 

経営基盤の確立を計り, 教育, 研究, 診療活動に取り

組むことが必要であります。

 

 

収 入 収 入 収 入 収 入 の の の の 部部部部 （単位：千円）

科    目

学生生徒等納付金収入 5,487,390 5,471,830 15,560

手 数 料 収 入 43,409 49,494 △ 6,085

寄 付 金 収 入 33,830 32,600 1,230

補 助 金 収 入 471,906 436,544 35,362

資 産 運 用 収 入 276,410 277,839 △ 1,429

資 産 売 却 収 入 0 2,923 △ 2,923

事 業 収 入 1,925,879 2,013,569 △ 87,690

雑 収 入 324,691 83,740 240,951

前 受 金 収 入 1,296,210 1,293,760 2,450

そ の 他 の 収 入 2,144,535 1,032,024 1,112,511

資 金 収 入 調 整 勘 定 △ 1,881,242 △ 1,626,791 △ 254,451

前年度繰越支払資金 2,077,849 1,923,105 154,744

収入の部合計 12,200,867 10,990,637 1,210,230

支 出 支 出 支 出 支 出 の の の の 部部部部 （単位：千円）

科    目

人 件 費 支 出 5,896,051 5,261,761 634,290

教 育 研 究 経 費 支 出 1,851,885 1,784,603 67,282

管 理 経 費 支 出 846,102 812,041 34,061

施 設 関 係 支 出 480,288 124,929 355,359

設 備 関 係 支 出 448,102 219,941 228,161

資 産 運 用 支 出 768,533 477,504 291,029

そ の 他 の 支 出 399,812 570,049 △ 170,237

資 金 支 出 調 整 勘 定 △ 454,777 △ 338,040 △ 116,737

次年度繰越支払資金 1,964,871 2,077,849 △ 112,978

支出の部合計 12,200,867 10,990,637 1,210,230

平成16年度 平成15年度 増    減

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書

平成16年度 平成15年度 増    減
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞    

大学事務組織大学事務組織大学事務組織大学事務組織のののの一部改編一部改編一部改編一部改編    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 平成１７年４月１日より大学の事務組織が一部改編

された。改編された事務組織は以下の通りである。 

① 調査室・法人事務室を廃止し, 総務課に統合 

② 秘書課を廃止し, 総務課に統合 

③ 新しく人権室を総務課内に設置 

④ 新しく中央歯学研究所事務室を設置 

⑤ 国際交流部を新設し, 大学庶務課が事務を担当 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞    

学校法人大阪歯科大学学校法人大阪歯科大学学校法人大阪歯科大学学校法人大阪歯科大学    

「「「「個人情報保護方針個人情報保護方針個人情報保護方針個人情報保護方針」」」」まとまるまとまるまとまるまとまる    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 先般, 学校法人大阪歯科大学「個人情報保護方針」

がまとまり, 個人情報保護法の施行日に合わせ, 遡っ

て 4月 1日から施行することになった。 

 前文では「学校法人大阪歯科大学は, 個人情報保護

法の趣旨にのっとり, 個人情報保護のための全学的な

取り組みの基本方針を定め, 個人情報を適切に管理・

利用することにより大学・病院としての社会的責務を

果たします」と述べ, 基本方針として「本学の各業務

に従事するすべてのものは, 個人情報保護のために策

定した規程を遵守し, 個人情報を正確にかつ安全に取

り扱うことにより, 情報を守り, その信頼に応えます」

としている。 

 また, 個人情報保護方針とともに学校法人大阪歯科

大学個人情報保護に関する規程ならびに学校法人大阪

歯科大学個人情報保護委員会大学部門委員会規程, 同

病院部門委員会規程, 同事務部門委員会規程もまとま

り, 遡って 4月 1日からの施行となる。 

 なお, 個人情報保護委員会は, 川添副学長を委員長

に１４名の委員で構成されている。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

寄寄寄寄        贈贈贈贈    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 下記の寄贈を受けましたので報告します。寄贈いた

だいた各位には心より感謝いたします。 

・玉置玉置玉置玉置    敏夫客員教授敏夫客員教授敏夫客員教授敏夫客員教授 

 平成 17 年 4 月 26 日寄贈 

  インプラント研究助成金として  2,000,000 円也 

・大阪歯科大学第大阪歯科大学第大阪歯科大学第大阪歯科大学第２３２３２３２３回回回回卒業卒業卒業卒業（（（（慈山会慈山会慈山会慈山会）））） 

  卒業３０周年を記念して 平成 17年 5月 21日寄贈 

  学術研究奨励基金として      500,000 円也 

・井上井上井上井上    正義名誉教授正義名誉教授正義名誉教授正義名誉教授 

  定年退職を記念して   平成 17年 6月 1日寄贈 

  学術研究奨励基金として     1,000,000 円也 

 

比    率 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

人 件 費 ％ ％ ％ ％ ％

帰 属 収 入 60.5 71.5 65.8 63.1 66.4

人 件 費

学生生徒等納付金

学生生徒等納付金

帰 属 収 入

教 育 研 究 経 費

帰 属 収 入

管 理 経 費

帰 属 収 入

消 費 支 出

消 費 収 入

基 本 金 組 入 額

帰 属 収 入

104.0 96.7 104.4

基 本 金 組 入 率

学生生徒等納付金比率

教 育 研 究 経 費 比 率

管 理 経 費 比 率

消 費 収 支 比 率

8.6

64.5

42.6

11.9

137.9 113.9

2.0

63.3

30.9

10.1

109.2121.0

6.8 6.6

63.4

34.0

11.2

120.1

2.7

65.2

36.2

財務比率財務比率財務比率財務比率

59.9

42.7

9.6 11.4

算 式（×100）

人 件 費 比 率

人 件 費 依 存 率 101.0 116.3
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

学位学位学位学位（（（（博士博士博士博士））））授与報告授与報告授与報告授与報告    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

