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総合歯科学分野

・沿革
平成 8 年に歯科医師法改正の下，1 年以上の努力義務

規定の歯科医師臨床研修が法制化され，さらに，平成 12
年の歯科医師法の一部改正で，平成 18 年から歯科医師
臨床研修制度が必修化されることとなった。
これに合わせ，必修化 2 年前の平成 16 年 4 月に研修

歯科医の指導を専任で担当するために，日本大学歯学部
付属歯科病院研修診療部卒直後研修科が新たに発足し
た。それにともない，専任教員として升谷滋行（科長），
内田博文（医局長），片山一郎，笠茂幸嗣が選出された。
その 4 名が中心となり研修必修化の準備に取り組み，研
修プログラムの立案，臨床研修要項作成および研修評価
の検討などを行った。
平成 17 年 5 月より歯科保存学第Ⅱ講座から紙本　篤，

口腔外科学講座から原田大輔が新たに加わり，平成 17
年 9 月に歯学部付属歯科病院の学部教育・卒後研修プロ
グラム「離島歯科診療の支援基盤となる卒後臨床研修」が
文部科学省の「地域医療等社会的ニーズに対応した医療
人教育支援プログラム（医療人 GP）」に採択された。
平成 18 年に歯科補綴学第Ⅱ講座の石上友彦教授が研

修診療部部長および卒後教育担当に就任し，歯科医師臨
床研修が本格的に開始された。さらに，指導の充実を図
るために歯科保存学第Ⅲ講座から関　啓介，口腔外科学
講座から椎名智子が加わり，専任教員 7 名の指導体制に
なった。初年度の研修歯科医は 131 名で，「臨床研修施設
群方式」を採用し，前教育 2 か月，専門診療科のローテ
ンション研修 3 か月，研修診療部での総合診療 3 か月，
協力型研修施設研修 3 か月，アドバンス研修 1 か月で構
成されていた。同年度より医療人 GP の一環として研修
歯科医の離島診療派遣が始まり，研修歯科医は式根島，
利島，新島，神津島で 1 週間離島診療に従事し，各専門
診療科の指導歯科医とともに一般歯科診療や乳幼児健
診，歯周病検診，講演活動などにも携わっている。平成
18 年度には 84 名の研修歯科医が，現在まで 11 年間継続
して延べ 500 名の研修歯科医が派遣された。
平成 20 年度に原田，内田が退職，兼任講師となり，

10 月より歯科補綴学第Ⅰ講座から河越邦子，平成 21 年
度からは歯科補綴学第Ⅲ講座から橋口亜希子が加わり，
既存のプログラムに加え，管理型研修施設・協力型研修

施設でそれぞれ 6 か月総合診療を行うプログラムが開始
した。
平成 24 年 4 月に研修診療部部長に摂食機能療法学講
座の植田耕一郎教授が，卒後教育担当に細菌学講座の落
合邦康教授が就任し，歯科補綴学第Ⅲ講座から古地美佳
が加わり，升谷と橋口が異動，総合診療科は紙本（科長），
片山，古地，関，椎名，河越の体制となった。
平成 25 年度より歯学部では総合歯科学分野，付属歯
科病院内では総合診療部総合診療科と名称が変更され
た。また，研修プログラムを見直し，2 つの新プログラ
ムとした。プログラム 1 は臨床研修施設群方式で初期研
修 1 か月，協力型研修 8 か月，管理型施設での総合診療
もしくは専門診療研修 3 か月となった。プログラム 2 は
管理型研修施設のみの単独型研修で，初期研修 1 か月，
総合診療と専門診療研修をあわせて 11 か月となった。8
月より竹内義真が加わった。
平成 26 年 9 月，総合診療部部長および卒後教育担当
に石上教授が再度就任した。
平成 28 年度から升谷が加わり，現在は科長以下 6 名
で医局の運営に当たっている。

・教育について
平成 18 年の歯科医師臨床研修制度開始に伴い，日本
大学歯学部付属歯科病院でも臨床研修プログラムが開始
した。臨床研修プログラムは，平成 18 年度から平成 24
年度までは管理型施設である当歯科病院における研修
と，協力型施設における研修を組み合わせた群方式で
あった。協力型施設とは，厚生労働省の指定を受けた病
院または診療所であり，当歯科病院のプログラムに参加
する協力型施設は初年度の平成 18 年度には 63 施設で
あった。研修歯科医はこの中から希望する施設を選択し，
3 か月間の研修を受け，それ以外の期間は管理型施設で
研修を受けた。平成 21 年度からは，協力型施設におけ
る研修を 6 か月としたプログラムを加え，プログラムは
2 種類となった。平成 25 年度にプログラムを刷新し，プ
ログラム 1 は 8 か月間の協力型研修，4 か月間の管理型
施設における研修の群方式とし，プログラム 2 は通年で
管理型施設研修を行う単独方式となった。
総合歯科学分野の教員は，一般財団法人歯科医療振興
財団が主催するプログラム責任者講習会，指導医全身管
理講習会，指導医医療情報講習会，研修管理委員会・委
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員長研修（特定研修）などを受講し，安全で円滑な臨床研
修運営について学び，プログラムの立案や研修指導にあ
たってきた。さらに，安心・安全な医療を提供できる歯
科医師の育成のために必須である指導歯科医の資質向上
を目指し，日本コーチ連盟の協力による本学主催の研修
指導者コーチングプログラム，日本大学インテーカー認
定講習会，東京大学生命医療倫理教育センター
（UT-CBEL）主催　患者相談・臨床倫理コンサルテーショ
ンコース，国際医療マネージメント学会主催の歯科医療
安全教育セミナー等を受講し，それらの知識と経験を生
かして日々の研修歯科医指導を行っている。教員は歯学
部卒業後，それぞれ保存，補綴，口腔外科のいずれかの
講座で研鑽を積んだ後に当科へ異動してきたため，専門
の分野も所属する学会も多岐にわたる。現在は，日本歯
周病学会指導医および専門医，日本補綴歯科学会指導医
および専門医，日本歯科保存学会専門医，日本老年歯科
医学会専門医および認定医，日本口腔インプラント学会
専門医，日本接着歯学会認定医，日本総合歯科学会指導
医および認定医，日本歯科医療管理学会認定医，日本
ICD 制度協議会 ICD を教員が有している。また歯周病学
会および総合歯科学会の認定研修施設となっている。ま
た，歯科医師臨床研修指導歯科医講習会を毎年開催し，
指導歯科医を目指す受講者に対して教育指導，教育評価
に関する講習会を実施し，指導歯科医の資質向上を図っ
ている。
歯科医師臨床研修については，毎年 100 名前後の臨床

研修歯科医を指導している。管理型施設における研修は，
研修歯科医が初診時の問診から終診まで患者を担当する
総合診療研修と各専門診療科において専門診療を学ぶ専
門診療部研修とがある。総合診療研修では，我々が指導
歯科医として患者，研修歯科医ごとにチームを構成し，
診療の事前打ち合わせから当日の臨床の指導，カルテ記
載，診療後のフィードバックを行っている。また，専門
診療科の指導歯科医を招いてカンファレンスを定期的に
開催し，研修歯科医に発表，ディスカッションの機会を
与えている。協力型施設については，平成 28 年度の登
録は北海道から沖縄まで 175 施設と多数で，群方式のプ
ログラムの研修歯科医は各自の希望する施設において研
修できるようになっている。この他に，希望者の中から
選抜された研修歯科医は，離島研修や保健所研修を受け
ることができる。これまでに，日本大学歯学部付属歯科
病院において臨床研修を修了した者は 990 名を超え，指
導歯科医の資格を取得し臨床研修の指導に当たっている
者や，診療所を開設して地域の歯科医療に貢献している
者など各方面で活躍している。

・研究について
総合歯科学分野の研究内容は，一般的な歯科臨床のな

かでもとりわけ研修診療にかかわる事項を対象としてき
た。具体的には，臨床研修歯科医にとって効果的な研修
プログラムの開発や評価方法の検討など，ポストグラ
デュエート教育をいかに充実させられるかの模索を行っ
てきた。
問題志向型システム（Problem Oriented System：

POS）は，患者の抱える心身両面の問題を抽出し処置方
針を決定していく診療体系であり，研修歯科医はまずこ
の考えを徹底的に身に付ける必要があるが，このような
POS 型カルテ記載方法などに関しての教授効果について
検討した。また，代表的な形成的評価方法であるポート
フォリオ評価の採用に関連して，研修歯科医自身による
振り返りのさまざまな評価方法（Significant Event 
Analysis：SEA や Mini-Clinical Evaluation Exercise：
Mini-CEX）を検討した。
平成 17 年度には，文部科学省による地域医療等社会
的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム
（医療人 GP）に「離島歯科診療の支援基盤となる卒後臨床
研修」が採択され，離島での臨床研修プログラムや遠隔
医療システムといった題目に関して多くの研究発表を
行った。この成果報告として，島しょ地域医療研修に関
する一般市民を対象としたシンポジウムを平成 19 年度，
平成 20 年度の 2 回にわたって日本大学歯学部・日本大
学歯学部付属歯科病院，医療人 GP プロジェクト推進委
員会主催により東京国際フォーラムで開催した。また，
研修歯科医の精神衛生に関する指導法についての検討も
なされた。
一方，当科の研究指導の特色として，研修歯科医自身
による研究発表があげられる。日本総合歯科学会は，わ
が国の包括的総合歯科医療を発展・普及することを通し
て，国民の健康増進に寄与することを目的として誕生し
た新しい学会であるが，この学会理事である紙本科長，
升谷は，前身の日本総合歯科協議会のころより，研修歯
科医による研究・症例発表を精力的に推進してきた。現
在までに毎年度，通算 15 演題が発表され，そのなかで
も平成 23 年度と平成 26 年度に各 1 題が優秀研究発表賞
を受賞し，当科の指導方針が高く評価されたことを示し
た。
近年は，新しい臨床研修プログラムの開発や，経験し
た症例数実態調査の評価および分析，臨床研修修了後の
キャリア形成，研修歯科医自身が企画したワークショッ
プなどに焦点をあて，日本歯科医学教育学会での論文発
表や，日本歯科医学会，国際歯科研究学会（IADR）の大
会における口演発表を行っている。
当科における構成員の所属学会が多方面にわたること
は前述したが，総合歯科学の名のとおり研究方面も多岐
にわたり，今後の研究は臨床面だけではなく基礎医学，
教育学，社会歯科学方面にも展開する予定で，所属教員
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は目下一丸となって研鑽を積んでいる。

