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Ⅰ．JADR の視点

1. Japanese DivisionかJADRか
会員諸兄には，IADRの年次大会等で所属部会名を尋ねられ
た際，Japanese Division (of IADR) と答えるべきかJADRと答え
るべきか，一瞬悩まれた経験がおありではないでしょうか。
本会の会則第１章第１条には，本会は国際歯科研究学会日本
部会（Japanese Association for Dental Research :JADR）と称する。
国際歯科研究学会（International Association for Dental Research
:IADR）の 部会（Division）である。と記載されております。
従ってJapanese Association for Dental Research (JADR）は会の正
式名称であり，JADRと答えていいわけですが，良く考えてみ
ますと，JADRという表記には日本語名が意味する「国際歯科
研究学会の日本部会」の意味が含まれていません。会の名称
の示す意味が日本語表記と英語表記で一致していないのは不
思議なことですが，恐らく会則第１章第１条には，IADRの
Section として1953年に発足して以来，世界に目を向けつつも
日本固有の総合歯科研究学会として発展してきた本会の歴史
と自負がその背景にあったものと推察されます。つまりJADR
という名称には，そもそも日本にはJapanese Association for
Dental Research としての活動実績があり，その実績が評価され
てIADRのDivisionに認定された，という歴史的意味が込めら
れているのではないでしょうか。
現在，IADRには24のDivisionがあり，その多くが部会の正
式名称を” 〜 Division of IADR” と定めております。しかし，
そのうち少なくともAmerican DivisionとCanadian Divisionは正
式 に 自 ら をAADR，CADRと 標 榜 し て お り ま す し，British
Divisionに至っては自らをBritish Society for Oral and Dental
Researchと称し，IADRは関連団体の１つとして位置づけてい
るにすぎません。こうした違いは各国の歯科研究学会の歴史
とIADR70余年の歴史との相対的な関係に根ざしているものと
推察されますが，いずれにしても，各DivisionにとってのIADR
本体の位置付けと距離感が一様でないことは明白です。本会
ホームページの冒頭には，日本語版，英語版ともに会の名称
がJapanese Association for Dental Research (JADR); a Division of
the International Association for Dental Researchと明記されていま
す。これは会則第１章第１条の英訳にあたりますが，その意
味を感じつつ，日本唯一の歯科総合学会として，またIADRの
有力な構成メンバーとしてのJADRの本会の在り方，JADRが
今後進むべき方向を，改めて確認すべき時期に来ています。
２．IADRのRegionalization StrategyとJADR
IADRは会員の利益と公益に資する目的の事業として，国際
学術大会の開催，学術雑誌JDRの発行とNews Letter等による情
報発信，発展途上地域の会員活動への財政支援等を行ってい
ま す が， そ のGlobal missionの 実 質 化 の た め の 方 策 と し て，
2009年度より，形骸化していた従来のFederationの枠組みを解
消し，総てのDivisionとSectionを新たに５つのRegionに束ねる

JADR 会長

髙野

吉郎

（東京医科歯科大学大学院 硬組織構造生物学分野）

変革(Regionalization) を実施しました。この変革の狙いはIADR
本体と世界の会員組織との連携をより緊密にすることにあり，
具体的な変更点は凡そ ①各RegionがIADR Council Memberを選
出することによるIADR最終決定へのRegionの意思の反映，②
Regional Meetingの 企 画， 運 営， 財 政 へ のIADR本 体 の 参 画
(supportとrisk & benefic share) ，③JDR Region版の出版による論
文発表機会の増大，の三点です。この3項のうち①は大変意味
あることですが，②は具体性が見えません。③はJournalの差別
化が自明であり，JADR理事会は反対の意向を表明しています。
さて，こうした変革の流れの中，昨年9月に中国，武漢で開
催された第1回Asia Pacific Region学術大会(1st APR) は，JADR
が属するAsia Pacific Region (APR) 初の国際学術大会として，
APRの将来を占う大会でもありました。結果として750題を超
える演題と，海外からの参加者400名以上を含む1,000名を超え
る参加を得，大盛会となりました。正にAPRの活動の “実質化”
が果たされたわけですが，JADRからも80名近い会員の参加と
100題を超える演題が寄せられ，併催された第57回JADR総会
も無事開催することができました。2nd APRは2013年にタイ
で開催されます。JADRがアジアの歯学研究の牽引役を果たし
て行くためにも，多くのJADR会員が次回も参加されることを
期待します。
３．JADR国内大会の変革
アジア各国の学術大会に参加した後で話題になることの一
つに，学会での使用言語があります。1st APRもそうでしたが，
殆どのDivisionは国内大会でも英語を用いており，今やAPRの
中で発表・討論を自国語でやっているのは日本と韓国くらい
といわれています。JADRも第55回大会（鶴見大学）大会以来，
英語による発表を推奨して参りましたが，いよいよ2010年秋
に開催される第58回大会（九州歯科大学）より，全ての演題
の発表・討論を英語で行うことが決定しました。これは日本
のデンタルサイエンスの世界への発信と，世界に通用する若
手研究者を育成する場としてのJADRの役割を果たす上で，必
須の改革と考えております。会員諸兄のご理解とご協力をお
願いする次第です。