青木誠喜青木誠喜青木誠喜青木誠喜 乙第1457号     （平成17年6月22日） 

Fatigue-related changes in discharge patterns of 

motor units in the inferior head of the lateral 

pterygoid muscle in humans（単一運動単位発火パ

ターンの変化からみたヒト外側翼突筋下頭の筋疲

労） 

佐野寿哉佐野寿哉佐野寿哉佐野寿哉 乙第1458号     （平成17年6月22日） 

 4-nitroquinoline 1-oxide誘発ラット舌癌由来培養

細胞モデルに対する微粒子二酸化チタンの光触媒効

果 

寺嶋久順寺嶋久順寺嶋久順寺嶋久順 乙第1459号     （平成17年6月22日） 

 ３種類の貴金属合金を組み合わせた動的抽出が溶出

と細胞生存率に及ぼす影響 

櫻井秀憲櫻井秀憲櫻井秀憲櫻井秀憲 乙第1460号     （平成17年6月22日） 

 緩衝機構を有する骨内インプラント補綴装置の咬頭

嵌合位における咬合接触状態 

喜多一夫喜多一夫喜多一夫喜多一夫 乙第1461号     （平成17年6月22日） 

Thickness of oral mucosa during edentulous 

impression procedures（無歯顎印象時の顎堤粘膜厚

径に関する研究） 

田畑勝彦田畑勝彦田畑勝彦田畑勝彦 乙第1462号     （平成17年6月22日） 

Retentive force characteristics of various 

partial denture retainers（パーシャルデンチャー

の各種支台装置の維持力発現様相） 

森田真功森田真功森田真功森田真功 乙第1463号     （平成17年6月22日） 

 オトガイ部振動刺激が咬筋運動誘発電位に及ぼす影

響 

古市英史古市英史古市英史古市英史 乙第1464号     （平成17年6月22日） 

 咬合接触検査装置による咬合接触面積測定の再検査

信頼性に関する研究 

藤戸藤戸藤戸藤戸    寛寛寛寛 乙第1465号     （平成17年6月22日） 

 エナメル質表面からのブリーチングにおける象牙質

への影響 

  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

牧野学舎本館牧野学舎本館牧野学舎本館牧野学舎本館『『『『登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財』』』』へへへへ    

－－－－文化審議会文化審議会文化審議会文化審議会がががが答申答申答申答申－－－－    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 文部科学省の諮問機関である文化審議会は, ６月１７

日登録有形文化財の答申を発表した。大阪府内では３

箇所９件が答申され, 本学牧野学舎本館も新規登録さ

れることになる。このことは, 毎日新聞（6/18）や産経

新聞（6/21）に写真入りで大きく報道された。 

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 

 登録有形文化財は, 平成８年１０月に施行された文化

財保護法の一部改正によって保存および活用について

の措置が特に必要とされる文化財建造物を, 文部大臣

（現文部科学大臣）が文化財登録原簿に登録する制度で, 

従来の指定制度を補完するものである。登録件数は今

回答申された７３箇所１９４件を加えると全国で２,０８８箇

所４,９９７件になる。そのうち学校関係の建造物は１６５

件である。 

答申リストには本学の牧野学舎本館を「ＲＣ造３階

建中央に塔が立つ左右対称の建築構成」としており, 

毎日新聞も「１９２９年完工の大阪歯科大学牧野学舎本館

は鉄筋コンクリート造り３階建てで, ほぼ左右対称の

立面構成。隅を丸く仕上げた出窓が落ち着いた優しい

雰囲気を醸し出しており, 大正から昭和初期のモダニ

ズム建築の流れをくむ質の高い校舎建築として造形の

規範とされた」と紹介している。 

＊登録有形文化財登録基準登録有形文化財登録基準登録有形文化財登録基準登録有形文化財登録基準 

建築物, 土木構造物及びその他の工作物のうち, 原則とし

て建設後５０年を経過し, かつ, 次の各号の一に該当するもの。 

(１)国土の歴史的景観に寄与するもの 

(２)造形の模範となっているもの 

(３)再現することが容易でないもの 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

人人人人                事事事事    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