・その他（人事関係）
現在の総合歯科学分野は，紙本　篤准教授，升谷滋行

准教授（診療教授），古地美佳専任講師，関　啓介専任講
師，河越邦子助教，竹内義真助教の 6 名で構成されてお
り，付属歯科病院では，総合診療科として，臨床実習・
臨床研修の臨床指導にあたっている。

第 1 図　総合診療部（平成 28 年 9 月 12 日撮影）

歯科麻酔学講座

・昭和 54 年以降の沿革
日本大学歯学部歯科麻酔学講座は，平成元年 1 月 19

日の教授会（西連寺永康学部長）において設立が正式決定
したことに始まる。開設は平成元年 4 月 1 日付けである。
日本の歯学部における歯科麻酔科，歯科麻酔学講座は，

昭和 39 年に東京医科歯科大学歯学部に講座が創設され
たのが最初で，その後は昭和 43 年に神奈川歯科大学と
東京歯科大学に，昭和 47 年に日本大学松戸歯学部（谷津
三雄教授）に設立された。その後も順次各歯科大学（歯学
部）に設立され，その設置数は昭和 63 年には全国歯科大
学 29 校中の 19 校に達している。本学部では，その間，
臨床，研究そして教育の観点から歯科麻酔学講座設立の
必要性が高まっていた。そのために昭和 59 年に口腔外
科学講座所属の見﨑　徹を私学研修員として 2 年間東京
医科歯科大学に歯科麻酔研修に派遣し，また昭和 62 年
からは駿河台日大病院麻酔科での研修を重ねさせ，設立
に備えた。
平成元年の講座設立時は口腔外科学教室第二講座の佐

藤　廣助教授を主任とし，千葉大学医学部歯科口腔外科
学教室に在職していた京田直人，さらに東京医科歯科大
学歯学部歯科麻酔学講座から母校に戻った高田耕司に見
﨑を含めた計 4 名で発足した。教授室および医局・研究

室は歯学部 1 号館 2 階の南側に設置された。
歯科麻酔学講座設立後の最初の全身麻酔は，設立から
6 日目の平成元年 4 月 6 日であった。同年 7 月より，高
田は駿河台日大病院麻酔科での医科麻酔研修（6 ヶ月間）
を開始している。
平成 2 年 4 月 1 日，金山利吉が初代歯科麻酔学講座教
授として着任した。金山教授は，昭和 30 年に日本大学
医学部を卒業後，昭和 31 年に日本大学医学部第 1 外科
学講座助手になった。その後，昭和 39 年 1 月に駿河台
日本大学病院麻酔科に移り，昭和 43 年 9 月に同医学部
講師，同 47 年 10 月に専任講師，同 51 年 8 月には駿河
台日本大学病院手術室長を兼務していた。日本大学歯学
部では，昭和 55 年 10 月より口腔外科の兼任講師となっ
ていた。その後 5 年にわたり第 5，6 学年の講義を担当
している。昭和 59 年 4 月より山梨県上野原町立病院院
長であったが，同病院長を退任して就任した。
金山教授の就任と時を同じくして，吉田幸弘および前
田昌彦が入局した。吉田は同年 7 月から 4 ヶ月間日本大
学医学部麻酔科で，また見﨑専任講師は同年 12 月より
国立がんセンターでの医科麻酔研修を開始した。吉田は
平成 5 年から平成 10 年まで助手として在学し，平成 8
年 11 月に学位を取得している。その後平成 10 年 10 月
に相模原で開業し，現在は相模原歯科医師会理事として
活躍している。
平成 3 年 4 月，歯科麻酔学講座の大学院生第 1 号とな
る村井為敦が入局した。村井は大学院在学中の平成 6 年
6 月，ロバート・F・ケネディ奨学金を授与され，平成 7
年 3 月に学位を「Midazolam および Clonidine がラット
側坐核 Dopamine 遊離に及ぼす影響 －マイクロダイア
リシス法による検討－」というテーマで取得している。
同年 11 月，旭川にてハート歯科クリニックを開業し，
現在は道北口腔保健センター運営委員として活躍してい
る。また京田が講師（専任扱い）に昇格し，同年 9 月には
日本歯科麻酔学会歯科麻酔認定医を取得した。さらに中
村　卓が駿河台日大病院麻酔科より移籍して助手として
入局した。中村は 1 年 3 ヶ月間歯科麻酔科に在籍し，現
在は池袋にある関野病院にて麻酔科部長として活躍して
いる。同年 10 月には，見﨑が助教授に昇格した（第 1 図）。
平成 4 年 4 月，岡　俊一が東京医科歯科大学から，ま
た同年 7 月，金丸哲也が駿河台日大病院より助手として
入局した。同時に國松輝仁が入局した。金丸は翌年，日
本麻酔科学会総会・学術大会において「麻酔薬の体性交感
神経反射電位に及ぼす影響～セボフルレンについて～」で
山村記念賞を受賞した。現在は聖隷三方原病院で麻酔科
医長となっている。國松は後に助手になり，平成 12 年
には米国コロンビア大学に留学し，平成 16 年に神奈川
歯科大学歯科麻酔学講座に専任講師として移籍した。現
在，八王子で歯科クリニックを開業している。平成 4 年
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7 月には第 70 回 IADR が英国で開催され，日本大学歯学
部歯科麻酔学講座としては初めて国際学会での発表を
行った。また同年 8 月，高田が学位を取得し，その 1 ヶ
月後には吉田が歯科麻酔認定医を取得した。
平成 5 年 2 月，高田は日本大学海外派遣研究員として

ロンドン大学精神医学研究 Department of Neuroscience
に 1 年間留学した。同年 4 月，澤田　栄が入局した。ま
た京田が専任講師に昇格している。京田は平成 12 年 12
月に大学を退職し，函館で京田歯科を継ぎ，現在，北海
道障がい者歯科医療協力医として地域の活動に勤しみな
がら，日本大学歯学部兼任講師を兼務している。同年第
10 回関東臨床歯科麻酔懇話会を主催した。
平成 6 年 2 月には，岡が日本大学歯学部としては初め

て沖縄県重度心身障害者全身麻酔下歯科治療事業に参加
した。これは厚生労働省，沖縄県歯科医師会，日本歯科
麻酔学会が毎年行っている共同事業であり，約 1 ヶ月間，
全身麻酔を 28 例ほど実施している。またこの年は，兼
松宏太，九州大学出身の島本智恵が入局した。島本は平
成 7 年より 4 年間助手として勤務した。
同年 11 月より岡が米国ワシントン州にあるワシント

ン大学医学部に 2 年間留学した。ワシントン大学では，
国際疼痛学会創立者である Prof. John Bonica とその愛
弟子である Prof. Chris R.Chapman の下，瞳孔反応を用
いた痛みの研究に専心した。
平成 7 年，小出茂代，野村洋文が入局している。また

翌平成 8 年には川島輝昭，金　博和，廣瀬倫也が入局し
た。金は平成 10 年から同 19 年 3 月まで助手，その後は
平成 25 年 3 月まで助教として在籍し，臨床，研究およ
び教育に勤しんだ。また廣瀬は，大学院修了後の平成 15
年から同 17 年 5 月まで助手として在籍し，その後は日
本大学医学部に移籍して麻酔科で助手として勤務してい
る。
平成 9 年には坂元麻耶が，翌 10 年には木ノ内成効，

布佐公一，山﨑陽子が入局した。山﨑は平成 15 年に助

手になり，平成 18 年には東京医科歯科大学歯学部附属
歯科病院ペインクリニック科に移籍し，現在も助教とし
て活躍している。
平成 11 年 4 月，鈴木正敏が入局した。鈴木は翌 12 年，

日本大学歯学部助手になり，その後，平成 17 年 4 月に
助手として松戸歯学部歯科麻酔学講座に移籍している。
現在は助教として，臨床・教育・研究に勤しんでいる。
平成 12 年，井坂友美，佐々木康一，坪井栄達，松﨑　
哲が入局した。松﨑は平成 16 年に学位を取得後，平成
18 年に埼玉県北本市で開業し，現在日本障害者歯科学会
指導医，代議員および日本大学歯学部同窓会常任理事と
なっている（第 2 図）。
平成 13 年 4 月，内田琢也，高橋一郎，南波香織が，
翌 14 年には小川洋二郎，中澤　洋，山口顕広が入局した。
小川は日本大学医学部社会医学講座衛生学分野で研究
し，平成 18 年 3 月に学位を取得した。その後，同講座
に移籍し，平成 28 年 4 月には医学部社会医学講座衛生
学分野の准教授に昇格し，歯科麻酔学講座では兼担准教
授として臨床業務ならびに学部教育（実習）に協力してい
る。
平成 15 年，大井良之が歯科麻酔学講座教授として赴
任した。大井は日本医科大学麻酔学講座からの赴任であ
る。「各種輸液のショック蘇生効率 ; 上腸管膜動脈遮断
ショックを対象として」を学位テーマとし，小川　龍麻
酔科教授の下，平成 7 年より同 15 年 3 月まで日本医科
大学麻酔学講座の講師をしていた。
同年 4 月，久保田伊柄子，一杉　岳が大学院生として
入局，翌年には岩永知大，斎藤敏之，清水　亨，正田絵美，
渡邊互子が入局した。斎藤はその後，愛知医科大学解剖
学講座の准教授に昇格した。
平成 17 年 2 月，見﨑助教授は関東労災病院麻酔科に 2

