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コロンビア大学歯学部長特別講演会並びにコロンビア CE プログラム 

第 3 回ニューヨーク最新歯科治療 ― インプラント・審美歯科・歯周外科 ―研修会 

≪Advanced コース閉講式 集合写真≫ 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

川添理事長・学長 

日本私立歯科大学協会会長就任 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
平成 25 年 8 月 20 日付、川添堯彬理事長・学長は、

一般社団法人 日本私立歯科大学協会第 6 代会長に 

就任しました。同協会は、私立歯科大学の振興を図る

ことを目的に全国 17 の私立歯科大学・歯学部が集い

昭和 51 年に設立され、歴代会長には元 本学理事長・

学長の故 白數美輝雄先生（初代）、故 佐川寬典先生（第

4 代）が名を連ねています。私立歯科大学の未来を  

双肩に担い、川添理事長・学長は学内外において今後

ますますの活躍が期待されています。 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

コロンビア大学歯学部長特別講演会 

並びにコロンビア CE プログラム 

第 3 回ニューヨーク最新歯科治療 

-インプラント・審美歯科・歯周外科-  

研修会が挙行されました 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

標記の研修会はコロンビア大学との共同事業として、

2005 年（平成 17 年）と 2012 年（平成 24 年）に、   

コロンビア大学で開催した「コロンビア大学インプラ

ントセミナー」に続く研修事業である。 
第 3 回目となる今回は、大阪歯科大学創立 100 周年

記念館竣工記念の一環として本学での開催を提案し、

コロンビア大学側と交渉の末、Christian Stohler 歯学

部長他 4 名の講師をお招きしての 4 日間にわたる講演

会の開催が実現した。 
研修会は「ニューヨーク最新歯科治療」をメインテ

ーマに、多くの方を参加対象とした講演会≪One Ｄaｙ 
Lecture コース≫と、参加者を限定し、実習を含む  

より専門性の高い内容の≪Advanced コース≫の 2 部

構成で実施し、学内関係者を対象とした特別講演会も

加えて下記の日程で開催し、学内外から多数ご参加い

ただき大盛況裡の内に終了した。 
 

記 
 

■コロンビア大学歯学部長特別講演 

日   時：2013 年 10 月 11 日（金）16:00～16:45 

場   所：創立 100 周年記念館 4 階大講義室 

参加者数：160 名 

■コロンビア CE プログラム 

第 3 回ニューヨーク最新歯科治療 

－インプラント･審美歯科･歯周外科－研修会 

≪One Ｄaｙ Lecture コース≫ 

日   時：2013 年 10 月 12 日（土）9:30～16:45 

場   所：創立 100 周年記念館 4 階大講義室 

参加者数：205 名 

 

≪Advanced コース≫ 

日   時：2013 年 10 月 13 日(日) / 14 日(月) 

9:00～16:30  

場   所：楠葉学舎 3 号館 1 階大学院講義室 

楠葉学舎 2 号館 4 階第 8 実習室 

参加者数：40 名 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 

学長開会挨拶       コロンビア大学歯学部長特別講演 

 
 
 
 
 
 
 
 

歓迎レセプション 

 
 
 
 
 
 
 
 

One Ｄaｙ Lectureｺｰｽ受講風景         Advancedｺｰｽ実習風景 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

障がい者歯科教授就任 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 平成 25 年 8 月 1 日付で、中嶋 正博先生が障がい

者歯科の専任教授に就任されました。先生のご略歴と

就任ご挨拶を掲載いたします。 
 
障がい者歯科教授 
中嶋 正博（なかじま まさひろ） 
博士（歯学） 
昭和 29 年生まれ 58 歳 
 
＜学歴＞ 
昭和 54 年 3 月 大阪歯科大学卒業 
昭和 54 年 5 月 第 65 回歯科医師国家試験合格 
昭和 54 年 5 月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座研修生 
昭和 56 年 4 月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座専攻生 
昭和 60 年 4 月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座専攻生 
平成 7 年 3 月 博士（歯学）の学位を受領（大阪歯科大学） 
 
＜職歴＞ 
昭和 58 年 4 月 和歌山県立医科大学歯科口腔外科学教

室臨床医 
昭和 61 年 4 月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座助手 
平成  9 年 4 月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座講師 
平成 14 年 4 月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 

大学院講師 
平成 15年 2月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座助教授 
平成 16 年 4 月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 