武漢での JADR
評議員会・総会
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Ⅱ．2009 年度 JADR 学術奨励賞受賞報告

Zhao Jian（趙

剣）

（日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学）
陽子

I won JADR Young Investigator Award at the 2nd meeting of the

（東北大学大学院歯学研究科口腔生化学分野・

IADR PAPF and 1st meeting of the IADR APR. I am both surprised

口腔システム補綴学分野）

and deeply humbled by the decision of the JADR Committee. It is a

佐久間

great honor for me.
このたび，中国・武漢で行われました第58回JADR学術大会

β-tricalcium phosphate ceramic (β-TCP) has shown

（第2回PAPF/第1回APF学術大会との併催）におきまして，2009

osteoinductive activity in implant therapy. β-TCP is a biomaterial

年度JADR学術奨励賞を拝受いたしました。ありがとうござい

that has been studied extensively in the past. In vivo conditions, β

ました。簡単ではありますが，研究内容を一部紹介させてい

-TCP is also in contact with proteins, cells, and enzymes, and these

ただきます。

biological factors as in the mineralization of biological tissues.

アクリルレジン義歯等，バイオマテリアル表面のバイオフ

However, little is known about the molecular basis for mechanisms

ィルムは，口臭や口内炎，更には誤嚥性肺炎等の原因になる

responsible for β-TCP in bone formation. In my study, we use

ことが示唆されています。しかし，各種口腔細菌の付着の詳

Affymetrix GeneChip system and Ingenuity Pathways Analysis (IPA)

細については不明な点が多く残されています。これまでの付

as a potentially high throughput tool for studying functional

着細菌量の評価は放射性同位体(RI)を用いた方法が主であり，

genomics in β-TCP implantation. Gene expression profiles were

色素等を用いた簡便な非RI法はミュータンスレンサ球菌やカ

examined using Affymetrix GeneChip (Canine Genome 2.0 Array,

ンジダ等に限られていました。そこで本研究では，各種口腔

ca. 38,000 genes) system and GeneSpring software was used for

細菌のアクリルレジンへの付着を対象とし，Alamar Blue®を用

screening the gene expression profiles. IPA identified signaling

いた非RIで簡便な定量方法を検討しました。

pathways and biological processes.The goal of this study was to

の懸濁液を使用しました。アクリルレジンを底面とするウェ

investigation the change of gene expressions in β-TCP implant and
this technique may be a useful approach in the future planning of
new biomaterial development. In this study, gene expression

ルに滅菌唾液あるいはKCl緩衝液を入れ表面処理を行った後，

profiling clearly indicated the effects of β-TCP on bone formation.