年間出向した。同年には，鈴木素野，藤田秀彦が入局し
ている。この年，歯科麻酔科の医局が歯学部 2 号館（歯
科病院）5 階に移動し，同時に教授室は同 6 階に移動した。
平成 19 年 4 月，岩渕知恵，北山稔恭，小柳裕子，関

第 1 図　平成 3 年　歯科麻酔学講座集合写真 第 2 図　平成 12 年　歯科麻酔学講座集合写真
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野麗子，宮本真紀子をはじめ計 8 名が，大学院生あるい
は社会人大学院生として入局した。このうち北山，小柳，
関野は現在，助教として歯科麻酔学講座の中枢を担って
いる。またこの年，見﨑は准教授となり 2 月に歯科麻酔
学講座に復職した。同年 10 月に歯科麻酔科診療科長に
就任し，平成 28 年 3 月まで大井教授とともに歯科麻酔
学講座運営の中心的役割を果たした。この間，日本歯科
麻酔学会評議員，指導医，同専門医，同認定医のほか，
日本有病者歯科医療学会理事，また日本老年歯科医学会，
日本障害者歯科医療学会，日本歯科心身医学会など，各
種学会の理事，評議員，各種委員会委員長・委員など多
くの役職につき，活発に学会活動を行った。
平成 21 年 4 月，里見ひとみ，鈴木玲子，田子智晴，

中西穂波が入局した。里見は現在，歯科麻酔学講座専修
医であり，田子は平成 28 年 4 月より日本大学医学部社
会医学講座衛生学部門に移籍した。
平成 22 年 4 月，石井宏卓が入局した。また平成 23 年

には，岡が准教授に昇格した。さらに森　貴広が入局し
た。森は現在，会津中央病院歯科口腔外科に勤務してい
る。
平成 25 年 4 月，横田英子，坂田　旬，翌年には岩田

茉里奈，島﨑律子が入局した。岩田および島﨑は平成 28
年度より臨時専修医となり， 8 月には日本歯科麻酔学会
認定医を取得した。平成 27 年 4 月には，金子啓介，金
子裕美，玉内雅偉，杉本　諭が入局した。 
平成 28 年 4 月，臼井　緑，新渡未樹，鈴木章子，横

山伸夫が入局した。また同年 3 月末の見﨑の定年退職に
伴い，岡が歯科麻酔科科長となった。岡は日本歯科麻酔
学会歯科麻酔指導医であり，また同学会評議員，指導施
設委員会委員，認定医審査委員会委員および日本有病者
歯科医料学会代議員として学会活動を活発に行ってい
る。また，小柳が米国コーネル大学医学部麻酔学講座
Hemmings 教授の下に 2 年間の予定で留学した。 

・教育について
平成元年の歯科麻酔学講座設立初年度より，第 4 ～6

学年の講義，第 5 学年の実習を見﨑を中心に開始した。
平成 5 年には歯学部学則が変更され，学校教育法の改正
と大学設置基準の改正に伴う新カリキュラムが導入され
た。また平成 8 年から 9 年にかけて，新カリキュラムに
沿った改革と移行が行われた。
歯科麻酔学関連として，第 4，5 学年を中心に，歯科

麻酔学，高齢者歯科学，臨床歯科学演習などを行ってき
た。平成 28 年度は，第 3 学年で炎症と臨床検査，第 4
学年に歯科麻酔学各論，薬理学実習Ⅱ，口腔診断学・有
病者歯科学，診査診断学実習等，第 5 学年では POS 型
医療の構築，臨床推論の構築，臨床実習，さらに第 6 学
年では歯科臨床の展開等，4 学年にわたり講義，演習，

実習を大井，岡を中心に行っている。

・研究について
金山教授は，歯科麻酔学講座が黎明期ということもあ
り，医局員と積極的に勉強会を開き，様々な分野に興味
を持つよう医局員を指導した。そして，当初より歯学部
薬理学講座と連携，医局員を出向させ共同研究を行った。
高田，吉田両医局員をはじめ，大学院生として村井，小出，
布佐，松崎，内田，高橋等が各々学位を取得している。
いずれの研究も，歯科麻酔学のみならず，薬理学の発展
に貢献した。
大井教授は，輸液，微小循環の専門家であり，従来の
薬理学だけではなく，輸液，循環，そして麻酔に関連す
る痛みなど，麻酔学および生理学にも研究テーマを広げ
た。歯科麻酔学講座では，輸液，循環テーマで一杉，鈴
木素野，薬理学講座では小柳，関野，北山らが，そして
生理学講座では，久保田，正田，宮本が各々学位を取得
している。
現在は，主に薬理学講座と歯科麻酔学講座で研究を
行っている。薬理学講座で行っている麻酔関連研究は，
2 つのテーマの基礎研究に分けられる。1 つは，プロポ
フォール等静脈麻酔薬の大脳皮質における麻酔作用機序
の解明である。当講座では，小柳を中心に，その成果を
Anesthesiology 誌等に掲載し，また国際学会では米国麻
酔科学会議，麻酔と意識国際シンポジウム（MAA9），お
よび北米神経科学会議 2015（SfN2015）等で研究成果を発
表している。
もう 1 つのテーマは，麻薬の大脳皮質における鎮痛作
用機序の解明であり，本研究は横田を中心に行っている。
また第 3 のテーマとして，臼井は，オレキシンの大脳皮
質シナプス伝達修飾作用について，ホールセル・パッチ
クランプ法を用いた解明を始めている。
歯科麻酔学講座では，ヒトを対象に痛みの研究を脳波，
瞳孔などを用いて岡が中心に行ってきた。このテーマに
関しては，国際疼痛学会，欧州麻酔学会議，世界麻酔学
会議などで研究成果を発表している。 

・その他（人事関係）
平成 28 年 10 月現在の構成は，大井良之教授以下，岡　
俊一准教授，高田耕司専任講師，内田琢也，北山稔恭，
小柳裕子，関野麗子助教，里見ひとみ専修医，岩田茉里奈，
島崎律子臨時専修医，大学院生 3 名，研究生 2 名，兼担
准教授 1 名，兼任講師 13 名，非常勤医員 21 名である（第
3 図）。
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第 3 図　平成 27 年　歯科麻酔学講座集合写真

小児歯科学講座

・昭和 53 年までの沿革
本学部において，小児歯科は当初歯科矯正科の一分野

として診療・研究が行われていた。昭和 38 年に，小児
歯科学教室が歯科矯正学教室から独立することが決定
し，深田英朗（第１図）が先ず歯学部兼任教授に，上原　
進が専任講師に就任した。昭和 39 年に栗原洋一が専任
講師に就任し，加えて赤坂守人・小椋　正・糸井健介・
松本路子の 4 名が入局した。深田を中心に教室開設の準
備が行われた。昭和 40 年 4 月に，新病院（現病院）の落
成とともに深田英朗が初代教授に就任し，小児歯科学教
室が正式に開設された。
深田教授は日本小児歯科学会発足に携わり，昭和 35

年より同学会の幹事を務め，昭和 45 年に会長に就任し
た。この年に総会長として第 8 回日本小児歯科学会総会

を主催した。昭和 46 年に国際小児歯科学会への加入準
備を兼ねて第 3 回国際小児歯科学会に参加し座長を務め
た。この働きにより第 4 回国際小児歯科学会にて日本小
児歯科学会の国際小児歯科学会への加入が認められた。
昭和 51 年より同学会の理事に就任し，日本小児歯科学
会の発展に尽力した。他にも口腔保健協会参与や日本学
術会議研究連絡会委員，母子歯科保健委員会委員など，
学外でも広く活躍した。
昭和 45 年に栗原洋一講師が助教授に昇格した。続い
て昭和 46 年に松戸歯科大学（現・松戸歯学部）新設に伴
い同大学小児歯科学講座の教授に就任した。昭和 45 年
に上原進講師が当講座の助教授に昇格し，同年秋に第 1
回国際心身障害児歯科学会に招かれ講演した。昭和 51
年に松戸歯科大学に転出し，昭和 53 年に同大学の障害
者歯科学講座の教授に就任した。昭和 52 年 11 月には赤
坂守人（第 2 図）が当講座の助教授に昇格した。

・昭和 54 年以降の沿革
昭和 59 年 3 月に深田英朗教授が退任し，平成 5 年に
名誉教授の称号を授与された。平成 3 年には会頭として
第 13 回国際小児歯科学会を主催した。昭和 59 年 4 月 1
日に赤坂守人が 2 代目の主任教授に就任した。赤坂教授
は昭和 59 年より日本小児歯科学会理事を務め，平成 9
年に第 35 回日本小児歯科学会を大会長として主催した。
また，日本障害者歯科学会，日本咀嚼学会，東京小児保
健協会の理事を歴任した。平成 5 年から平成 8 年まで日
本大学歯学部付属衛生専門学校校長を兼務した。平成 11
年に大会長として第 11 回日本咀嚼学会総会および学術
大会を主催した。平成 16 年 3 月に退任し，平成 21 年に
名誉教授の称号を授与された。
昭和 57 年 4 月に小椋　正が鹿児島大学歯学部小児歯