所属所属所属所属・・・・職種変更職種変更職種変更職種変更

総合診療部診療科 病院助教授 永目  誠吾

H.17.4.1付

大学院教員任用大学院教員任用大学院教員任用大学院教員任用

大学院助手 山根　一芳

H.17.4.1付

職員採用職員採用職員採用職員採用

歯科衛生士専門学校 教員 藤村　昌代

歯科衛生士専門学校 助手 伏見　和子

総務課 事務職員 山本　　綾

本館図書課 事務職員 南　　聡子

附属病院 看護師 森本　成子

附属病院 看護師 齊藤　径子

附属病院 歯科衛生士 國嶋　愛美

附属病院 歯科衛生士 野々村悠香

以上　H.17.4.1付

異動異動異動異動・・・・昇進昇進昇進昇進

病院事務部 事務長 西尾　和夫

歯科衛生士専門学校 事務長 中矢　善彦

以上　H.17.4.1付

昇昇昇昇　　　　　　　　進進進進

教務学生課 課長 西堤　京子

病院庶務課 課長 東　真一郎

附属病院 薬剤師長 上中　清隆

附属病院 検査技師長 川原　幹夫

附属病院 歯科衛生士主任 髙田橋美幸

以上　H.17.4.1付

所属異動所属異動所属異動所属異動

総務課 課長 池田　良則

人事課 主任 青山　敏子

病院庶務課 主任 政次  弥生

医事第二課 主任 植松　富子

総務課 事務職員 中原しのぶ

総務課 事務職員 松浦しのぶ

総務課 事務職員 吉福　亜紀

経理課 事務職員 北山惠美子

教務学生課 事務職員 川端  路子

教務学生課 事務職員 新谷  弘子

大学庶務課 事務職員 稲田貴代美

大学院課 事務職員 佐々木久恵

中央歯学研究所 事務職員 村上よし子

称号授与称号授与称号授与称号授与

名誉教授 毛利　　學

名誉教授 井上　正義

以上　H.17.4.1付

新新新新　　　　　　　　任任任任

副学長 川添　堯彬

副学長 中村  正明

総務部長 神原　正樹

教務部長 川本  達雄

学生部長 大東　道治

図書館長 堂前　尚親

附属病院病院長 井上　　宏

大学院研究科科長 田中  昭男

中央歯学研究所所長 大浦　　清

教育情報センター所長 豊田　紘一

国際交流部長 諏訪  文彦

附属病院副病院長 覚道  健治

附属病院副病院長 小正　　裕

附属病院副病院長 小谷順一郎

以上　H.17.4.1付

教員採用教員採用教員採用教員採用

口腔外科学第一講座 講師 吉田　博昭

細菌学講座 助手 古川　智代

歯科保存学講座 助手 初岡　昌憲

歯科保存学講座 助手 谷本　啓彰

有歯補綴咬合学講座 助手 藤井　孝政

小児歯科学講座 助手 大東　希好

以上　H.17.4.1付

昇昇昇昇　　　　　　　　任任任任

口腔解剖学講座 講師 井辺　弘樹

H.17.4.1付

細菌学講座 講師 山根　一芳

細菌学講座 講師 真下　千穂

以上　H.17.5.1付

口腔衛生学講座 助教授 上村　参生

有歯補綴咬合学講座 講師 柏木  宏介

口腔衛生学講座 講師 川﨑  弘二

以上　H.17.6.1付
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病院庶務課 事務職員 岡本  安子

医事第一課 事務職員 藤田満里子

医事第一課 事務職員 外山  晴美

医事第一課 事務職員 島谷眞由美

医事第二課 事務職員 木村  幸子

以上　H.17.4.1付

所属所属所属所属・・・・職種変更職種変更職種変更職種変更

附属病院 薬剤師 一居　真代

　H.17.4.1付

兼務解除兼務解除兼務解除兼務解除

秘書課 課長 池田　良則

H.17.4.1付

出向出向出向出向((((学内学内学内学内))))解除解除解除解除

附属病院　薬剤科 事務職員 渡辺　恵子

H.17.4.1付

依願退職者依願退職者依願退職者依願退職者

医事第一課 事務職員 島谷眞由美

H.17.4.6付

薬理学講座 講師 小崎　健一

H.17.4.30付

諭旨解雇諭旨解雇諭旨解雇諭旨解雇

口腔外科学第一講座 助手 榊    敏男

H.17.4.30付

委委委委　　　　　　　　嘱嘱嘱嘱

客員教授 玉置　敏夫 ,山下　　敦

矢尾　和彦 ,末瀬　一彦

宇山　昌延 ,森　　昌彦

森井　外吉 ,熊﨑　　護

森井　浩世 ,二階　宏昌

以上　H.17.4.1付

Visiting Professor  Franklin Scott Weine

 Harry L. Dougherty

 David R. Avery

 Chitta Ranjan Choudhury

金　　　岩 ,朴　榮　國

申　　濟元 ,金　　麗甲

飯塚　建行

以上　H.17.4.1付

嘱託　カウンセラー 精神科医 森　　悦子

嘱託　臨床心理士 畑　　聡美

嘱託　医師 池田　耕士 ,梅垣　　裕

奥田　隆彦 ,永井　由巳

嘱託　歯科医師 近森　信人

以上　H.17.4.1付

人事委員会委員長 新田　　孟

人事委員会委員 田治米保夫 ,今井　久夫

神原  正樹 ,田中佐和子

上田    実 ,西尾  和夫

髙須    聡

以上　H.17.4.1付

平成18年度予算委員会委員長 田治米保夫

平成18年度予算委員会委員

今井　久夫 ,村上　　勝

新田　　孟 ,川本  達雄

大東  道治 ,堂前  尚親

大浦　　清 ,神原  正樹

田中  昭男 ,井上　　宏

田中佐和子 ,上田    実

前野　　隆 ,西尾  和夫

以上　H.17.4.1付

業者登録選考委員会委員 西尾  和夫

H.17.4.1付

環境管理委員会委員長 井上　　宏

環境管理委員会委員 田治米保夫 ,田中  昭男

豊田　紘一 ,矢尾  和彦

末瀬　一彦 ,田中佐和子

上田    実 ,西尾  和夫

池田  良則 ,松村　誠一

以上　H.17.4.1付

自己点検実施委員会委員

大東  道治 ,豊田　紘一

井上　　宏 ,西尾  和夫

西堤  京子

以上　H.17.4.1付

退職資金管理運営委員会委員長 新田　　孟

退職資金管理運営委員会委員

田治米保夫 ,中村  正明

今井　久夫 ,神原  正樹

田中佐和子 ,上田    実

以上　H.17.4.1付
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学術研究奨励基金管理運営委員会委員長