菌懸濁液をウェルに加えて37℃で静置し，2時間後ウェル内を

Hundreds of canonical pathways can be obtained, such as BMP

洗浄した後，Alamar Blue ®液をウェルに加え37℃で3時間イン

signaling pathway, TGF-β signaling pathway and IGF signaling

キュベートしました。その後，ウェルからAlamar Blue溶液を

pathway. We focused on IGF signaling pathway and found that at 4-,

回収し蛍光強度を測定し，付着細菌量を菌量−蛍光強度曲線

7- and 14-day, β-TCP markedly increased IGFs, receptors and

より算定しました。

IGFBPs mRNA levels. In the meantime, we also used real-time PCR

4種の細菌種（Streptococcus mutans, S. sanguinis, Actinomyces
naeslundii, Veillonella atypica）の標準株を嫌気的に培養し，そ

Alamar Blue を用いた本手法によって，RIを使用することな

and immunohistochemistry confirm the mRNA levels. These

く簡便にかつ短時間で各種口腔内細菌の付着量を定量評価す

findings suggest that the regulation of proliferation and

ることが可能となりました。アクリルレジン表面への付着量

differentiation of osteoblast cells by β-TCP via IGF signaling

は，S. sanguinis が最も高く，次いでA. naeslundii，S. mutans，

involves the promotion of bone formation.

®

V. atyipicaと，菌種により付着程度が異なることがわかりまし

Further studies are needed to evaluate molecular basis of

た。エナメル質表面のearly colonizerとして知られるS. sanguinis

mechanism in β-TCP coated with IGFs or recombinant IGFBPs or

とA. naeslundiiはアクリルレジン表面にも付着し易かったこと

mixture of IGFs and IGFBPs. Maybe this technique can provide us a

から，付着機構の共通性が示唆されました。唾液前処理によ

tool for new biomaterial development and clinical treatment.

って全ての菌種で付着量が低下した(43-79%)ことから，唾液成
分によって付着が抑制される可能性も示唆されました。
今回の受賞を糧に，今後は本手法を他の口腔細菌やバイオ
マテリアルにも応用し，本手法をバイオマテリアルの細菌付
着性のスタンダード評価法にまで高めたいと思います。そし

中尾

加代子

（九州歯科大学健康促進科学専攻機能育成制御学講座
顎口腔機能矯正学分野）

て本研究を通して，口腔内疾患や誤嚥性肺炎等を予防できる
バイオマテリアルの開発に繋がればと思います。最後になり

第57回JADR学術大会において学術奨励賞を受賞させていた

ましたが，大学院の研究として，御指導，ご協力いただきま

だきました。受賞の対象となったのは，“Mechanical loading

した先生方に感謝申し上げます。

modulates the expression of osteoactivin in periodontal tissue” です。
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で高い，中脳黒質のドーパミン分泌細胞の変性による進行性