第 1 図　深田英朗 教授 第 2 図　赤坂守人 教授
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科学講座の教授に就任した。昭和 59 年には大竹邦明が
当講座の助教授に昇格した。大竹助教授は平成 11 年に
退職し，東京都心身障害者口腔保健センター副センター
長に就任した。また昭和 59 年に宮沢裕夫が松本歯科大
学小児歯科学講座の助教授として転出し，平成 7 年 4 月
に教授に就任した。平成 2 年 4 月に前田隆秀が松戸歯学
部小児歯科学講座に専任講師として転出し，同年 12 月
に同講座の助教授に昇格，平成 7 年 4 月に教授に就任し
た。平成 12 年に中島一郎が当講座の助教授に昇格し，
平成 23 年 4 月に人間科学系医療人間科学分野の教授に
就任した。
北海道大学病院助教授であった白川哲夫が平成 18 年 9

月に 3 代目の主任教授に就任し，現在に至っている。白
川は平成 19 年 10 月から平成 24 年 3 月まで歯学部付属
歯科病院副病院長を務め，平成 24 年 4 月から平成 26 年
8 月まで同病院長を務めた。学会活動としては，平成 17
年 1 月から日本障害者歯科学会理事，平成 19 年 7 月か
ら日本小児歯科学会理事，平成 26 年 2 月から日本医療
安全学会の理事を務めている。平成 28 年 3 月には共同
大会長として第 2 回日本医療安全学会学術総会を主催し
た。また平成 28 年 6 月には日本歯学系学会協議会の理
事に就任し，現在に至っている。

・教育について
臨床講座における教育活動は，学部学生・臨床研修医

に対する教育と，若手医局員を主な対象とする卒後教育
に大別される。小児歯科学講座が担っている学部学生の
教育について，講座開設からの 50 年余の間にいくつか
の変遷があったものの，まず基礎実習では小児歯科医療
を行う上で基本となる乳歯の解剖学を学ぶとともに，ダ
イナミックに変化するヒトの口腔の成長発達過程を理解
し臨床に結びつけられるよう，第 2 学年から第 4 学年に
かけて，発達段階に対応した実習用模型やエックス線画
像を用いたプログラムが組まれている。また同時期に行
う実習と講義について，互いに内容を補完できるよう考
慮して授業計画が組まれている。齲蝕治療に関する実習
としては，乳歯の保存修復処置ならびに歯内療法の模型
実習が組まれており，また小児歯科医療において重要な
位置を占める保隙については，クラウンループの製作の
実習を第 4 学年で行っている。
臨床実習については，他の教科と同様，実習全体を教

育診療部が担当しており，第 3 教育診療科に所属する小
児歯科は，歯科矯正科と歩調を合わせて実習を行ってい
る。小窩裂溝の予防塡塞，フッ化物塗布，刷掃指導は学
生による自験を必須としているほか，局所麻酔下での齲
蝕治療や抜歯，全身麻酔下歯科治療等についても実習が
組まれており，臨床研修医の研修はその延長上に位置づ
けられている。小児歯科学講座が単独で受け持つ教科と

して，第 3 学年の後期に「小児の歯科診療の基礎」の講義
がある。それを核として，複数の講座で担当する講義・
演習と合わせて，第 6 学年までに小児期の歯科医療全般
を学修できるよう授業計画が組まれている。講義，演習，
実習のいずれについても，兼任講師の協力を得ながら学
生の学修意欲を高める努力を続けている。
臨床研修を修了して入局した若手医局員に対する教育
では，小児歯科診療で必要な診断能力と治療技能を幅広
く身につけることに主眼を置き，本学歯科病院での診療
に限らず，地域の拠点病院や小児医療に特化した総合医
療施設，障害者専門の歯科医療施設等で研修ができるよ
う，関係機関の協力を得て研修カリキュラムを組んでい
る。この方式は 20 年以上にわたり継続中であり，現在
は埼玉医科大学総合医療センター，埼玉県立小児医療セ
ンター，埼玉県社会福祉事業団管轄の障害者歯科診療所
が主な研修先である。
小児歯科学講座の医局員は，全員が日本小児歯科学会
の会員であり，学会が認定する専門医の取得を最初のス
テップアップと位置づけている。現時点（平成 28 年 4 月）
で専任教員は全員が専門医資格を有しており，専門医指
導医はそのうち 2 名である。また，日本障害者歯科学会
についても多くの医局員が会員になっており，指導医は
2 名である。

・研究について
深田英朗初代教授の時代から，本講座の研究活動で重
きが置かれていたのは「発育期の口腔機能の解明」であ
り，1970 年代後半から 1980 年代前半までの間，発育期
の口腔機能解明へのアプローチとして，「小児期の齲蝕の
疫学と予防法」，「歯列咬合発育と咬合誘導処置」，「口腔機
能の発達」の三つのプロジェクトが班体制で進められた。
また同時期に障害児についての研究も行われ，その中心
的役割を担ったのは上原進助教授（当時）であった。
深田教授の退任後，1984 年からは赤坂守人教授のもと
で研究活動が行われた。主要な研究テーマは「乳歯列，
混合歯列の歯列・咬合の形態と機能の研究」，「咀嚼機能
に関する発達学的，疫学的研究」，「三次元６自由度測定
法による小児期の下顎運動の研究」の三つであった。第
一のテーマについては，顎顔面口腔形態と口腔・咽頭領
域の軟組織形態との関係についての研究が行われ，第二
のテーマについては咀嚼筋活動の筋電図学的研究が行わ
れた。また第三のテーマについては下顎の限界運動，咀
嚼運動，咬合面接触などの関係について検討された。
2004 年春の赤坂教授の退任後，2 年半を経て 2006 年
秋からは白川哲夫教授のもとで従来の研究活動に加えて
新たな研究への取り組みがスタートした。講座開設時か
らの研究テーマである「発育期の口腔機能の解明」は，21
世紀の小児歯科医療においてさらにその重要性が高まる
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との認識のもと，新体制下でも本講座の研究の中心テー
マに位置づけられた。口腔機能の発達は中枢の発達と密
接に関連している。出生時あるいは乳幼児期に中枢神経
系に何らかの障害がみとめられた小児では，口腔機能に
も発達の遅れを生じることが多い。しかし，発達の障害
による各種機能の遅滞の病態については不明な点が多
く，食欲の調節，舌運動，口腔周囲筋活動，顎運動遂行，
呼吸運動との協調等について多面的な研究が必要とされ
ている。2006 年からの約 10 年間は，幼若期から脳神経
系に異常があって口腔機能にその影響があらわれる疾患
について，主に実験動物を用いて研究を進めている。ま
た，歯などの口腔器官の再生についても，培養細胞を主
な実験材料として研究を行っている。この間に国立精神・
神経医療研究センター神経研究所 ( 伊藤雅之室長 ), 北海
道大学大学院医学研究科解剖学講座（渡辺雅彦教授）など
の外部の研究機関と共同研究を行っており，また学内に
おいても口腔科学系の多くの講座の協力を得て研究を進
めている。

・その他（人事関係）
現在の構成は白川哲夫教授以下，髙森一乗専任講師，

武井浩樹助教，石山未紗助教，関信幸専修医，岩佐聡子
専修医，中村紘子臨時専修医，鈴木安住臨時専修医，研
究生 11 名，大学院生 3 名の計 22 名である（第 3 図）。

第 3 図　小児歯科学講座集合写真（平成 28 年撮影）

歯科放射線学講座

・昭和 53 年までの沿革
歯科放射線学講座は，大正 13 年 9 月に，初代主任教授 

照内 昇教授の着任により開設された。その後，元日本大
学総長の鈴木 勝教授，さらに安藤正一教授，元歯学部長

の西連寺永康教授，篠田宏司教授，本田和也教授，新井
嘉則特任教授，橋本光二教授と 7 名が教授となり，現在
は，本田和也教授が当講座を運営している（第 1 図）。講
座が開設されたのは，ドイツ・Ju l i u s -Max im i l i a n s -
Un i ve r s i t ä t Würzburg 大 学 の Wilhelm Conrad 
Röntgen 教授が X線を発見してから約 30 年後のことで
ある。なお開設当時の名称は，「放射線学教室」であった
（以下講座とする）。
初代教授の照内 昇先生は，東京歯科医専（現東京歯科
大学）をご卒業後，佐藤運雄先生から，歯科でのレント
ゲンの重要性について助力の要請を受けられ，本学へ転
職された。この当時の研究室は 4 坪ほどの構造で，中に
暗室があり，照内先生の考案された歯科用レントゲン装
置（いわゆるテル・デンタ（クーリッジ菅球付））が置かれ
てあった。昭和 11 年に現在の 3 号館にあった歯科病院
の 4 階の東側にレントゲン室が設けられ，歯科用レント
ゲン装置 3 台の他，当時国産化初の 23 万ボルト出力の
深部治療装置や光線療法の機械等が設置され，東洋一を
誇ったものと当講座の 50 年史に記載されている。
第 2 次世界大戦後の 1947 年（昭 22 年）に，文部省歯科