田治米保夫

学術研究奨励基金管理運営委員会委員

村上　　勝 ,中村  正明

今井　久夫 ,田中  昭男

以上　H.17.4.1付

枚方資料センター管理運営委員会委員長

井上　　宏

枚方資料センター管理運営委員会委員

村上　　勝 ,田治米保夫

川添　堯彬 ,矢尾  和彦

末瀬　一彦 ,田中佐和子

上田    実 ,西尾  和夫

松村　誠一

以上　H.17.4.1付

財務企画委員会病院の運営に関する事項部会

部会長 井上　　宏

財務企画委員会病院の運営に関する事項部会委員

小正　　裕 ,西尾  和夫

東  真一郎

財務企画委員会牧野学舎将来計画作業部会部会員

井上　　宏 ,神原  正樹

財務企画委員会給与部会部会員 神原  正樹

以上　H.17.4.1付

ＯＤＵウエルネス・ホール管理運営委員会委員長

川添　堯彬

ＯＤＵウエルネス・ホール管理運営委員会委員

大東  道治 ,井上　　宏

新池　　孜 ,豊田　紘一

西尾  和夫 ,西堤  京子

東  真一郎

以上　H.17.4.1付

人権啓発推進委員会委員長 今井　久夫

人権啓発推進委員会委員 村上　　勝 ,田治米保夫

井上　　宏 ,神原  正樹

大東  道治 ,川本  達雄

西川  泰央 ,篠原　光子

塩路伊佐子 ,田中佐和子

上田    実 ,西尾  和夫

松村　誠一 ,髙須    聡

西堤  京子 ,東  真一郎

以上　H.17.4.1付

個人情報保護検討委員会委員長 神原  正樹

個人情報保護検討委員会副委員長 豊田　紘一

個人情報保護検討委員会委員

樫    則章 ,田中  昭男

中村  正明 ,井上　　宏

覚道  健治 ,川本  達雄

佐久間泰司 ,末瀬　一彦

矢尾  和彦 ,上田    実

西堤  京子 ,三木  慶一

西尾  和夫 ,松村　誠一

以上　H.17.4.1付

学校法人大阪歯科大学個人情報保護委員会委員長

川添　堯彬

学校法人大阪歯科大学個人情報保護委員会委員

中村  正明 ,井上　　宏

神原  正樹 ,川本  達雄

大東  道治 ,田中  昭男

堂前  尚親 ,大浦　　清

豊田　紘一 ,末瀬　一彦

矢尾  和彦 ,田中佐和子

上田    実

以上　H.17.4.1付

総務部委員会委員長 神原  正樹

総務部委員会委員 川添　堯彬 ,中村  正明

井上　　宏 ,豊田　紘一

田中  昭男 ,大浦　　清

堂前  尚親 ,川本  達雄

小谷順一郎 ,田中佐和子

上田    実 ,松村　誠一

髙須    聡

以上　H.17.4.1付

廃棄物処理委員会委員長 神原  正樹

廃棄物処理委員会委員 井上　　宏 ,池尾    隆

川合進二郎 ,田中佐和子

上田    実 ,西尾  和夫

松村　誠一 ,前田    勉

大上    登

以上　H.17.4.1付

教務部委員会委員長 川本  達雄

教務部委員会委員 諏訪  文彦 ,覚道  健治

福島  久典 ,池尾    隆

西川  泰央 ,森田  章介
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小谷順一郎 ,川合進二郎

清水谷公成

以上　H.17.4.1付

カリキュラム委員会委員長 諏訪  文彦

カリキュラム委員会委員 豊田　紘一 ,田中  昭男

佐ノ木幸夫 ,川本  達雄

覚道  健治 ,西川  泰央

小正　　裕 ,森田  章介

小谷順一郎 ,清水谷公成

以上　H.17.4.1付

学生基礎実習連絡運営委員会委員長 川本  達雄

H.17.4.1付

臨床実習連絡委員会委員長 川本  達雄

H.17.4.1付

共用試験歯学ＯＳＣＥ委員会委員長 小谷順一郎

H.17.4.1付

共用試験歯学ＣＢＴ委員会委員長 西川  泰央

H.17.4.1付

学生部委員会委員長 大東  道治

学生部委員会委員 堂前  尚親 ,佐ノ木幸夫

岩井　康智 ,小正　　裕

以上　H.17.4.1付

教育改善検討委員会委員長 福島  久典

教育改善検討委員会副委員長 清水谷公成

教育改善検討委員会委員 池尾    隆 ,西川  泰央

森田  章介 ,上田　雅俊

前田  照太 ,上村　参生

更谷　啓治 ,高橋　一朗

以上　H.17.4.1付

学内食堂管理運営委員会委員長 大東  道治

学内食堂管理運営委員会委員

井上　　宏 ,岩井　康智

大久保　直 ,山中　武志

三宅  達郎 ,田中佐和子

上田    実 ,西尾  和夫

松村　誠一 ,西堤  京子

東  真一郎

以上　H.17.4.1付

図書館運営委員会委員長 堂前  尚親

図書館運営委員会委員 田中  昭男 ,川本  達雄

西川  泰央 ,小正　　裕

川合進二郎

以上　H.17.4.1付

図書資料選択委員会委員長 堂前  尚親

図書資料選択委員会委員 玉田　善堂 ,中塚美智子

稲田  條治 ,塩路伊佐子

益野  一哉 ,住田　容子

野﨑　中成 ,秋山　真理

三宅  達郎 ,山本  一世

至田  宗泰 ,稲田　芳樹

井上  太郎 ,更谷　啓治

吉峰　茂樹 ,田伏    信

堀井  活子 ,松本  尚之

板垣　恵輔 ,白數　慎也

百田  義弘 ,宮前  雅見

島津　　薫 ,米谷  裕之

桐井  優子 ,柘植　昌保

藤原　眞一 ,岡村　英幸

岩田　光生 ,岸本  直子

以上　H.17.4.1付

教育情報センター管理運営委員会委員長

豊田　紘一

教育情報センター管理運営委員会委員

池尾    隆 ,小正　　裕

清水谷公成 ,田中　昌博

嘉藤  幹夫 ,上村　参生

今井  弘一 ,藤田  淳一

戸田  伊紀 ,川本  雅行

堀井  活子 ,松村　誠一

三木  慶一 ,伊藤  淑子

東  真一郎 ,西本  敏彦

以上　H.17.4.1付

学術研究奨励助成金交付審査委員会兼

　共同研究助成審査委員会委員長 中村  正明

学術研究奨励助成金交付審査委員会兼

　共同研究助成審査委員会委員

田中  昭男 ,大浦　　清

川添　堯彬 ,井上　　宏

以上　H.17.4.1付

国際学術交流委員会委員長 諏訪  文彦

国際学術交流委員会委員 川添　堯彬 ,覚道  健治

池尾    隆 ,小谷順一郎

藤田  淳一 ,方    一如

以上　H.17.4.1付
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公開講座委員会委員長 森田  章介