賞をいただいたことを大変光栄に感じております。
矯正的歯の移動は，破骨細胞による骨吸収と，骨芽細胞に

神経疾患で，振戦，筋固縮，無動，姿勢反射障害が4大症候と

よる骨形成による骨リモデリングにより生じ，歯根膜がその

されています。また，病状の進行の程度に関わらず，患者の

骨代謝を調節するキーファクターであることがこれまでに分

半数以上に摂食嚥下障害が存在し，その障害に起因した肺炎，

かっています。我々は，この矯正的歯の移動時の骨リモデリ

窒息，栄養障害などが同疾患患者の死因に直結していること

ングの解析をテーマとして，研究を行っています。本研究では，

から，本疾患に関連した顎口腔機能の変化の解明は患者の

骨形成因子であるosteoactivin（OA）について着目しました。

QOLのみならず，生命維持機能を向上する上でもきわめて重

OAは，2001年に大理石病のモデルラットより，その原因遺

要であると言えます。しかし従来の本疾患に関する研究は，

伝子として分離同定された分子であり，当初は骨芽細胞の骨

四肢の筋肉に関連したものが多く，咀嚼筋に関する研究はほ

形成を促進する分子であると考えられていましたが，骨組織

とんど行なわれていません。そこで私は現在，徳島大学口腔

以外からもホモログ分子が見つかっており様々な働きがある

顔面矯正学分野の博士課程において，パーキンソン病モデル

ことが分かってきました。OAの働きとしては，骨芽細胞の分

ラットを用いて本疾患が咀嚼筋活動ならびに咀嚼筋性状に及

化および骨形成促進，破骨細胞の形成促進，ガン細胞の転移

ぼす影響について運動生理学的及び免疫組織学的に研究を進

抑制，線維芽細胞の増殖抑制などが報告されています。今回

めています。本大会ではパーキンソン病の発症の前後に，テ

我々は，歯周組織の骨代謝におけるOAの働きについて解明す

レメトリー装置を用いて，咬筋，側頭筋，顎二腹筋の咀嚼筋

るために，in vivoとin vitroでメカニカルストレス下の歯周組織

活動を測定した結果，筋の種類によって影響のあらわれ方に

におけるOAの発現にについて調べました。

違いがあること，活動レベルによっても活動量の低下率に差

矯正的歯の移動を生じたラット歯周組織において，OA免疫

があること，さらにはこのような筋活動への悪影響が咀嚼嚥

陽性破骨細胞が圧迫側で認められ，また一方で，多くのOA免

下障害を起こす一つの原因と考えられることを報告いたしま

疫陽性骨芽細胞が牽引側で観察されました。OAは，歯根膜線

した。現在，パーキンソン病の治療には薬物療法が主として

維芽細胞，骨芽細胞，破骨細胞に発現しており，また機械的

施されている一方で，治療薬の一つである抗コリン薬は唾液

な負荷によって，骨芽細胞や歯根膜線維芽細胞におけるOAの

の分泌を抑えることから，口渇，ドライマウスを生じ，摂食

遺伝子発現が減少しました。さらには，遺伝子レベルと免疫

嚥下障害の重症化を招くこともあると言われています。本研

染色の結果の相違より，OAがシェディングを受け，オートク

究の結果が，今後パーキンソン病患者に特化した口腔機能リ

ライン調節を介して作用している可能性が示されました。今

ハビリテーション法の開発などの臨床応用の一助になるよう

後は，OAの活性化のメカニズムの解析を行い，歯周組織の骨

努力したいと考えています。
学生という立場での研究活動でこのような賞を賜りました

リモデリングの解明の一助となるよう更なる研究を進めてい

ことは，私自身の研究活動への意欲向上へとつながり，今後

く所存です。
今回の学会では，受賞のみならず，多くの先生方から知識

も研鑽を重ねてまいりたいと思っております。最後になりま

やアドバイスを享受することができ，また中国で行われたこ

したが，本研究に日頃から暖かくご指導くださり，発表の機

とで海外の先生方との交流もあり非常に有益でした。多くの

会を与えてくださった徳島大学田中栄二教授，川合暢彦先生，

方が私の研究に興味を持って下さったということが，研究し

広島大学丹根一夫教授，北山友也先生，渡邉峰朗先生，佐野

ていく中で，私の心の支えとなります。今回の受賞を，これ

良太先生にこの場をお借りしまして心より御礼を申し上げま

からの研究の励みにとし，今後とも歯科医学に貢献できるよ

す。

あたり，御指導いただきました九州歯科大学

後藤哲哉准教

授，ならびに共同研究者の方々に，心よりお礼申し上げます。

中村

彩花

（徳島大学大学院口腔科学教育部口腔顎顔面矯正学分野）
この度，武漢で行われた2009年度JADR総会・学術大会にお
きまして学術奨励賞を受賞することができ，大変光栄に思う
とともに心から感謝をしております。
今回「Masticatory muscle activity in a rat model of Parkinsonʼ s
disease 」というタイトルで発表いたしました。パーキンソン
病は発症頻度が脳の変性疾患の中でアルツハイマー病に次い
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う，尚一層努力してまいりたいと思います。本研究の遂行に

Ⅲ．JADR 企画シンポジウム報告
1 ．JADR企画シンポジウム統括報告

世話人

花田 信弘（鶴見大学歯学部探索歯学講座）
前田 伸子（鶴見大学歯学部口腔細菌学講座）

平成21年度11月21日にJADR 主催，日本歯科医学会の共催で
開催された2009JADRシンポジウム『特定保健食品と口腔保健』
が無事に終了しました。
連休の初日にも関わらず多くの方にご参加いただきました。
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13:40 ~ 14:05 「特定保健用食品開発における課題と展望」
尾崎