教育審議会は，歯科大学を設置する大学令を発布し，設
置科目の 1 として歯科放射線学講座があった。しかし，
当時の風潮では放射線学は歯科医学の中で極めてマイ
ナーな分野であり，「レントゲン科は X線撮影サービスを
しておればよい。診断は各診療科で行う」という状態で
あった。講座があったのは，戦前から継承していた日本
大学のみであり，鈴木 勝教授，安藤正一講師，間目文雄
助手，山内芳孝技師の体制で学生への講義と実習を行っ
ていた。他の大学では診療科として存在するのみで，講
座が開講されたのは，その数年後に東京医科歯科大学で
保存科の村井竹雄助教授が，東歯大で口腔外科の三崎釥
郎教授が，また日本歯科大学では，三楽病院の花村信之
部長がそれぞれ教授として講座を担当された。
昭和 27 年に尾澤光久先生が助手として講座に入られ
た。昭和 29 年ビキニ環礁での水爆実験で世の中が騒然
としているなかで，安藤正一先生が助教授に昇任された。
昭和 31 年 4 月，日本大学大学院歯学研究科開学に伴
い，歯科放射線学もその専攻科目の 1 つになった。博士
課程 4 年，1 学年の定員は 2 名であった。これは，わが
国では勿論のこと，世界最初の歯科放射線学ドクター
コース設置であった。このことは最初の大学院研究科教
授で，研究科長であった鈴木 勝先生の先見性と御決断に
よるものであり，歯科放射線学の研究が幅広い分野にわ
たって一気に加速していった。
昭和 31 年 4 月入学の第 1 回大学院生の募集があり，
放射線学課程に柳沢定勝先生が入学した。鈴木先生から
与えられた研究テーマは，当時西連寺永康先生が手掛け
ておられた顎関節の撮影法であった。2 年後には，山田
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元樹先生（学 3）が解剖学教室から放射線学課程に移籍し
て来られた。研究テーマはそのまま「tertiary dentin の
形成」を継続して学位を取得された。昭和 31 年に西連寺
永康先生は，放射性同位元素（RI）利用研修研究のため，
当時 RI 研究で世界的に名声を馳せていた東京大学理化
部化学教室の木村健二郎教授の研究室に派遣された。昭
和 32 年には臼田貞夫先生が入学され，山本　昭先生（後
に鶴見大学歯学部歯科放射線学教室教授），佐々木恵美
子先生，鳥海 博先生らと歯槽膿漏症の統計学的研究に従
事されていたが，事情があり退学をされ東京医大病理学
教室研究員として転出された。昭和 33 年には浦田行道
先生が院生となった。またこの年の 10 月，昭和 28 年以
来，Finland の Yrojö V Paatero 教授と共に研究開発を
進めていた待望のパントモグラフ装置が完成し，わが国
の歯科臨床で，パノラマ撮影の利用が開始された（第 3
図左側）。昭和 33 年 8 月に池田長生先生などの御指導で，
RI 使用施設が現在の 1 号館地下 1 階に完成し，わが国の
RI 研究施設として，最初の正式使用許可（昭和 34 年 3 月
10 日付，許可番号 34 号）を受けた（詳細は放射線性同位
元素使用施設の稿）。昭和 34 年，RI 研究室は，池田長生
先生に放射線取扱主任者に就任していただき使用が可能
になった。また，佐々木恵美子助手と放射線科の臨床補
助員をされていた鈴木智哲先生（後に，松戸歯学部物理
学教授）が RI 研究室専任の助手として池田先生のお手伝
いをすることになった。施設は科学技術庁が推奨するモ

デル施設として，その後の日本の RI 研究施設の普及に
大きな影響を及ぼした。昭和 35 年，院生の鳥海 博先生
は，体軸方向による顎関節撮影法の研究に従事された。
当時の放射線学講座のスタッフは，歯学部長の鈴木　勝
教授，安藤正一助教授，尾澤光久講師と西連寺永康講師
の 4 名と山内芳孝技師であった。1962 年（昭和 37 年）に
尾澤先生，西連寺先生の両名が助教授に昇任した。前年
の昭和 36 年に日本大学に海外留学基金が設けられ，そ
れによって西連寺先生は米国 National Bureau of 

第 1 図　日本大学歯学部歯科放射線学講座教授陣
左上より　照内 昇教授、鈴木 勝教授、安藤正一教授、西連寺永康教授
篠田宏司教授、橋本光二教授、本田和也教授、新井嘉則特任教授

第 2 図　昭和 48 年 5 月 日本大学歯学部放射線学講座 50 周年記念
式典
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Standards の George C. Paffenberger 博士の紹介で，U. 
C. Med. Center の Dr. K. G. Scott のところへ行くこと
となった。なお，昭和 39 年 9 月には安藤先生が教授に
昇任された。この年は，東京オリンピックの年であった。
昭和 40 年には，的確な診断を行うため，東洋で最初の
多軌道断層撮影装置ポリトームを導入した。また同年，
西連寺先生には Dr. Scott からHarvard 大学の School of 
Denta1 Medicine の歯科放射線学講座の Chairman にと
いう話があり，鈴木先生に留学期間の延長許可を頂き，
昭和 41 年 1 月 1 日より Harvard 大学へ赴任した。昭和
42 年 6 月に西連寺先生は帰国した。その間，昭和 39 年
に現在の歯科病院が完成し，放射線学講座は診療科と共
にその 4 階に移動した。5 階は口腔外科，3 階は保存と
補綴がありその両方の便のためであった。当時の講座員
は篠田宏司助手，和田忠子助手や西岡敏雄，佐藤精明放
射線技師らが活躍していた。昭和 44 年 4 月，西連寺先
生が教授に昇任された。これによって講座の構成は教授
3，助教授 1，講師 2，助手 4 という変則的な形になった。
当時，鈴木先生は，歯科医学の将来の展開を考え，講座
の改変や大講座制の構想をお持ちになっていたように思
われる。昭和 44 年 9 月には日本大学初の総長選挙を経
て，鈴木 勝先生が日本大学総長に就任された。また，昭
和 46 年 4 月に，日本大学松戸歯科大学という単科大学
が開学し，尾澤教授，山野助教授，笹原廣重助手らが移
られた。この当時，西連寺教授が大学院歯学研究科委員
を拝命した。安藤教授が診療と臨床研究担当，西連寺教
授が RI と学生講義の放射線物理学・生物学・放射線防
護と分業することになった。その当時，西連寺教授は歯
科インプラント学に興味をもたれ，当時兼任講師であっ
た柳沢定勝先生や福与碩夫先生らの手助けにより昭和 46
年の後半から研究を開始した。昭和 47 年 12 月，Dr. 

Leonard Linkow を客員教授として招聴し，学校での講
義の他に，東京，京都，名古屋で日本大学公開講義を行っ
た。それ以降，わが国でのインプラントは急速に全国に
拡がった。
昭和 48 年 5 月，ホテルニューオータニ・芙蓉の間に
おいて，日本大学歯学部放射線学講座創設 50 周年を祝
う式典が催された（第 2 図）。この稿については，当時講
座を主宰していた安藤教授の原稿を引用したい。
講座の創立者でもあり，日本の歯科放射線学の開祖で
もあられた照内 昇教授の 30 年忌の年にもあたり，更に
は第 2 代教授，鈴木 勝博士が日本大学初の理系出身総長
として在職のまま古希を迎えられており，同教授の歯学
および私大教育についての多年の功績に対して，勲一等
瑞宝章の叙勲があったことなど，重なる慶びを記念し盛
大な式典を挙行した。同時に東大木村健二郎名誉教授も
勲一等瑞宝章を受章された。当日は，講座員，元講座員，
歯学部ならびに日本大学関係者，各歯科大学放射線学講
座の教授は勿論のこと，来賓として，原子力委員会委員，
日本原子力研究所理事 木村健二郎東大名誉教授，国立癌
センター総長 塚本憲甫先生，放射線医学総合研究所長 
御園生圭輔先生，同研究所臨床部長　恒元 博先生，
ICRP 委員 井沢正実先生，同研究所環境衛生部長 渡辺
博信先生，九州大学名誉教授 入江英雄先生，東京大学 
斎藤信房教授らが出席された。安藤教授の開式の辞，鈴木 
勝名誉教授の挨拶のあと，永澤日本大学理事長，新國歯
学部長，松井日本歯科医学会副会長，中村日本歯科放射
線学会会長および米国歯科放射線学会長 University of 
Alabama 大学教授の Lincoln Mansong-Hing 先生から祝
辞をいただいた。当日の来会者 280 余名，1 講座の記念
式典としては医・歯界を通じて最大級の盛会であった。
昭和 49 年には，篠田宏司講師や和田忠子助手が在籍

第 3 図　日本で最初の日大型パントモグラフィ昭和 33 年作成（研究代表者：鈴木 勝）
と世界で最初の歯科用 CT 平成 13 年作製（研究代表者：新井嘉則）
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されていたが，鹿児島大学に新設される歯学部の歯科放
射線学講座に着任することが予定されていた野井倉武憲
博士（学 8）が講師として加わった。昭和 52 年には，大木 
亨先生，岩井一男先生，木村一之先生の 3 名が院生となっ
た。この 3 名が大学院修了と共に，前年度大学院修了の
橋本光二先生などと教室に残られた。また，昭和 53 年
卒の荒木正夫先生は，その後助手として入室された。昭
和 53 年，安藤教授が御定年で研究所教授となられた。

・昭和 54 年以降の沿革　
昭和 54 年，放射線生物学を研究されていた馬嶋秀行

先生は，大学院修了と共に東京大学の放射線基礎医学の
助手に，その後本学に戻られたが，福井医大助教授など
を勤めた後，野井倉教授の後任として鹿児島大学の教授
となった。大学院生として昭和 55 年には岡田栄一先生，
昭和 56 年には小澤俊文先生，蓮井唯敏先生が，昭和 57
年に本田和也先生，定永健男先生，横田昌彦先生，昭和
58 年に大西正明先生，昭和 59 年には新井嘉則先生が後
に続いた。これらの先生方の研究テーマは，パノラマ撮
影，顎関節撮影や病態解析などであった。また，西岡敏
雄技師は刻苦精励して学位を取得され，放射線技師が博
士となられた全国で希有な例として称えられたものであ
る。
昭和 62 年 8 月には，5 期 15 年の永きに亘って日本大