大学院助教授 
平成 19年 4月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座准教授 
平成 19 年 4 月 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 

大学院准教授 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

教授就任挨拶 障がい者歯科 中嶋 正博 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
この度、大阪歯科大学主任

教授会の選出および法人理事

会の承認を賜り、平成25年8月

1日付で大阪歯科大学附属病院

障がい者歯科の専任教授を拝

命いたしました。平成 23 年

に創立 100周年を迎えた伝統

ある母校の専任教授を拝命し、

改めて責任の重さを感じております。教授就任に当た

り、教職員の皆様にご挨拶と抱負を申し上げます。 
私は昭和 54 年 3 月に大阪歯科大学を卒業後、岡野

博郎教授（現大阪歯科大学名誉教授）が主管する口腔

外科学第二講座に入局をしました。以来、現在まで約

35 年間口腔外科を専門とし、教育、研究、臨床に関わ

ってきました。振り返ってみますと、月並みですが「光

陰矢の如し」です。 
最近の歯学教育現場を考えますと、私が卒業した時

代に比べ、知識量の増加、実習時間の減少など歯学教

育内容が変化しています。さらに社会構造の変化や患

者さんの認識の変化などから臨床実習が形骸化しつつ

あります。そして歯学生の卒業時の臨床能力の低下、

問題解決能力の不足などが指摘され、歯学、医学教育

の改革が行われています。平成 13 年に歯学教育モデ

ル・コア・カリキュラムが策定され、参加型臨床実習

を目指して数年のトライアル期間を経て、平成17年度

より臨床実習の参加資格の判定とも言える共用試験が

本格的に実施されるようになりました。モデル・コア・

カリキュラムの策定は医学・歯学教育にとって大きな

改革と言えるでしょう。しかしながら、その成果が十

分に上がっているかといえば疑問な部分もあるのでは

ないでしょうか。本学においても 2012 年度第 1 学年

より新カリキュラムがスタートし、学生の学力向上と

国家試験合格率の向上に向けた取り組みがなされてい

ます。 
18 歳人口の減少により大学全入時代に突入し、社会

の大学へのニーズはますます多様化してまいりました。

グローバル化や大学の質・教育の質の向上が求められ、

また質の保証が問われています。医歯薬学教育におい

ても専門職大学教育の認証への取り組みが行われてい
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ます。本学の教員として常にこのような社会背景を意

識しながら、行動していきたいと思っています。 
 

少子高齢化社会と言われ久しいですが、平成23年度

には歯科口腔保険法が施行されました。また同時に周

術期口腔機能管理料の保険導入など口腔機能の重要性

が再認識されています。学生と接する機会を通して、

口腔機能の重要性、口腔機能と全身との関わり、生命

維持への影響など歯科医療の重要性を伝え、歯科医療

は今まで以上に重要視される分野であることを強調し、

プロフェッショナルとしての職業人を育む教育をしてい

きたいと考えています。さらに、本学が掲げる「五つの力」

と「三つの力」を念頭に教育、研究、臨床に少しでも

役立てるように努力したいと考えています。 
 

障害者歯科学会が設立され昨年で 30 年が経過しま

した。我が国において社会的な需要や障がい者支援の

必要性から障がい者歯科が充実、発展し、歯科医師会

においても障がい者歯科センターが運営されています。

全国の歯科大学、歯学部附属病院の 19 施設において

も障がい者歯科が独立した診療科として、いろいろな

特色を出しながら活動しております。このような社会的

背景からこの度、川添理事長・学長先生は、本学が社会

に果たすべき役割の重要性を鑑み、本学附属病院にお

いて小児歯科に併設されていた障がい者歯科を分離し、

小児障がい者のみならず、障がいを持つあらゆる患者

さんに対して歯科医療サービスを行う診療科として独

立させたものと理解しております。このことを十分に

意識し、取り組んでいきたいと思います。障がい者歯

科は、私個人にとっては経験の少ない領域ですが、今

まで口腔外科で培ってきた経験を活かし、ノーマライ

ゼーションを目標に取り組んでまいります。 
障がい者歯科は歯科医師のみでなく、歯科衛生士や

看護師など、多くの医療者が関与する「チーム医療」

が必要な領域であると考えます。チーム医療の実践を

通してスムーズな運営を目指します。また、地域の開

業医や歯科医師会が運営する障がい者歯科センターな

どとも連携･協力しながら、来院される患者さんに、大

学附属病院としての使命を果たしていきたいと考えて

います。 
最後に、微力でありますが、精進して参りますので、

教職員の皆様のご指導とご協力の程、よろしくお願い

申し上げます。 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

学位（博士）授与報告           

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
山林 一公 乙第 1581号  （平成 25年 12月 25日） 