公開講座委員会委員 川合進二郎 ,諏訪  文彦

西川  泰央 ,田中  昭男

上田　雅俊 ,小正　　裕

清水谷公成 ,嘉藤  幹夫

以上　H.17.4.1付

医の倫理委員会委員長 覚道  健治

医の倫理委員会委員 井上　　宏 ,田中  昭男

大浦　　清 ,堂前  尚親

諏訪  文彦 ,川合進二郎

樫    則章 ,伊藤  淑子

以上　H.17.4.1付

健康管理委員会委員長 堂前  尚親

健康管理委員会委員 井上　　宏 ,神原  正樹

大東  道治 ,清水谷公成

田中佐和子 ,上田    実

西尾  和夫 ,髙須    聡

以上　H.17.4.1付

平成17年度ＦＤ委員会委員長 覚道  健治

平成17年度ＦＤ委員会委員

井上　　宏 ,佐ノ木幸夫

池尾    隆 ,西川  泰央

小正　　裕 ,小谷順一郎

以上　H.17.4.1付

セクシュアル・ハラスメント防止委員会委員長

今井　久夫

セクシュアル・ハラスメント防止委員会委員

神原  正樹 ,大東  道治

塩路伊佐子 ,辻  一起子

田中佐和子 ,上田    実

松村　誠一 ,伊藤  淑子

以上　H.17.4.1付

ブラッシュアップ委員会委員長 池尾    隆

H.17.4.1付

ユニット責任者

｢7-1-3中国語｣ 相原　里美

｢7-6-1総合教養」 三瀬　　顕

｢7-6-2メディア論｣ 羽田　　潤

｢7-6-3源氏絵を読む｣ 井上　新子

｢4-1-1外科(4)｣ 吉川　清次

｢4-2-5医事法制｣ 稲葉　一人

｢4-1-3法医学・法歯学｣ 安原　正博

｢4-1-1(3）小児科」 住本　真一

｢7-2-1医療人のための文章表現」 渡辺　浩司

｢7-2-6文学」 池田　葉子

｢7-2-4心理学｣ 堀川　雅美

｢7-2-5社会学｣ 平　　英美

｢6-1-2英語精読｣ 中村　久男

｢6-2-2上級会話・リスニング｣ Richard Miller

｢7-1-1ドイツ語｣ 菅　　利恵

｢7-1-2フランス語｣ 中野康次郎

｢4-1-1(8)皮膚科｣ 杉原　　昭

｢4-1-1(7)精神科｣ 玉垣　千春

｢4-1-1(6)眼科｣ 岸本　直子

以上　H.17.4.1付

第一学年 学年指導教授 諏訪  文彦

助言教員 鎌田  愛子 ,辻林　　徹

井辺　弘樹 ,藤田  淳一

上村　　守 ,岡村　英幸

第二学年 学年指導教授 川合進二郎

助言教員 二川　修治 ,塩路伊佐子

柘植　昌保 ,中塚美智子

長家　秀博 ,玉田　善堂

第三学年 学年指導教授 福島  久典

助言教員 内橋  賢二 ,魚部　健市

住田　容子 ,野﨑　中成

武田  昭二 ,川﨑  弘二

第四学年 学年指導教授 森田  章介

助言教員 高井  規安 ,和唐  雅博

山中　武志 ,篠原　光子

今井  弘一 ,三宅  達郎

第五学年 学年指導教授 清水谷公成

助言教員 民上　良徳 ,井関  富雄

岡崎　定司 ,田中　昌博

堀井  活子 ,兼平　治和

第六学年 学年指導教授 小谷順一郎

助言教員 原　　直仁 ,井上　昌孝

林　　宏行 ,佐久間泰司

川嶋  信子 ,古跡　孝和

以上　H.17.4.1付

学友会会長 新池　　孜

H.17.4.1付
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大学院委員会委員長 田中  昭男

大学院委員会委員 川添　堯彬 ,中村  正明

大浦　　清 ,堂前  尚親

大東  道治 ,諏訪  文彦

川本  達雄

以上　H.17.4.1付

中央歯学研究所委員会委員長 大浦　　清

中央歯学研究所委員会委員

西川  泰央 ,小正　　裕

森田  章介 ,川合進二郎

篠原　光子 ,竹村  明道

今井  弘一 ,和唐  雅博

好川　正孝 ,隈部　俊二

上田    実

以上　H.17.4.1付

中央歯学研究所画像処理施設長 隈部　俊二

中央歯学研究所形態系研究施設長 隈部　俊二

中央歯学研究所歯科生物学Ⅰ施設長 和唐  雅博

中央歯学研究所生体材料研究施設長 篠原　光子

中央歯学研究所組織培養実験施設長 好川　正孝

中央歯学研究所咀嚼機能研究施設長 篠原　光子

中央歯学研究所低温実験施設長 今井  弘一

中央歯学研究所動物動物施設長 竹村  明道

中央歯学研究所分析機器施設長 今井  弘一

中央歯学研究所レーザー実験施設長 今井  弘一

以上　H.17.4.1付

新歯科医師臨床研修プログラム検討委員会委員長

井上　　宏

新歯科医師臨床研修プログラム検討委員会委員

神原  正樹 ,小正　　裕

覚道  健治 ,大東  道治

小谷順一郎 ,星野　　茂

紺井　拡隆

以上　H.17.4.1付

講師講師講師講師((((非常勤非常勤非常勤非常勤))))委嘱委嘱委嘱委嘱

解剖学講座 古原　英男 ,清水　孝治

蔵前　勝彦 ,疋田　芳寛

島田　純治 ,中村　雅彦