学総長を務められた鈴木 勝教授が逝去され，9 月 25 日
に青山斎場において大学葬をもって送られた。また，平
成 7 年 3 月には，安藤正一教授が 82 歳で急逝された。
その 4 年前には，松戸歯学部放射線学教室に移られた後，
口腔診断学講座の教授として活躍されていた山野博可教
授が 56 歳で急逝された。
西連寺先生は昭和 58 年から歯科病院長，平成元年か

らは歯学部長と，連続して学内の役職を務められた。平
成 4 年 11 月，不測の出来事で学部長職を退き，研究所
教授となった。平成元年，橋本光二講師が米国ルイジア
ナ州立大学歯学部の Kavas H. Thunthy 教授と中本哲夫
教授の元へ留学した。研究テーマは妊娠中のカフェイン
摂取が歯の形成に及ぼす影響の放射線学的研究であっ
た。平成 3 年に西連寺永康教授が第 1 回 Paul Gold 
Habor 賞（この賞はハーバード大学で 24 年間学部長を務
めた Paul-Gold-Habor 教授を称えてつくられた）を受賞
した。平成 5 年，篠田宏司先生が教授に就任された。平
成 7 年，新井嘉則助手が Finland の Turku 大学歯科放射
線学講座の Erkki Tammisalo 教授のもとに 9 か月間留
学した。研究テーマは歯科用 X線装置の開発であり，こ
の時に歯科用コーンビーム CT の開発をおこなった。平
成 10 年，本田和也助手が Norway の Oslo 大学歯学部歯
科放射線科の Tore A. Larheim 教授のもとに，9 ヶ月間
留学した。研究テーマは顎関節の画像診断に関する研究

であった。平成 13 年，江島堅一郎助手が，フィンラン
ドの Turku 大学口腔病理学・歯科放射線学講座の Stina 
Syrjänen 教授のもとに 9ヶ月間留学した。研究テーマは，
歯科における X線画像転送に関する研究であった。平成
13 年に高野祐美先生，平成 14 年に松本邦史先生が大学
院生として入局した。
平成 15 年 10 月 18 日ホテルニューオータニにて講座
80 周年記念祝賀会が開催された。平成 19 年には，本田
和也先生が教授に就任された。平成 20 年に甲斐由紀子
先生，平成 21 年に山田久弥先生，平成 22 年に雨宮俊彦
先生，平成 23 年に平井重徳先生，平成 24 年に小日向清
美先生，平成 25 年に鈴木敏浩先生，平成 26 年に林 悠
介先生らが入局した。
平成 22 年，江島堅一郎助教が，ドイツのフライブル
クにある顎顔面画像診断センター（Dentales Diagnostik 
Zentrum im Breisugau：DDZ）の Dr. Dirk Schulze と
Dr. Dennis Rottke の下に 2 ヶ月間留学した。研究テー
マは，歯科用コーンビーム CT における顎関節の画像診
断と残存歯との関連性に関する研究であった。同じく平
成 24 年，澤田久仁彦助教がドイツのフライブルクにあ
る顎顔面画像診断センター（DDZ）の Dr. Dirk Schulze
と Dr. Dennis Rottke の下に 6ヶ月間留学した。研究テー
マは CBCT の画像診断および被曝線量の研究であった。
平成 25 年 10 月 5 日午後 6 時半に東京ガーデンパレス
の平安の間において，日本大学歯学部放射線学講座創設
90 周年祝賀会が開催された（第 4 図）。秋晴れの日，当日
は受付に当講座伝統のヒポクラテスの掛け軸でお出迎
え，平安の間には，Röntgen 教授，歯学部創設者佐藤先生，
照内先生，鈴木先生，安藤先生の写真が掲げられた。澤
田医局長の司会で，本田教授から開式の辞，篠田前教授
の医局 90 周年の歴史についての挨拶の後，越川歯学部
長，有地日本歯科放射線学会理事長，小幡同窓会長，小
林　馨鶴見大学歯学部長から御祝辞を頂戴した。引き続
き白川病院長の発声で乾杯が行われた。その後，講座 90
年の歴史のスライドが映写された。パントモグラム，顎
関節規格撮影装置，歯科用コーンビーム CT といった当
講座が開発してきた装置の写真，RI の視察に来校された
三笠宮殿下と同妃殿下の写真，鈴木先生の若いころの写
真等が次々に映写され，来会者から大きな歓声が上がっ
た。西連寺名誉教授からは Lincoln Mansong-Hing 先生
（元米国歯科放射線学会会長）から，この会のためにいた
だいたお手紙が披露され，マンソンヒン先生との長い交
友関係について話された。また，当日の来会者は 80 余
名におよび，医局 OB の数氏の懐旧談などもあり，歓を
尽くして盛況のうちに閉宴した。
平成 27 年に橋本光二先生が教授に就任され，歯科病
院の歯科放射線科科長として臨床教育に尽力された。現
在は本田教授が講座と歯科病院歯科放射線科科長を兼務
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している。

・教育について
歯科放射線学は歯科医学の一分野であるが，同時に放

射線医学の一分野でもある。放射線医学全般にわたる洞
察から得られた知識を，歯科領域に生かすということが
大切であり，歯科放射線学は「医」と「歯」を繋ぐ場所に位
置している。
第 3 学年次に放射線物理学，写真学，生物学，放射線

防護および口内法 X線撮影法などの基礎的講義，歯科学
統合演習Ⅲの講義を，第 4 学年次には画像診断や特殊撮
影の臨床的講義，実習として学生相互の口内法およびパ
ノラマ X線撮影実習，口内法，口外法 X線写真のトレー
スと読像実習，歯科学統合演習Ⅳ（CBT と OSCE に対応）
を，第 5 学年次には，臨床実習（院内）と歯科学統合演習
Ⅴの講義を担当している。臨床実習では，一般歯科臨床
で基本となる口内法とパノラマ X線撮影を患者に行い，
さらに撮影した画像も含めて PA 像，Waters 像などの
単純像から CT 像等の読像実習，唾液腺および顎関節造
影撮影の実際を見学させている。第 6 学年ではアドバン
スト歯科学演習と歯科学統合演習Ⅵa, Ⅵb を担当してい
る。この他にテュートリアル教育として，第 5 学年次で
は，1 つの症例について，臨床データとすべての X線写
真を与え，診断の過程を実際に経験させ，その診断結果
を発表するなどグループ学習を実施している。
大学院生に対しては，疾患を科学的根拠に基づいて把

握し，問題を解決できる臨床能力を兼ね備えた，質の高

い研究者を育成したいと考えている。病態の本質を理解
するためには，歯科放射線科にとどまるのみならず他の
専門分野との共同研究を積極的に推進する事が重要と考
えている。そのため独創的な探究心をもって，国際的に
評価される研究を推進することを目標とさせ，インパク
トファクターのある雑誌への投稿や国際学会での発表，
他の研究機関との共同研究を積極的におこなわせてい
る。

・研究について
当講座の研究テーマは多岐に渡り，詳細については，
当講座 50 周年史，80 周年史にゆずる。以下，特筆事項
について記載する。
パノラマ撮影装置の研究開発から歯科用コーンビーム
CT の開発，顎関節撮影法から造影検査，関節鏡から
IVR による顎関節症の研究，超音波断層装置の応用，X
線 CT を中心としての画像診断（インプラントも含む）な
ど多岐にわたって行われてきた。特に，当放射線科 OB
の新潟県高田市在住の相沢グループが指導して行われ
た，歯の発育の逐年的研究は世界の歯科界から高い評価
を受け，WHO の指定研究に挙げられた。
これらの多彩な研究成果は，国内では日本歯科放射線
学会，日本大学歯学会，日本顎関節学会，日本口腔科学会，
日本歯科基礎医学会，日本口腔インプラント学会など，
国外では国際顎顔面放射線学会，FDI 総会，IADR，ヨー
ロッパ顎顔面放射線学会，オーストラリア顎顔面放射線
学会，アメリカ顎顔面放射線学会，歯科デジタル画像学

第 4 図　平成 25 年 10 月　日本大学歯学部歯科放射線学講座 90 周年記念祝賀会
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会，アジア顎顔面放射線学会などで発表され，高い評価
をうけてきた。
1） 歯科用コーンビーム CT について
近年，医歯学とくに臨床分野での画像診断の発展は目

覚ましいものがあり，3 次元的な画像により，様々な方
向からの精細な診断が可能となってきている。
歯科用コーンビーム CT は，現在歯科領域の画像診断

において大きな役割を果たすツールとなっている。新井
嘉則現本学部特任教授は，当講座に助手として在籍して
いた平成 4 年から，歯科診療に最適化した小型 X線 CT
の研究を開始し，平成 9 年にその試作機を完成し Ortho-
CT と命名した。この装置はその後日本大学産官学知財
センター（通称 NUBIC）を通じ，モリタ製作所から商品
化され，平成 13 年に世界初の歯科用コーンビーム CT
として，「3 DX multi image micro CT」（第 3 図右側）以
下，3 DX）の製品名で市販された。歯学部付属歯科病院
歯科放射線科では，市販化と同時に 3 DX を導入し，イ
ンプラントの術前診断などの目的で，外部の病院歯科や
開業歯科医院からの撮像依頼を受け，年間およそ 2500
例から 3000 例の歯科用コーンビーム CT 撮像を行い，
情報提供してきた。
2） in vivo micro CT について
日本大学からの技術移転によって，世界初の歯科用