Lidocaine protects against myocardial 
ischemia-reperfusion injury in anesthetized rabbits 
(麻酔下ウサギ心筋虚血再灌流モデルを用いたリドカ

インの心筋保護効果） 
田邊 順一 乙第 1582号  （平成 25年 12月 25日） 

Acceleratory Effect of Novel Synthesized 
Collagen-like Peptide from Adiponection on 
Osteoblastic Differentiation (アディポネクチンコラ

ーゲン様ペプチドの骨芽細胞分化促進作用） 
松田 哲史 乙第 1583号  （平成 25年 12月 25日） 

フェニトイン誘発性歯肉増殖症における末梢神経形

態の変化 
木谷 憲輔 乙第 1584号  （平成 25年 12月 25日） 

学童 1 年生時の口腔健康レベル診断と予測性 
三上   豊 乙第 1585号  （平成 25年 12月 25日） 

コラーゲンゲルをスキャホールドとして 3 次元培養

した HMS0014 細胞による硬組織形成 
野村 雄司 乙第 1586号  （平成 25年 12月 25日） 

Effect of Various Materials on Dentin 
Permeability for the Treatment of Dentin 
Hypersensitivity （各種知覚過敏抑制材の象牙細管封

鎖性について） 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成 25 年 秋の叙勲受章者 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
平成25年秋の叙勲において、大阪歯科大学関係者と

して以下の先生方が受章されました。 
 

叙 勲 
専門 30 回 市原 行雄  岐 阜 県  瑞宝双光章 
大学 5 回 小林 敏郎  岡 山 県  旭日小綬章 
大学 7 回 富本 盛弘  沖 縄 県  瑞宝双光章 
大学 8 回 鈴木 一夫  石 川 県  瑞宝双光章 
大学 10 回 飯盛 光朗  長 崎 県  瑞宝双光章 
大学 13 回 野口 洋司  奈 良 県  旭日双光章 
大学 15 回 浅野 佳三  滋 賀 県  旭日双光章 
大学 15 回 平林 正樹  和歌山県  旭日双光章 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
平成 25 年 度医学教育等関係業務 

功労者の表彰（文部科学省主催） 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
平成 25 年 11 月 21 日（木）午後 2 時からホテルフ

ロラシオン青山（東京都港区南青山）にて、表彰式が

挙行され、本学附属病院から上中清隆 薬剤師長が 

平成 25 年度 医学教育等関係業務功労者として表彰

された。 
文部科学省では医学又は歯学に関する教育、研究

若しくは患者診療等の補助的業務に関し、顕著な功労

のあった者に対し表彰を行っている。なお、表彰式で

は表彰状と記念の銀杯が授与された。 
 

 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

第 38 回 病院職員永年勤続表彰 

（社団法人大阪府病院協会主催） 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
平成 25 年 12 月 19 日（木）午後 1 時から大阪府病

院年金会館地階コンベンションルームにて表彰式が挙行

され、本学附属病院から職員 3 名（事務長 東真一郎、

看護師長 福井和枝、看護師主任 入江隆子）が表彰を

受けた。 

大阪府病院協会では、同一病院において永年にわた

り（20 年以上）医療業務に従事し、病院の発展に不断

の努力を払い、協会として表彰に値すると判断される

病院職員に対し永年勤続表彰を行っている。 

 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

第 19 回 SCRP 参加報告 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
平成 25 年 8 月 21 日（水）に開催された SCRP   

（スチューデント・クリニシャン・リサーチ・プログラム）

第 19 回（2013 年）大会は、22 校が参加し、本学から

は、学内選考会で選ばれた三宅真規子さん・中安翔子

さん・和唐薫子さん（いずれも第 5 学年）のグループ

が出場した。惜しくも入賞は逃したが、「カタツムリに

学ぶあたらしい歯科材料のかたち－バイオミメティク

スという考え方－」と題した研究は高い評価を受けた。 
現在、第 20 回（2014 年）大会への出場を目指して

第 2～4 学年の 7 グループが研究を行っており、本学

学生の研究意欲は年々高まっている。 

 
第 19 回（2013 年）大会にて 

左から西田尚敬助教（研究指導協力者）、岡田正弘助教（ファカ

ルティー・アドバイザー）、 和唐薫子さん、三宅真規子さん、中安

翔子さん、藤原眞一教授（SCRP アドバイザー） 
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SCRP （スチューデント・クリニシャン・リサーチ・プログラム） 