湯　　兆舜 ,阮　　栄泰

江原　雄二 ,武田　憲明

大塚　拓三 ,中道　　哲

北村清一郎 ,牧草　一人

三宅　晴記 ,藤原　成樹

松川　信夫 ,武田　安弘

口腔解剖学講座 藤井　　征 ,小林　　徹

長楽　謙輔 ,阪本　義之

鄭　　在泳 ,橋爪　年世

菊池　史郎 ,李　　炳漢

多田　　逸 ,中西　　透

荻田　雄紀 ,飯島　惠一

下岡　史男 ,山本　洋幸

松田　哲一 ,小島　寿雄

椿井　孝芳

生理学講座 杉村　忠敬 ,新谷　　衞

山本　修治 ,岸　　文隆

芳本　　忍 ,榎村　光仁

長谷川彰則 ,大野　　榮

陣内皓之祐 ,小山　なつ

吉村　佳博 ,岩崎　精彦

宮尾　治樹 ,村上　浩孝

岩住　征紀 ,樋口　恭子

森　　明彦

生化学講座 阿部　公生 ,藤田　　厚

前田　純典 ,涌本　　昇

長澤　成明 ,畑下　芳史

梁川　国昭 ,髙石　佳知

奥田　裕司 ,髙屋　毅史

中川　雅夫 ,伊東　禎雄

倉阪　雅巳 ,有山金一郎

口腔病理学講座 住谷　道夫 ,岡下　守正

芦田　欣一 ,善　　睦彦

奥野　夏樹 ,前田満里子

新谷　　牧 ,岡村　敬次

松井　正剛 ,川口　佳夫

武田　良一 ,東浦　宏守

和田　聖二 ,河原　康二

山根木康嗣 ,佐久間　勲

筒井　　淳 ,西村　泰典

細菌学講座 井上　純一 ,小川　　歓

村松　洋司 ,伊藤　康夫

谷　　　明 ,徳永　恵子

西川　文男 ,藤田　康一
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水野　周二 ,山本　範子

吉竹　弘行 ,和手　甚京

松野　・晃 ,亀井　真紀

太田　利光 ,多々見敏章

薬理学講座 石川　　協 ,大草　　修

森川　　裕 ,岡本　卓士

九門　好彦 ,前原　　潔

井上　博明 ,吉岡　三四

宮田　敏生 ,坂本　伸人

武内信二郎 ,髙山　昭則

河野　元一 ,村川　　昇

田地　陽一 ,狹川　　正

林　　昭典 ,野阪ひとみ

歯科理工学講座 小室　　智 ,石﨑　順啓

西田　堯吉 ,今西　嘉次

川原　　大 ,五老海輝一

片岡　喜平 ,三浦　康伸

森口　泰成

口腔衛生学講座 熨斗　秀光 ,奥　　忠之

櫻井　宏守 ,森　　　孝

白石　雅照 ,今井　意晴

野村　一夫 ,尾辻　　淳

藤井　由希 ,中川　哲也

森野与史緒 ,熊﨑　眞義

村田　省三 ,井上　富夫

小林　正憲 ,岡村　伸江

奥村　　信 ,伊津　元博

田中　秀直

歯科保存学講座 清水　建彦 ,金田　順三

小池　恭弘 ,福島　重紀

岩田　　明 ,河見　忠雄

黒瀬　信隆 ,添田　　廣

川人　照美 ,谷　　　哲

三木　秀治 ,河村　昌哲

藤田　昌弘 ,岩田　有弘

福井　敬和 ,小山内　惺

山本　哲也

口腔治療学講座 松田　　毅 ,藤田　　智

塩見　　聰 ,奥野　一吉

伊地智弘昌 ,細見　　環

速水　　茂 ,巖　　恭輔

上村　　学 ,寺田　行男

金村　成智 ,河津　正文

竹村　正仁 ,山田　健蔵

薄　　　孝 ,逸見　浩史

木村　喜彦 ,上田　佳世

歯周病学講座 横山　邦生 ,林　　正純

柳原　一晃 ,南林　繁良

中垣　直毅 ,本城　範典

西川　義公 ,大西　和久

寺西　義浩 ,永石　真幸

畠山　善行 ,松田　正文

實重　英仁 ,菅　　人志

神田　　浩 ,岡西　裕公

釜谷　晋平 ,白井　健雄

光山　　誠

高齢者歯科学講座 土居　敏三 ,亀水　忠茂

松尾　光至 ,田中　球生

額田　和門 ,蘆田　貴司

北山　展弘 ,上田　章浩

氷見　彰敏 ,井上　　愛

村岡　正規 ,田中　栄士

岡田　隆夫 ,浅井　加雄

大槻　榮人 ,藤岡宗之輔

内貴　寛敬

有歯補綴咬合学講座 藤野　　明 ,鶴身　敬三

辻　　　功 ,松島　　諒

太田　邦雄 ,佐川　寛一

河野　　亘 ,水井　雅則

馬場　俊輔 ,柳田　昌宏

長砂　　孝 ,德永　　徹

鍋島　竜將 ,仲西　健樹

田中　誠也 ,瀧川　博嗣

今井　敦子 ,上田　直克

佐古　好正

欠損歯列補綴咬合学講座 犬伏　義臣 ,泉谷祐紀員

加藤　　博 ,加藤　信次

上り口寬武 ,吉田　和也

岡田　正傳 ,奥田　昌義

三谷　　徹 ,吉峰美千代

奥田　啓之 ,原　　雄大

藤原　　到 ,恩地　良幸
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池田　直也 ,西川　敏文

竜門　　宏 ,吉川　洋史

口腔外科学第一講座 連　　利隆 ,森本　忠三

島　　盛隆 ,大石　建三

大杉　泰敏 ,栗林　信仁

古田　治彦 ,佐々木　昇

酒匂　　潤 ,前田　健生

小渕　匡清 ,青柳　信好

植野　　茂 ,浦　　栄吾

井上　明洋 ,杉本　圭介

卞　　勝人 ,福田あおい

松本　康宏 ,黒田　　卓

口腔外科学第二講座 橋本　　武 ,仁木　　寛

岡田　壽一 ,有家　　巧

赤根　昌樹 ,柚木　大和

山内　義之 ,杉立　光史