コーンビーム CT が，平成 16 年に薬事承認を受け広く
臨床応用されるようになった。しかしながら，被曝線量
をできるだけ低くする原則から継時的な画像の変化を観
察することも，病理組織標本を得ることも，臨床におい
ては倫理的な問題があり限界があった。これを踏まえ，
新井嘉則特任教授は，平成 14 年より実験動物用のmicro 
CT の開発を開始した。その後，平成 17 年には日本大学
からの技術移転によって R_mCT（リガク，東京）が完成
した。平成 20 年に本学に設置され，本格運用がなされ
ている。
3） 顎関節部の研究・診療
当講座は歴史的に顎関節の撮影法や骨変化の病態解明

をメインテーマとして，放射線学的研究や解剖学的研究
を行ってきた。骨形態変化の研究は，肉眼所見を Gold 
standard として，歯科用コーンビーム CT・医科用 CT・
単純断層の画像と対比して行い，特に顎関節部における
形態変化を数値化して評価する方法を確立した。また，
顎関節の滑液解析に関する研究を進め，顎関節における
軟骨代謝，炎症・免疫機構の解明にも着手した。近年で
は SKG マウスや Bmal-1 KO マウスを使用した顎関節骨
変形の研究にも着手している。
診療面では歯科用コーンビーム CT を使用した新しい

X線透視下関節腔洗浄療法を開発した。この方法は顎関
節症の治療において中頭蓋窩損傷の危険性を排除すると
ともに顎関節造影検査やパンピングマニュピレーション

療法等の治療が同時に，より安全で確実に行える画期的
なMinimum Invasive Therapy であり，従来の経験的
術式とは異なる歯科領域における Interventional 
Radiology（IVR）が行える。今後は，歯科用コーンビーム
CT を使用して，歯科領域の IVR の拠点施設を目指す。

・その他　国際交流について
1） ドイツの画像診断センターとの共同研究
当講座は，ドイツのフライブルクにある画像診断セン
ター（Dentales Diagnostik Zentrum im Breisugau）と連
携して共同研究を遂行している。主に歯科用コーンビー
ム CT の画像診断や被曝線量に関する研究を行ってい
る。また，同時にドイツの画像診断センターとの遠隔画
像診断に関する研究も計画している。センター長の Dr. 
Dirk Schulze は，フライブルク大学の顎顔面放射線学講
座の教授を経て，フライブルク大学歯学部歯科病院と連
携する画像診断センターを開設している。ヨーロッパ顎
顔面放射線学会の理事でもある。彼とは国際学会を通じ
て交流を深めてきたこともあり共同研究を遂行してい
る。当講座から研究員として 2 名（江島，澤田）が留学し
た。
2） ラオスとの遠隔画像診断システムの構築
本研究は平成 24 年度から日本大学学術研究助成金学
長特別研究に採択された。研究課題名は「遠隔医療シス
テムを活用したアジア基盤型 EBM研究の構築」（研究代
表者中島一郎教授（医療人間科学分野））であり，9 名の共
同研究者によって現在研究が行われている。当講座より
本田，江島の 2 名が本研究の共同研究者として参加して
いる。

・その他　人事関係等
当講座の歴代教授
照内 昇 教授（大正 13 年 9 月就任）
鈴木 勝 教授（昭和 18 年 4 月就任）　
安藤正一 教授（昭和 39 年 9 月就任）
西連寺永康 教授（昭和 44 年 4 月）（RI 室担当）
西連寺永康 教授（昭和 53 年 4 月）（放射線学講座併任）
篠田宏司 教授（平成 5 年 4 月就任）
本田和也 教授（平成 19 年 12 月就任）
新井嘉則 特任教授（平成 20 年 4 月就任）
橋本光二 教授（平成 27 年 4 月就任）

平成 28 年（100 周年記念誌作成時）歯科放射線学講座員
（第 5 図）
教授・診療科長 本田和也（学 30 回），准教授 野口邦和
講師 荒木正夫（学 26 回），川嶋祥史（学 32 回），江島堅
一郎（学 38 回），澤田久仁彦（学 40 回）
助教 雨宮俊彦（学 54 回），出澤 幸（学 59 回），専修医 小
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日向清美
専修医・大学院（社）林 悠介（学 62 回），臨時専修医・大
学院（社）鈴木敏浩，
大学院生（社）平井重徳
平成 28 年度歯科放射線室（第 5 図）
技手 1 級　丸橋和夫，本城谷　孝，里見智恵子，任期制
職員　寶代隆弘，今田香織

講座が関係した主な学会
日本歯科放射線学会 1960 年第 1 回会長 安藤正一（日本
大学歯学部）
日本歯科放射線学会 1968 年第 9 回会長 相澤幸一（高田
市 厚生会館）
日本歯科放射線学会 1983 年第 14 回歯科 X線診断研究会
会長 篠田宏司（日本大学歯学部）
日本歯科放射線学会 1985 年第 26 回会長 西連寺永康（日
本大学会館）
日本歯科放射線学会 2001 年第 42 回会長 篠田宏司（東商
ホール）
日本顎関節学会 1990 年第 3 回会長 西連寺永康（九段会
館）
日本老年歯科医学会 1992 年第 3 回会長 西連寺永康（日
本大学会館）
日本外傷歯学会 2004 年第 4 回会長 篠田宏司（日本大学
歯学部）
日本外傷歯学会 2009 年第 9 回会長 新井嘉則（日本大学
歯学部）
その他
日本歯科放射線学会関東地方会 数回
日本外傷歯学会東日本地方会 2015 年第 5 回会長 本田和
也（日本大学歯学部）

講座お祝い事
昭和 27 年 鈴木 勝先生 日本大学歯学部長就任
昭和 41 年 鈴木 勝先生 日本歯科医学会会長就任
昭和 44 年 鈴木 勝先生 日本大学第 6 代総長就任
昭和 48 年 鈴木 勝先生 叙勲 勲一等瑞宝章
昭和 48 年 講座 50 周年記念祝賀会
昭和 63 年 西連寺永康先生 学部長就任
平成 5 年 西連寺永康先生 叙勲 紫綬褒章受章
平成 10 年 西連寺永康先生 名誉教授就任
平成 12 年 西連寺永康先生 叙勲 勲二等瑞宝章
平成 15 年 講座 80 周年記念祝賀会
平成 15 年 新井嘉則先生 科学技術政策担当大臣賞 受賞
平成 15 年 新井嘉則先生 文部科学大臣発明奨励賞 受賞
平成 26 年 講座 90 周年記念祝賀会　

代表的な講座の関連図書

昭和 15 年「レントゲン歯科学」，昭和 28 年「臨床歯科
エックス線診断」，昭和 37 年「歯科 X線診断学」，昭和
47 年「口腔 X線診断学」，昭和 49 年「歯科臨床のサブノー
ト」，昭和 56 年「歯―顎顔面領域の X線診断アトラス」，
昭和 58 年「新口腔 X線診断学」，昭和 63 年「改訂新版口
腔 X線診断学」，平成 15 年「歯科用小型 CT による 3 次
元画像診断と治療」，「顎口腔の診査診断学」，平成 21 年
「15 ステップで使いこなそう歯科用 CT の完全活用」，平
成 24 年「症例でみる歯科用 CT の三次元診断」，平成 28
年「顎関節症診療ハンドブック」

第 5 図　平成 28 年（100 周年記念誌作成時）歯科放射線学講座員　
歯科放射線室員

放射性同位元素共同利用施設

・昭和 53 年までの沿革
ビキニ水爆被災事件の前年に相当する昭和 28 年，歯
学部長の鈴木 勝教授が欧米各国の歯科事情を視察し，
RI 利用が歯科研究の今後の進展にとって不可欠であると
結論するに至る。昭和 31 年，RI 利用は専門的な訓練を
受けた者に担当させるのがよいとの鈴木学部長の考えに
より，歯科放射線学講座の西連寺永康助手が東京大学理
学部化学教室の木村健二郎研究室，続いて木村研究室を
引き継いだ斎藤信房研究室に内地留学することとなる。
昭和 32 年 7 月には東京教育大学理学部の池田長生助
教授（放射化学）を兼任講師として迎え，RI 利用研究面の
指導とともに，歯学部放射性同位元素研究室の基本設計
を作る作業が開始された。昭和 32 年は，放射線障害防
止法が交付された年である。当時は施行令・規則ともに
まだ交付されていなかったため，科学技術庁原子力局の
担当者と連絡を取りながら，放射性同位元素が外部へ漏
出することを将来にわたり防止する対策などの技術的な
問題を一つ一つ解決していく大事業であったと推察され
る。こうして昭和 33 年 5 月に着工，同年 8 月に放射性
同位元素研究室が 1 号館地下 1 階に完成，翌 34 年 3 月
10 日に使用許可証を科学技術庁長官から交付された。非
密封放射性同位元素を利用する施設は当時まだ希有の存
在であったため，科学技術庁原子力局推奨の施設として，
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昭和 35 年 9 月の三笠宮，同妃，秩父宮妃，高円宮殿下，
同妃各殿下の科学研修のご参観をはじめ，多くの方々の
視察と見学があった（第 6 図）。非密封放射性同位元素利
用施設としての「標本」としてもその果たした役割は甚だ
大きいものがあった。放射線取扱主任者として昭和 47
年 3 月までが池田長生兼任講師，同年 4 月からは西連寺
永康教授が選任された。研究室誕生を見るまでの間も研
究は着々と続けられ，進学校舎（現 3 号館）のトイレを改
造した小実験室で 18 F を用いた実験，ビキニ水爆実験
の灰水溶液マウスへの投与実験などが行われた。
昭和 36 年 11 月に鈴木智哲助手，同 41 年 4 月に鈴木

宏巳助手が着任した。昭和 46 年 3 月に鈴木智哲専任講
師，同 50 年 3 月に鈴木宏巳専任講師が松戸歯学部に転
出したが，代わって同年 4 月に森脇一成専任講師が生化
学教室から転入した。同 52 年 4 月に東京教育大学から
池田長生研究室を修了した野口邦和助手が着任し，RI 研
究利用及び放射線管理体制が徐々に整備された。