国際的歯科医療の発展を担う研究者・教育者・開業医の輩

出を目的として 1959 年に始まり、現在世界 36 カ国において、各

国歯科医師会主催・デンツプライ社後援により実施。 

日本では平成 7 年に歯科大学・歯学部 29 校のうち 4 校が参

加してスタート。参加者は、大学代表としての名誉と研究活動を

行う充実感を味わいながら、全国レベルそして優勝者として国際

レベルでの歯科学生との交流を深めることができる。 

 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

第 45 回 大学祭(楠葉祭)・ 

オープンキャンパス同時開催 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
平成 25 年 11 月 2 日（土）に、今年度第 5 回の    

オープンキャンパスを開催しました。当日は大学祭（楠

葉祭）の 1 日目ということもあって、59 名の方がご参

加くださいました。 
 オープンキャンパスのプログラム終了後には、本学

学生が出店する露店で特製の焼きそばやおしるこを食

べたり、ゲームで遊んだり、ライブをみたりなど、活気

あふれる大学祭の雰囲気も味わってもらえたようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

第 45 回 全日本歯科学生総合体育大会 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
第 45 回「歯学体」は、冬期 

部門が平成 24 年 12 月 25 日～ 
平成 25 年 3 月 17 日に、また 
夏期部門が平成 25 年 8 月 1 日～ 
8 月 12 日に、日本大学歯学部の 
事務主管のもと開催されました。 

本学は、全 26 部門中 20 部門 
にエントリーし、学生諸君の健 
闘の末、総合成績では第 7 位と 
なりました。優勝は前回に続き日本大学歯学部、準優

勝も前回に続き日本大学松戸歯学部でした。 
なお、部門別では、アーチェリーと空手道において

優勝しました。 
 
順位 大学名 得点  順位 大学名 得点 

優勝 日本大学歯学部 217  16位 大阪大学歯学部 37 

準優勝 日本大学松戸歯学部 169  16位 岡山大学歯学部 37 

3位 東京歯科大学 132  18位 岩手医科大学歯学部 35 

4位 愛知学院大学歯学部 127  19位 松本歯科大学 28 

5位 明海大学歯学部 107  20位 日本歯科大学新潟生命歯学部 27 

6位 九州歯科大学 101  21位 北海道大学歯学部 26 

7位 大阪歯科大学 88  22位 神奈川大学歯学部 23 

8位 日本歯科大学生命歯学部 79  23位 九州大学歯学部 18 

9位 東北大学歯学部 62  24位 長崎大学歯学部 13 

10位 鶴見大学歯学部 52  24位 鹿児島大学歯学部 13 

11位 広島大学歯学部 51  26位 徳島大学歯学部 12 

12位 東京医科歯科大学歯学部 49  27位 新潟大学歯学部 8 

12位 福岡歯科大学 49  28位 奥羽大学歯学部 5 

14位 朝日大学歯学部 44  29位 北海道医療大学 - 

15位 昭和大学歯学部 43     

 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

【国際交流】海外協定校学生受入 2013 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
本年度も学術協定校のうち 3 校の学生が本学を訪問

し、それぞれ下記の日程で、特別講義の受講や学内施

設見学、附属病院の診療室や開業歯科医院を見学した。

ウェルカムパーティーでは本学学生も参加し、学生同

士親交を深めた。 
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■南方医科大学口腔医学院 

学生 8 名（男子 5 名・女子 3 名） 

 

 

7 月 24 日（水） 

学長面談 

歯科東洋医学室 特別講義 

附属病院内見学 

ウェルカムパーティー 

7 月 25 日（木） 
松風工場見学 

欠損歯列補綴咬合学講座 特別講義 

7 月 26 日（金） 
歯科保存学講座 特別講義 

診療所見学：蔵前歯科医院 

 

■台北医学大学口腔医学院 

学生 9 名（男子 4 名・女子 5 名） 

 

 

 