郷　真奈武 ,林　　秀一

蝿庭　秀也 ,後藤　基宏

吉本　　仁 ,岩本守市良

鹿野　　学 ,山崎　行庸

岩崎　春美 ,栗田　賢一

正重　裕一 ,森下　寛史

歯科矯正学講座 大浦　寿哉 ,犬伏　俊嗣

金　　漢俊 ,姜　　九漢

寺井　　裕 ,高橋　　啓

深井　統久 ,野田　　真

大塚　重雄 ,飯田　拓二

金　　錫俊 ,関　　詔夫

壺内　建行 ,岡林　　聰

長屋　和也 ,速水　勇人

永木恵美子 ,山本　昌宏

歯科放射線学講座 今井　一彦 ,内海　　潔

江原　昌弘 ,田中　義弘

山崎　　章 ,木原　卓司

川植　康史 ,室井　　誠

松本　義之 ,釜田　博史

藤谷　富男

小児歯科学講座 池本　博之 ,石井　信行

大道　士郎 ,大谷　敬三

梶本祐一郎 ,嘉ノ海龍三

工藤俊次郎 ,佐伯　克彦

髙松　恒美 ,大東　美穂

中村　弘之 ,濱田　義彦

濱田吉之輔 ,保澤　　静

前田　光宣 ,三戸　應則

三村　雅一 ,山尾　雅朗

渡邉　邦一 ,渡辺　景子

歯科麻酔学講座 留守　信興 ,豊田　芳郎

遠山　正彌 ,田口　仁士

藥師寺　勤 ,山田　隆造

中村　久美 ,坂尻　光春

増井　雄治 ,足立　了平

橋川　直浩 ,藤　喜久雄

野口　光一 ,河合　峰雄

金銅　英二 ,古玉　克平

水野　　誠 ,孫　　弘樹

德永　　敦

内科学講座 高林　有道 ,熊谷　俊一

根住　直史 ,濱中大三郎

岡崎　俊朗 ,梅原　久範

米田　　修 ,藥師寺健太郎

奥田　恵子 ,宮地　理彦

外科学講座 田幡　　純 ,田幡　　治

服部　一秀 ,森本伊智郎

谷　泰一郎 ,窪　　盛偉

鎌田　守人 ,山下　雅資

一般教育科目

医療人のための文章表現 渡辺　浩司

文学 池田　葉子

心理学 堀川　雅美

社会学 平　　英美

英語精読 中村　久男

上級会話・リスニング Richard Miller

ドイツ語 菅　　利恵

フランス語 中野康次郎

中国語 相原　里美

総合教養 三瀬　　顕

メディア論 羽田　　潤

源氏絵を読む 井上　新子

基礎情報科学 中村　民明

基礎情報科学 中尾　泰士

体育実技 松原　慶子
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体育実技 新山　雅紀

講座所属外

外科学 吉川　清次

医事法制学 稲葉　一人

統計・医療統計学 藤木　美江

法医学・法歯学 安原　正博

小児科学 住本　真一

皮膚科学 杉原　　昭

精神科学 玉垣　千春

兼担者

眼科学 岸本　直子

口腔診断科 米谷  裕之 ,辻  一起子

辰巳  浩隆 ,三ケ山茂樹

大西　明雄

口腔インプラント科 江藤　隆徳 ,井上　雅裕

以上　H.17.4.1付

有歯補綴咬合学講座 木村　公一

H.17.5.1付

大学院歯学研究科

解剖学 江原　雄二

口腔解剖学 朱　　成淑

薬理学 野阪ひとみ

口腔衛生学 松村　英夫 ,安藤　昌俊

日吉　紀子 ,脇　　　勉

土居　貴士

歯科保存学 吉原　正晃 ,大前　正範

廣瀬　泰明 ,砂田　和久

歯周病学 河野　智生 ,福永　剛士

小池　敏克 ,畑　裕紀子

民上　良将

高齢者歯科学 田中　栄士 ,藤岡宗之輔

有歯補綴咬合学 龍田　光弘 ,中西　　紀

西川　　学 ,松島　恭彦

欠損歯列補綴咬合学 島谷　　肇 ,岡本　吉宏

上り口晃成 ,山本さつき

村松　豪太

口腔外科学（第一） 志水　秀郎 ,北郷　明成

堀内　　薫

口腔外科学（第二） 松本　俊郎 ,有家　　巧

小児歯科学 小川　慶知 ,佐野　祥子

中井　浩司 ,濱田吉之輔

歯科麻酔学 山下　智章

以上 H.17.4.1付

歯科技工士専門学校講師(非常勤)

長家　秀博,松原　慶子,山本　卓世

佐ノ木幸夫,藤田　淳一,上野乃武彌

川原　春幸,中村　正明,武田　昭二

大島　　浩,都賀谷紀宏,諏訪　文彦

竹村　明道,戸田　伊紀,上村　　守

東　　義景,岩井　康智,隈部　俊二

豊田　紘一,新池　　孜,川合進二郎

樫　　則章,矢尾　和彦,西川　泰央

池尾　　隆 ,小谷順一郎,福島　久典

方　　一如,川添　堯彬,田中　昌博

更谷　啓治,楠本　哲次,江藤　隆徳

井上　　宏,前田　照太,内田　愼爾

呉本　晃一 ,権田　悦通,小正　　裕

小野　圭昭,郷上　　勲,川本　達雄

松本　尚之,大東　道治,嘉藤　幹夫

白數  慎也,江頭　　勝 ,戸田　忠夫

今井　久夫,清水谷公成 ,神原　正樹

田中　昭男 ,覚道　健治,森田　章介

武田　恵美,桑田　正博,本多　正明

和田　弘毅,足立　　勝,西村　　徹

大森　三生,河村　龍三,内木　雄一

加地　公夫,西村　　謙,佐藤　繁男

竹本　和司,永井　利明,西村　幸雄

菊田　　茂,小山　和美,吐山　　寛

宮川　浩司,齊藤　俊文,堀内　　賢

武森　政文,中辻　孝一,森川　幸子

以上 H.17.4.1付

歯科衛生士専門学校講師(非常勤)