俊雄 先生

（厚生労働省 医薬食品局食品安全部

関連，コレステロール関連などに広がり，現在，11の用途が

新開発食品保健対策室）

認められている。

14:05 ~ 14:30 「特定保健用食品開発（う蝕）の課題と展望」
高橋

信博 先生

っている。保健の用途としては，これまでは，
「むし歯の原因

口腔生物学講座口腔生化学分野）

になりにくく，歯を丈夫で健康にする食品」が認められてい

14:30 ~ 14:55 「特定保健用食品開発（歯周病）の課題と展望」
聰 先生

んでおり，介護予防への重点的な取り組みも行われている。

分子病態口腔科学専攻）

介護予防における口腔機能の向上なども強く求められており，

15:10 ~ 15:35 「歯科領域の新たな評価系について」

今後とも，歯関連の用途の拡大が期待される。

奬 先生
（許可権限の消費者庁への移管）

（鶴見大学歯学部探索歯学講座）
15:35 ~ 16:50

たが，本年度には，「歯を支える歯茎の健康を保つ」食品も新
たに認められたところである。わが国は，急速に高齢化が進

（大阪大学大学院歯学研究科

今井

歯関連では，
「パラチノース」，「マルチトール」，「エリスリ
トール」等の成分が許可済みであり，許可件数も約70件とな

（東北大学大学院歯学研究科

雫石

特定保健用食品の市場規模を保健の用途別にみると，まず，
「整腸」関連の許可からスタートしたが，その後，血圧関連，
「歯」

特定保健用食品については，従来，厚生労働省食品安全部

総合討論

が所管していたが，本年9月の消費者庁の創設以降，その権限
それぞれの講演のあとの討論も,総合討論は予定時間を若干

がすべて消費者庁に移管されたところである。これにより，

延長して,活発に行われました。今後,このシンポジウムのプロ

従来は，公衆衛生行政を担う厚生労働省が，「公衆衛生」の観

シーディングスを平成２１年度内に作成する予定で準備を進

点から特定保健用食品の許認可業務を行ってきたが，今後は，

めています。このプロシーディングスが新しく特定保健用食

消費者の立場で行政を行う消費者庁が，これまでの公衆衛生

品（トクホ）を所管することになった消費者庁における科学

の観点に加え，
「消費者目線」で特定保健用食品の許認可業務

的評価に貢献することにつながれば幸いです。

を行うこととなっている。
ただし，具体的な許認可の事務の流れは従前とほぼ同様で
あり，医師・歯科医師・薬剤師等の専門家を中心とした審議
機関（消費者委員会・新開発食品部会）での有効性と安全性
に関する審議，内閣府食品安全委員会での安全性に関する審
議，消費者委員会での審議を経て，消費者庁が許認可を行う
こととなる。
（歯関連を含めた特定保健用食品を取り巻く状況と検討会の設置）
歯関連の特定保健用食品の品目や用途は年々拡大してきて
おり，高齢化に伴う口腔領域の重要性と相まって，今後，新
たな特定保健用食品の開発・推進が期待されている。特定保
健用食品の許認可に当たっては，ヒト試験など一定の人的・
資金的負担が必要となるが，全国の研究機関等でも開発の取

JADR 企画シンポジウム

り組みの推進が見られるほか，最近は，国による支援事業（農

２ ．特定保健用食品開発における課題と展望

商工連携事業）等も行われている。
一方で，本年秋に，特定保健用食品の許可を受けた花王エ

尾崎 俊雄
（消費者庁政策調整課

企画官（食品・医薬品担当））

コナ製品の安全性の問題が発生し，事業者より，同製品の許
可の失効届が提出されたところである。また，この事案を受
けて，消費者庁において，特定保健用食品を含めた健康食品

（特定保健用食品の状況）
現在，国民の健康に対する関心の高まりに伴い，特定保健
用食品の市場は年々広がりを見せている。1993年には13品目
の許可でスタートしたが，年々品目数・市場規模が拡大し，

の表示のあり方についての「検討会」を設置し，今年度内に
論点整理を行い，22年度より消費者委員会で制度のあり方に
ついて検討を行っていくこととなっている。
特定保健用食品についての消費者の関心も高まっており，

2008年には，品目数が800を超え，市場規模も7,000億円程度ま

今後，事業者や消費者の意見等も十分踏まえた上で，制度の

で拡大している。

あり方についての検討がなされることが求められる。
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３ ．特定保健用食品開発（う蝕）の課題と展望