7 月 22 日（月） 

附属病院内見学 

歯科矯正学講座 / 小児歯科学講座 

歯科放射線学講座 / 歯周病学講座 

7 月 23 日（火） 

附属病院内見学 

口腔インプラント科/ 

有歯補綴咬合学講座 

7 月 24 日（水） 

学長面談 

歯科東洋医学室 特別講義 

附属病院内見学 

ウェルカムパーティー 

7 月 25 日（木） 
松風工場見学 

欠損歯列補綴咬合学講座 特別講義 

7 月 26 日（金） 
歯科保存学講座 特別講義 

診療所見学：蔵前歯科医院 

 

■シドニー大学歯学部 

 学生 7 名（男子 6 名・女子 1 名） 
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11 月 25 日（月） 

学長面談 

口腔衛生学講座 特別講義 

附属病院内見学 

ウェルカムパーティー 

11 月 26 日（火） 
モリタ工場見学 

小児歯科学講座 特別講義 

11 月 27 日（水） 歯科矯正学講座 特別講義 

11 月 28 日（木） 
欠損歯列補綴咬合学講座 特別講義 

生化学講座 特別講義 

11 月 29 日(金) 診療所見学：江原歯科医院 

12 月 2 日（月） 歯科保存学講座 特別講義 

12 月 3 日（火） 口腔インプラント科 特別講義 

12 月 4 日（水） 歯科放射線学講座 特別講義 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

第 21 回 公開講座(天満橋講座)開催 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 第 21 回大阪歯科大学公開講座（天満橋講座）「最新

医療を学ぶ」が9月7日、14日（ともに土曜）の2 日間、

今春竣工した創立 100 周年記念館 4 階大講義室にて 

開催されました。 
初めての参加者も例年に比べ多く、午前開催にもか

かわらず 9 月 7 日は 209 名、14 日は 172 名のご参加

をいただき、大盛況のうちに終了しました。 
 今回は、質問時間を 30 分程度設け、講師の先生方

には受講者からの質問に丁寧にお答えいただきました。

受講者と講師との距離がより一層縮まり、とても一体

感のある充実した講座となりました。 
 

【講座１】 

「闘わないがん治療：粒子線治療」 

メディポリスがん粒子線治療研究センター 

センター長 菱川 良夫 
 

「粒子線治療」の第一人者としてテレビなど多方面

でご活躍されている メディポリスがん粒子線治療研

究センターの菱川良夫センター長をお招きし、患者さ

んにとって優しい治療と言える「粒子線治療」につい

てお話いただきました。がん治療という深刻な内容に

もかかわらず、菱川先生のお人柄のおかげで、会場は

とても和やかな雰囲気で、時にはユーモアも交えた講

演となりました。 

 
 

【講座２】 

「自分の細胞から組織が甦る 

：再生医療」 

大阪歯科大学 口腔インプラント科 

教授 馬場 俊輔 

 
経済産業省などの再生医療に関する委員会の委員も

担当している、本学口腔インプラント科の馬場俊輔教

授が、 iPS 細胞などで連日紙面をにぎわせている  

「再生医療」をテーマに、歯科医師の目線から再生医

療の可能性やその課題について講演しました。質疑応

答では、受講者の皆様が再生医療を用いた各分野での

治療の可能性に強く期待されていることがうかがえま

した。 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成 25 年度 地方父兄会開催 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成 25 年度の地方父兄会 京滋地区 は、平成 25 年

11 月 4 日（月・振替休日）に、京都市のメルパルク京

都にて行われ、ご父兄 38 名が参加されました。本学

からは、川添理事長･学長、田中教務部長、川合学生部

長をはじめ関係各位が出席し、学内報告などを行い、

引き続き個別面談を実施しました。 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

黄菊会創立 40 周年記念講演会 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
1973 年（昭和 48 年）の創立から 40 周年を迎えた

黄菊会の記念事業と大阪歯科大学創立 100周年記念館

のお披露目も兼ねて、平成 25 年 10 月 27 日（日）12
時 30 分から大阪歯科大学創立 100 周年記念館の 4 階

大講義室において、黄菊会会員をお招きしての記念講

演会が開催された。 
記念講演会は、会員 114 名が集う中、井上太郎黄菊

会副会長の開会の辞に始まり、理事長・学長代理とし

て諏訪副学長からの挨拶、黄菊会 辻井純弘会長の挨拶

に続き、高齢者歯科学講座 小正主任教授による講演が

行われた。 
「－歯の大切さを学ぼう－“お口を健康に、そして

元気な老後へ”」をテーマに、高齢者のための口腔ケア

と入れ歯のお手入れについて、また、全身の健康を守

るために、お口の健康が如何に大切かについてお話さ

れ、とても解り易い講演であった。 
最後に、井上太郎副会長の閉会の辞により、和やか

な内に、黄菊会創立 40 周年記念講演会は終了した。 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成 25 年度 実験動物慰霊祭 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
平成 25 年 11 月 22 日（金）午後１時 30 分、実験動