・昭和 54 年以降の沿革
放射性同位元素共同利用研究室は，その後総合歯学研

究所付属放射性同位元素共同利用施設となり歯学部にお
ける RI 利用研究の中核に発展することとなる。野口助
手着任後は，陶歯中に蛍光剤として添加されていたウラ
ン濃度の測定，同 235U／238U 同位体比の測定，ウラン入
り陶歯装着時の口腔組織の被ばく線量の算定などの研
究，歯科医師の頭髪中水銀濃度の放射化分析，マウスに
おける水銀摂取量と体毛中水銀濃度の関係，日本国内に
おける自然放射線線量率とがん死亡率の相関に関する研
究，広島原爆の爆発威力の評価，航空機乗務員の宇宙線
被ばく線量の測定，高所山岳地域における環境放射線の
測定などの研究が行われた。
平成 3 年 4 月に歯科放射線学講座に着任した馬嶋秀行

専任講師が，西連寺教授に代わり放射線取扱主任者とし
て選任された。馬嶋専任講師が退職後の平成 6 年 9 月か
らは野口助手が放射線取扱主任者として選任された。平
成 23 年 3 月の福島第一原子力発電所事故後，野口邦和
准教授が福島大学客員教授，福島県二本松市及び同県本
宮市の放射線アドバイザーに就任し，同県及び両市の復
興支援に尽力することになる。
わが国における放射性同位元素の使用許可・届出事業

所数は近年増加傾向にあり，平成 26 年に 7500 を超えた。
一方，使用許可事業所数は同 10 年の 2475 から同 26 年
の 2359 まで減少した。減少の事情は様々であるが，①
科学・技術の進歩により放射性同位元素を利用しなくと
も従来並みの研究が可能となり利用者が減少した，②非
密封放射性同位元素を利用する施設の維持管理経費が高
額である，ことなどが背景にあると推察される。本学部
も例外ではなく，かつては常時 30 ～50 名ほどいた利用

者が近年減少し続け，加えて本学部設立 100 周年事業の
一環である歯科病院・校舎の建替問題に係わる経費削減
の絡みから，平成 27 年 9 月に廃止措置となり，56 年半
の歴史を閉じた。

第 6 図　鈴木 勝学部長の案内により三笠宮，同妃，秩父宮妃，高
円宮，同妃各殿下が科学研修のご参観

口腔診断学講座

・昭和 53 年までの沿革
歯学部付属病院では，戦前から他校に先駆けて , 院内
生に対する口腔診断学実習の場として初診室が設けられ
ており，外来新患の医療面接，診査診断，治療方針の決定，
診療録の記載方法などの指導が行われてきた。当時は初
診室と呼ばれていた。しかし，教員の構成について，戦
前の事情は明らかではない。
戦後は矯正学講座の有田教授，間野目講師その他が初
診室に交代で出向していた。この当時は現在の 3 号館が
病院であった。
昭和 31 年に正木正教授が赴任し，口腔診断学の講義
と実習を担当した。
昭和 39 年新病院（現在の病院）への移転と同時に衛生
学講座の木所正直教授を主任とし，正木教授，和泉助教
授，上原講師をスタッフとした体制となった。また名称
が健康管理科と改められた。その後，正木教授の退職，
和泉助教授の休職とその後退職に伴い上原講師，原邦嘉
講師と数名の兼任講師で実習が行われていた。
昭和 48 年病院機構の一部改革により口腔診断科が発
足。特別診療室勤務の杉浦正巳講師が主任として赴任し
た。昭和 50 年には助教授に昇格した。また昭和 49 年に
は大澤憲二講師が赴任し，杉浦助教授，大澤講師，原講
師の体制となった。
講義は杉浦助教授により，6 年生に土曜日午後 1 時半
から毎週行われていた。内容は口腔診断学と口腔内科学
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が行われていた。一部心身医学の講義も行われていた。
昭和 50 年には宮田幸忠，小池一喜の両名が助手とし

て加わった。さらに，後藤實助手が歯周病学講座より赴
任した。昭和 52 年には後藤助手が講師に昇格。また，
原講師が退職した。
昭和 52 年には口腔診断科外来，研究室，カルテ室が 2

階から 1 階に移転し，ユニットも 17 台に増加した。

・昭和 54 年以降の沿革
昭和 55 年に口腔診断科は臨床部門の心身症研究室と

して総合歯学研究所に所属した。これ以後，研究論文を
学会誌等に投稿が可能となった。
昭和 56 年には大澤講師が退職。昭和 63 年に宮田助手

が退職。
杉浦助教授は歯科における心身医学を実践しており，

この領域の先駆者のひとりであった。このため，平成元
年に第 3 回日本歯科心身医学会の会長を務めた。
平成 2 年に現在の口腔診断科外来に移動。ユニット数

が減少したが，講義，学生実習等は同様に行っていた。
平成 4 年に杉浦助教授が逝去された。その後，平成 5

年に後藤講師が助教授に昇格した。後藤助教授は平成 9
年に第 11 回日本口腔診断学会の会長を務めた。
平成 10 年に口腔診断科は病院診療科目から講座外講

座となった。また，臨床実習を行う学生の資質を担保す
るための OSCE が導入され，医療面接の重要性が増した。
このため口腔診断学教育の重要性が高まった。
平成 14 年に口腔診断科において歯科人間ドック科，

心療歯科の科長を出すこととなった。歯科人間ドック科
の科長は後藤助教授，心療歯科の科長は小池助教授が併
任することとなった。
平成 15 年は，当口腔診断科にとっては一大変革の年

となった。この年，口腔診断科は待望の講座昇格（半講座）
となった。講座開講とともに，今村佳樹教授が初代主任
として赴任し，併せてペインクリニック科を開設した。
講座開講後は，学術活動もさらに活発となり，今村教授
は平成 19 年口腔顔面痛学会第 7 回学術大会の会長を務
めた。また，平成 21 年に第 21 回日本口腔診断学会学術
大会の大会長を務めた。さらに平成 27 年には第 19 回口
腔顔面神経機能学会会長を務めた。その他の学会主催と
しては，平成 16 年に小池助教授が第 29 回日本自律訓練
学会学術大会の大会長，平成 21 年に第 24 回日本歯科心
身医学会学術大会の大会長を務めた。
この間，平成 18 年に後藤助教授が逝去された。診断

学講座としては，教室としての礎を築かれた杉浦助教授
に加えてその後の教室を切り盛りしてきた後藤助教授を
も失ったことになる。しかしその半面で，平成 18 年と
平成 20 年には岡田明子助手と野間昇助教の若い二人が
任用となり，この両名は教室の研究の原動力となって，

のちに准教授に昇格となった。このように口腔診断学講
座は人材が充実してきたが，平成 28 年からは小池准教
授の定年退職に伴い，定員が 1 名減となっている。

・教育について
昭和 48 年以前に関しては院内生に対し初診患者に対
する医療面接と診査の実習を行ってきたが，講義につい
てはつまびらかではない。
昭和 48 年に杉浦講師が赴任し土曜日の午後に講義を
行うようになった。内容に関しては医療面接や診査診断
と口腔内科学であった。後に心身医学についても講義を
行うようになった。
平成 15 年に今村佳樹教授が赴任して以来，従来の口
腔診断学の従来の教育を現状に合うように変革してき
た。平成 17 年から，新しいシラバスとなり，特にそれ
までなかった 4 年生に対する講義と実習が始まった。口
腔診断学の講義と実習は共用試験における重要性が極め
て大きい領域を担当している。また 5 年生に対する臨床
実習，講義は，臨床実習教育水準の中に臨床実習におけ
る具体的な目標として，医療面接と診査診断が明記され
ており，こちらも歯科医師となるための基本的不可欠な
内容を教育している。ちなみに，5 年生の臨床実習運営
協議会では第 2 教育診療科科長を平成 14 年から現在ま
で口腔診断科で担当している。6 年生に対する疼痛を中
心として講義も行われるようになった。今後は臨床実習
終了後の OSCE の実施も予定されており，臨床実習に対
する当科の重要性が高まっている。

・研究について
昭和 55 年に口腔診断科は臨床診療部門心身症研究室
として総合歯学研究所に所属した。これ以後，研究論文
を学会誌等に投稿が可能となった。研究は平成 14 年以
前，歯科領域の心身医学や唾液，味覚に関する日本語論
文が主であった。昭和 60 年以降は 1 年に 1 ～ 2 編の和
文論文を投稿し学会誌に掲載されていた。
平成 15 年に今村教授が講座長として赴任してからは，
疼痛に対する基礎的な研究，臨床的な研究がなされるよ
うになっており，臨床的には脳活動，特に舌痛症患者の
脳活動を中心に行っている。投稿論文は英文論文が，平
成 15 年以降現在まで 24 編，投稿され学会誌に掲載され
ている。まだまだ研究の内容としては十分ではないが，
ようやく開講 13 年にして海外誌にコンスタントに論文
が出るようになった状況である。現在，若い医局員を中
心に，疼痛に対する基礎から臨床にわたる幅広い研究を
行っている。

・その他（人事関係）
現在の医局員は今村教授，岡田准教授，野間准教授，
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篠﨑講師，以下専修医 3 名，研究生 3 名，歯学部助手 1 名，
大学院 4 名，兼任講師 4 名である。
口腔診断学講座は半講座であるが，その重要性は増し

ており教育，研究そして臨床に教室員一丸となって本学
発展のために努力してゆく所存である。

第 1 図　口腔診断学講座集合写真（平成 27 年 12 月）