トクホ食品制度は他国にはない食品検定・認可システムで
あり，安全性と機能性を兼ね備えた食品を，日本国内のみな

高橋 信博
（東北大学大学院歯学研究科 口腔生物学講座口腔生化学分野）

らず世界に供給できる可能性をもつ。とくに，う蝕予防食品
については，すでに国際ラベルとして実績のあるTIと連携す
ることで国際化が可能であり，経済発展にともないう蝕増加

1991年，厚生労働省にて特定保健用食品（トクホ食品）制

が著しいアジア諸国への大きな貢献となろう。

度が制定され，歯科用トクホ食品として「う蝕予防食品」が

食品はすべて口腔から摂取することから，健康増進への寄

初めて市場にあらわれた。当時，すでに国際トゥースフレン

与を目的とするトクホ食品は，少なくともう蝕などの口腔疾

ドリー協会（Toothfriendly International; TI）が，間食として食

患の発症や増悪の原因とならないことが必要である。例えば，

する菓子を対象に「歯に信頼」マーク（図1）を付けた「う蝕

トクホ食品のうち間食に近い食べ方をされるものは，う蝕の

を起こしにくい食品」を市場に出しており，トクホ食品の検

原因にならないことが必須である。トクホ食品全体の開発お

定は，TFIの方法（食品摂取時にプラークpHを5.7より下げな

よび評価に対し，歯科医学がこれまで以上に積極的に関わる

いことを口腔内で電極内臓

必要がある。同時に，日本歯科医師会や日本歯科医師会が中

法にて測定）を準用するこ

心となってトクホ食品を利用したう蝕予防プログラムなどの

ととなった。その後，トク

開発に取り組むことも重要となる。

ホ食品制度の整備にともな

本講演では，う蝕予防トクホ食品の現状とその課題を，う蝕

い「新規成分を添加するこ

という疾患の特徴およびトクホ食品制度の両面から考察し，今

とで食品に新たな機能を付

後の展望について議論したい。トクホ食品に代表される健康増

加する」という機能食品の意味合いが強くなりつつある。う

進食品の応用は，歯科医療のように予防を大きな柱とする分野

蝕予防食品においても，う蝕を起こさない食品に加え，再石

では極めて重要である。本シンポジウムが，今後の口腔保健お

灰化促進など「積極的なう蝕予防機能」をもつ食品が求めら

ける歯科用トクホ食品の方向性を考える一助になればと願う。

れるようになり，検定法の整備が進められている。2007年現
在では，歯科に関するトクホ食品は58品目あるが，全てう蝕

４ ．特定保健用食品開発（歯周病）の課題と展望

予防食品であり，トクホ食品市場の約15％を占めるまでにな
っている。

雫石

ここまで比較的順調に推移してきたう蝕予防トクホ食品で

聰

（大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学教室）

あるが，その発展とともに様々な課題も顕在化してきた。
う蝕の病因論を考えた場合，現時点で最もう蝕予防に効果

歯周病は国民の多くが罹患する病気であり，いくつかの特

があるのは，
「間食としてプラークpHの低下を起こさない食品」

定の栄養素が歯周組織の健康維持や歯周病予防に有効であっ

を摂取することである。従って，う蝕予防食品の必要条件は

たという報告がなされ，今後，特定保健用食品として応用さ

間食として食した際にpH低下を起こさないことであり，再石

れることは充分期待できる。歯周組織の健康維持のためのい

灰化促進などの新規機能を付加した食品についても，前提と

わゆる機能性食品としては，プラークコントロール食品，歯

してこの必要条件を満たすことが求められる。同時に，新規

周組織の代謝改善食品や歯周組織破壊を抑制する食品などが

機能については，評価法の標準化が急がれる。

考えられる。

トクホ食品は保健機能食品の一つであり，もう一つの保健

歯周病細菌に対して抗菌作用をもつ食品としては，乳酸菌，

機能食品として「栄養機能食品」がある（図2）。後者は既に

緑茶カテキンやユーカリ葉抽出物などが，in vitroで歯周病細

機能が認められているミネラルやビタミンといった食品添加

菌の増殖を抑制することが確認されている。緑茶カテキンや

物であり，添加や摂取の仕方によっては食品に新規機能を付

プロバイオティクスを利用した乳酸菌は，ヒト臨床試験でも

加し歯科用トクホ食品とすることは可能であろう。しかし，