物慰霊祭が牧野学舎動物塚にて執り行われました。 
少し肌寒さを感じる晩秋の空の下、落葉に飾られた

牧陵の丘に多くの教職員・大学院生・学部生が参列し、

清岸寺導師の読経が響く中、慰霊祭が始まりました。 
川添堯彬学長の代表焼香に続いて教職員、大学院生、

学部生が焼香を行い、歯科医学教育・研究の発展のた

めに犠牲となった動物たちの尊い生命に感謝の意が捧

げられました。 
最後に川添学長より、身を捧げた動物達の冥福を祈

る慰霊の辞が述べられ、参加者一同、改めて冥福を祈

りました。 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成 25 年度 自衛消防訓練 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
楠葉学舎では、今回はじめて学生（第 3 学年）が参

加し、11 月 29 日（金）午後 4 時から、地震を想定し

た避難訓練を含む防災・防火総合訓練を実施した。 
 内容は、「午後 4 時に南海沖にて震度 6 強の地震が

発生した」との設定で、緊急地震速報を想定した避難

訓練を行い、また、地震によって発生した火災（出火

場所は食堂）も想定し、各部局等で組織する自衛消防

隊を中心に、避難誘導、安否確認、傷病者搬送、初期

消火訓練として水消火器による消火訓練、屋内消火栓

を用いた放水訓練等を行うとともに、防災センターで

は消防署への通報、施設点検の訓練等を行った。 
 天満橋学舎では、11 月 18 日（月）に夜間の火災を

想定した訓練、12 月 13 日（金）午後 4 時から自衛消

防訓練を実施した。 
 牧野学舎では、12 月 3 日（火）午後 4 時から、噴水

前グランドにて自衛消防訓練を実施した。 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成 25 年度 教職員忘年慰労会 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
12 月 27 日（金）午後 3 時から、恒例の教職員忘年

慰労会が附属病院本館 14 階「プラザフォーティーン」

で開催され、140 名を超える教職員が参加しました。 
川添理事長・学長から開会の挨拶があり、続いて  

下村常務理事の乾杯の音頭により忘年慰労会がスター

トしました。 
しばらく歓談のときが流れ、お楽しみ抽選会では、

理事長賞（旅行券）が歯科衛生士専門学校の大西さん、

学長賞（商品券）が技工士の堀内さん、図書カードが

小正教授ほか 3 名の教職員に贈られました。 
最後に、田中常務理事からの閉会の言葉で、1 年の

様々な感慨とともに、すばらしい 1 年の締めくくりと

なりました。 
 

 

 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

枚方市 子ども大学探検隊 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

「子ども大学探検隊」は学園都市ひらかた推進協議

会の事業の一環で「子どもたちが大学に親しみ、夢を

育むきっかけをつくる」ための取り組みとして、平成

16 年度よりスタートしました。 
今回は平成 25 年 11 月 3（日）、大学祭開催中の楠葉学

舎に小学生 34 名とその保護者が訪れ、学生スタッフが

この日のために準備したプログラムに参加しました。 
学生スタッフ 20 名は、企画から準備、当日の受付、

プログラムの講義や実習、クイズラリーなどの運営をす

べて自分たちの手で行い、全体のコーディネートは藤原

眞一教授（化学教室）と、ワークショップデザイナーの

資格を持つ大学院課の東尾麻由さんが務めました。学生

スタッフは企画運営力、コミュニケーション力、プレゼ

ンテーション力など、あらゆる能力や知識が試されるイ

ベントでしたが、アンケートでは小学生全員から「良か

った」という回答をもらうことができ、大成功のうちに

無事終了することができました。 

 

■小学生の感想 
・骨や体のしくみを教えてくれた大学生の説明がわか

りやすかった。来年もきます。 
・ いい歯科医師になって患者さんを喜ばせてください。 

■学生スタッフの感想 
・コミュニケーション能力が上がると感じた。先輩方

のようにうまく子どもに伝えたいと思った。 
・このような学校の企画にもっと関わって人を楽しま

せたい。 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ひらかた市民大学 2013 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