川合進二郎,岡村　英幸,新池　　孜

寺尾　　潤 ,豊田　紘一,下田　　豊

樫　　則章,岡島　泰三,渡辺　浩司

谷　　康平,山本　卓世,長家　秀博

岡本　　恵,諏訪　文彦,竹村　明道

戸田　伊紀,玉田  善堂,池　　宏海

上村　　守,内橋　賢二,池尾　　隆

鎌田　愛子,中塚美智子 ,田中　昭男

西川　哲成,山中　武志 ,大浦　　清

篠原　光子,野﨑　中成 ,神原　正樹
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

あとがきあとがきあとがきあとがき            

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

－余談－ 

 本学牧野学舎本館が「登録有形文化財」に新規登録

されることになった。大学が楠葉に移転する, ほんの

数年前までは進学課程の授業を担い, 現在も事務室, 

守衛室, 文科系クラブ活動として使われているが, 今

後は現状を維持すべく保存に努めなければならない。

多くの卒業生にとっても牧野学舎は青春時代を過ごし

たもっとも懐かしい場所であり, とりわけ松林の中に

そびえ立つ本館は学歌にも『白亜の学塔』と謳われて

いるように本学にとっては象徴的な意味をもっている。

本学とともにいつまでもその姿を留めていてもらいた

いものだ。 

 さて, 文化財の保護とともに国語の問題も国にとっ

ては大きな問題であり, これらの業務は文化庁が統括

している。その文化庁は平成７年から毎年「国語に関

する世論調査」を実施している。これは, 全国の１６歳

以上の男女３,０００人を対象に直接面接調査を行い, 言

葉遣いや敬語, 外来語（カタカナ語）や慣用句の認知度

などについての調査結果を報告書としてまとめ市販も

されている。また, その概要はホームページにも掲載

されている。これがなかなかおもしろい。 

 慣用句では, 「役不足」「流れ棹さす」などは本来の

意味とは逆の意味で理解している人が圧倒的に多いと

いう調査結果が出ている。もちろん, 私も間違って理

解していた。「役不足」＝「役目が実力不相応に軽いこ

と」を「役目が重すぎること」すなわち「力不足」と

いつのまにかまったく逆の意味で刷り込まれていた。

「流れに棹さす」も「流れに逆らう」というイメージ

から「勢いを止める」と理解されがちであるが, これ

も「流れにさらに棹をさして勢いをつける」という意

味で「流れに乗って勢いを増す」ということだ。 

一方, 「情けは人のためならず」は「人に情けをか

けるとめぐりめぐって自分に返ってくるので, 人には

親切にしなさい」という本来の意味より「人に情けを

かけて助けてやることは, 結局はその人のためになら

ない」を選択した人が, 若い世代だけでなく６０歳以上

を除くと何れの年代でも半数を超える。確かに文法的

にも, 考え方としても間違っていると否定し去ること

はできず, このまま定着するかもしれない。実際, 「君

子は豹変す」という言葉は, 元来「君子豹変, 小人革

面」で「偉い人は自分の過ちに気づくと自分を改める

ことができるが, つまらぬ人は･･･」という肯定的な意

味をもっていたが, 今では逆の意味で使われている。 

 ちょうど, 平成１６年度の調査結果が発表されるころ

である。一度, 文化庁のＨＰをご覧になられては。 

   大阪歯科大学広報  第 13８号 

    発 行 日  平成 17 年 6月 30 日 

    編集発行  広報委員会 

    〒573-1121  枚方市楠葉花園町 8-1 

    電話  072-864-3111 

上村　参生,川﨑　弘二,三宅　達郎

笠原　幸子,野田　　寛,佐瀬恵美子

今西　秀明,楠　　茂美,福井　和枝

入江　隆子,井上　昌孝,林　　宏行

今井　久夫,小正　　裕,篠田　　豊

高橋　一朗,柿本　和俊,大東　道治

原　　直仁,近藤ひとみ,岩佐　　藍

上根　昌子,中山　真理 ,木村　智美

清水谷公成,古跡養之眞,米谷　裕之

北條　博一,佐久間泰司,堂前　尚親

大久保　直,長野　　豊,宮前　雅見

澤井　宏文,中村　正明,星野　　茂

紺井　拡隆,小出　　武,嘉藤　幹夫

馬場　忠彦,畦﨑　泰男,緒方智壽子

辻  一起子 ,末瀬　一彦,前原　　潔

方　　一如,宮本美千子,藤林由利安

福田　公教,杉山　淳彦 ,林田　弓夫

金盛千代美 ,竹中　正史 ,岩橋　秀彰

張木　康代,渡部　澄江 ,西村　眞理

西村　正喜 ,森田婦美子 ,小河　容子

岸本　直子,森　　悦子,湊川　　徹

小谷順一郎,虫本　浩三,江藤　隆徳

北村　博彦,高橋　節子,飯尾　尚子

吉原　正彦,小田見也子 ,竹本　潤子

牧嶋　孝生,近森　信人 ,井本　眞弓

下川　泰子 ,南部　智子 ,橋本　由日

以上 H.17.4.1付