平成 25 年 11 月 16 日（土）、本学楠葉学舎の大学院

講義室にて「ひらかた市民大学 2013」（市内 6 大学と

の連携による講座）が開催され、口腔インプラント科

の馬場俊輔 教授が「これで安心インプラント治療」を 

テーマに講演を行いました。 
 講演では、はじめに歯の仕組みや役割について解説

し、次に今回の主題であるインプラント治療のメリッ

ト・デメリット、また実際の治療の流れについて、と

ても解り易く丁寧に説明しました。 
 

 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

第 3 回 臨床ゲノム医療学会 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

第 3 回臨床ゲノム医療学会 
大阪大会が下記の通り行われ、

本学 口腔病理学講座の田中昭

男教授が「歯周病の概念：過去、

現在、未来」というテーマで、

臨床ゲノムにおける歯科医療の

可能性について講演を行った。 
本学においても臨床ゲノム

研究を推進していることから、臨床ゲノム医療学会の

理念・目的に強く賛同し、学内にて参加者を募ったと

ころ、50 名を超える参加があった。 
 

【日 時】 平成 25 年 11 月 23 日（土・祝） 
9：30～16：30 

【会 場】 大阪大学微生物病研究所 谷口記念講堂 
【テーマ】 臨床ゲノムの進展と将来性 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DOORS 参加報告 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 

はじめまして！私たちは「Comp-us（コンパス）」

という、大歯大の有志学生が集まって活動している団

体のメンバーです。「人生のための地図作り」を目的と

して、自分たちが能動的に楽しみながら成長できるよ

うになろう！という熱意と志を胸に、さまざまな活動

を行っています。 
文化祭で歯ブラシを販売し、その売上金を南三陸町

へ寄付したり、学生食堂を借り切ってクリスマスコン

サートを主催するなど、Comp-us メンバーだけでなく、

周りの学生も巻き込んで、大学全体そして社会全体が

活性化するような企画を出し合い、実行しています。 
学外では医療系他大学の学生とも積極的に交流し、

社会とつながり、医療の現場に出る際に役立てたいと

考えています。 
 

Comp-us はこの夏、「インターナショナルワークシ

ョップフェスティバル DOORS（以下、DOORS）」と

いう大阪市が主催するイベントに出場しました。 
来場されたお客さんは、参加費 500 円で、会場内で

開講されているさまざまな体験型講座に参加し、気軽

に楽しむことができます。 
 
私たちは「知って得する世界の歯の秘密！」をテー

マに、歯科における世界と日本の違いを楽しく学べる

クイズを出題したり、専門機器を使用して噛み合わせ

チェックを行ったり、実際に歯ブラシを手に歯磨きチ

ェックを行うなど、日常にも役立つ歯科のノウハウを

参加者のみなさんに体験してもらいました。 
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この DOORS への出場のために、私たちは約 3 カ月

半前から計画を立て、準備を進めてきました。まだ歯

科医師免許を持たない私たち学生にできることには制

約がありますが、その中で動けることを模索し、工夫

を重ねました。学外のイベントに出場することも初め

てで、その過程ではいろいろな壁にぶつかり、苦戦す

ることもしばしばでした。それでもメンバー全員でア

イデアを出し合い、力を合わせて、無事にイベントを

終えることができたときには、その苦労以上の達成感

を得ることができ、とても有意義な時間となりました。 
また、準備段階からイベント当日に至るまで、先生

方や先輩・後輩など、たくさんの人々から支援や助言

をいただき、それが私たちの大きな支えとなりました。

協力してくださったみなさま、本当にありがとうござ

いました。 
 

2014 年は学年の垣根を越えて大学全体での交流会

や、枚方市にキャンパスをもつ五大学との交流など、

大学内外の学生同士で互いに刺激しあえる企画を行う

予定です。 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

人  事 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
教員採用   

薬理学講座 講師 西浦 弘志 
歯科法医学室 助教 大草 亘孝 

 以上 H.25.10.1 付 
   

昇  任   
障がい者歯科 専任教授 中嶋 正博 

  H.25.8.1 付 
中央歯学研究所 講師 本田 義知 

  H.25.10.1 付 
   
再任用   

生理学講座 講師 平野 俊一朗 
  H.25.10.1 付 
   
職員採用   

病院事務部 事務部長 齊藤 広志 
  H.25.9.1 付 

附属病院 看護師 坂口 清子 
  H.25.10.1 付 
   
昇  進   

歯科衛生士専門学校 助教員 大西  愛 
  H.25.10.1 付 
兼  務   

口腔外科学第二講座 専任教授 中嶋 正博 
  H.25.8.1 付 
   
依願退職   

医事課 主任 政次 弥生 
  H.25.8.31 付 

解剖学講座 助教 前田 光代 
附属病院 看護師 田井 佳子 

 以上 H.25.9.30 付 
附属病院 看護師 倉本 瑠美 

  H.25.12.31 付 
   
任期満了退職   

薬理学講座 講師 戸田 雅裕 
  H.25.9.30 付 
   
委  嘱   

学校法人大阪歯科大学財務企画委員会 
病院の運営に関する事項部会部会員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
業者登録選考委員会委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
環境管理委員会委員  齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
枚方資料センター管理運営委員会委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
学校法人大阪歯科大学省エネルギー  
推進委員会委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
予算委員会委員  齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
人事委員会委員  齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
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自己点検運営委員会委員 齊藤 広志 
  H.25.9.26 付 
自己点検実施委員会（病院部門）委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
自己点検実施委員会編集委員 亀井  崇 

  髙須  聡 
 以上 H.25.12.27 付 

ODU ウェルネス・ホール  
管理運営委員会委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
人権啓発推進委員会委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
個人情報保護委員会委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
個人情報保護委員会病院部門  
委員会委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
個人情報保護委員会事務部門  
委員会委員 齊藤 広志 

  H.25.9.26 付 
 大阪歯科大学附属病院財務  

改善検討委員会委員 齊藤 広志 
  H.25.9.26 付 

附属病院経営改善委員会委員 齊藤 広志 
  H.25.9.26 付 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

寄  贈 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 下記の寄贈を受けましたので報告いたします。寄贈

いただいた各位に心より感謝いたします。 
 
・大阪歯科医学専門学校 32 回卒業生 野村 靖夫氏 

大阪歯科医学専門学校角帽（女子学生用）及び徽章 
＊専門 32 回 故 野村（旧姓 大岩）弥生様 遺品 

平成 25 年 8 月 12 日寄贈 
 
 

4 号館 2 階 

歯科医学の歴史的 

資料展示室に展示 

 
・大阪歯科大学第 41 回卒業生（世一会） 

卒業 20 周年を記念して 
学術研究奨励基金として 300,000 円也 

平成 25 年 11 月 23 日寄贈 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

お詫びと訂正 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 広報第 168 号の「平成 24 年度事業報告」の記事（p.23）
で、学年指導教授 4 年・松本尚之は有田憲司の、同 6
年・岡崎定司は林宏行の誤りでした。お詫びして訂正

いたします。 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

あとがき 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 前回に続き学食取材の第２弾です。今回は牧野学舎

の学生食堂に、お昼の風景を取材しに行ってきました。 
牧野の学食は、1967年の夏に行われた学舎内施設の

一部整備事業の際に新築され、以来今日に至るまで変

わることなく、学生さんたちの憩いの場として在り続

けています。食堂のテーブルは、椅子が机に固定され

たタイプの、今ではあまり見かけることのない珍しい

もので、緑に囲まれ明るい光に満ちた食堂内にレトロ

な雰囲気をつくりだしています。 
 
４月のリニューアルでは、日替わり弁当やサラダ、

サンドイッチなどを販売する売店をオープンし、厨房

では丼ぶり、麺類、カレーなど温かいメニューの提供を

始めました。主な利用者は、敷地内にキャンパスのあ

る大阪歯科大学歯科衛生士専門学校と歯科技工士専門

学校の学生さんたちです。お昼休みのチャイムが鳴る

と、授業を終えた学生さんたちが、続々と食堂に集ま

ってきて、売店と厨房はたちまち大賑わいになります。 
カレーはセルフで、時にはサラダのサービスがつく

ことも。日替わり弁当はおかずのバランスもよく、売

店には定番商品のほかに新商品もこまめに入荷してい

て、女子学生が好みそうなものがきれいにディスプレ

イされています。 
美味しいご飯とおしゃべりしながらの楽しいランチ

タイムで、午後からの授業もがんばれそうですね！ 
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47 年前から変わらない風景。 

ここは、学生さんのお昼時間の憩いの場所 
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