歯周病細菌を減少させることが認められている。また，ユー

新規機能は栄養機能食品の「効能書き」に追加することも可

カリ抽出物配合チューインガムによる無作為化比較試験

能と思われ，トクホ食品として扱うには，栄養機能食品との

（RCT）の結果では，ユーカリ抽出物配合群では歯垢の付着の

切り分けを明確にするなどの対応が必要である。

減少とともに，歯肉炎症，歯肉出血および歯周ポケットに改
善がみられた。
ビタミンC摂取不足が歯周病のリスクになることが報告され
ており，歯周組織のコラーゲン合成や多形核白血球の走化性
や貪食能にも影響し，抗酸化作用が関連するといわれている。
また，ビタミンEについても抗酸化作用により歯周病を改善す
ることが考えられる。RCT二重盲検法で行われたビタミンCと
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Eを含む錠果を摂取した研究では，アタッチメントレベルや歯

叢の網羅的検索について考察する。

周ポケットに有意の改善が認められた。コエンザイムQ10につ

エナメル質脱灰性はヒト試験では評価できないので動物試

いても，抗酸化作用やエネルギー代謝の改善による歯周病へ

験，アプライアンスを用いたヒト口腔内試験，in vitro試験で

の有効性が報告されている。一方，低カルシウム摂取も歯周

評価することになる。いずれも長所，短所を有している。我々

病のリスクになることが報告されており，また，骨粗鬆症と

はin vitroの人工口腔装置を用いた評価系を構築し，その有用

歯周病には共通の危険因子があることがわかっている。RCT

性を検討してきた。本装置は反応槽であるチャンバーと試験

二重盲検法でカルシウムと大豆イソフラボンをタブレットと

試料を供給する送液系およびpHメーターから成る。本装置に

して摂取させたところ，アタッチメントレベルや歯槽骨の獲

よりエナメル質切片と平面電極上に形成される人工バイオフ

得量で改善がみられたという。このカルシウムと大豆イソフ

ィルム量，バイオフィルム直下のpHおよびエナメル質の脱灰

ラボンを含むタブレットは，最近ハグキの健康を保つ特定保

度を評価することが可能である。これまでに代用甘味料とし

健用食品として初めて許可された。

ての有用性が動物試験で検証されているパラチノースについ

歯周組織の健康維持のための特定保健用食品は今後大いに

て本装置で評価した結果，動物試験の結果を反映するデータ

活用される可能性がある。しかし，その有効性を示すための

が得られている。これ以外の種々検討した結果も提示して本

歯周病の臨床指標やバイオマーカーをどのように選択するか

評価方法の有用性を議論する。また，歯質強化・耐酸性評価，

など試験デザインについての検討の余地も残されており，ま

再石灰化能評価にもいくつかの評価方法があるのでそれらに

た，歯周病と栄養との関連性についてのエビデンスもさらに

ついても考察する。また，細菌叢の網羅的検索については最

蓄積する必要がある。

近になり急激な進展がみられるのでそれについて議論するこ
とは意義深い。
今井

奬

（鶴見大学歯学部探索歯学講座）
特定保健用食品の制度が発足して以来，歯科領域の特定保
健用食品の認可数は右肩上がりに伸びてきている。当初はそ
れ自身が虫歯の原因にならないことをヘルスクレームとして
いたが，2000年ごろから虫歯の原因にならないことに加えて
特定の機能をもった食品が増加し続けた。特に再石灰化を促
進することをヘルスクレームとしたチューインガムが全盛と
なった。このように歯科領域の特定保健用食品はう蝕の低減

+++++++++++++++++++++++

５ ．歯科領域の新たな評価系について

Ⅳ．理事会，評議員会および総会報告
JADR 幹事

馬場

麻人

（東京医科歯科大学大学院硬組織構造生物学分野）

2009年 度 は， 理 事 会 が4回（2月23日，5月25日，8月31日，
11月21日）開催されました。
評 議 員 会 お よ び 総 会 は， 第57回JADR学 術 大 会（ 第2回

を目指した食品群によって支えられてきたが，最近になって

PAPF ／第1回APR学術大会）時に開催地である武漢（中国）

漸く歯肉の健康を目指した食品が誕生した。歯周炎の病因は

にて9月24日に開催されました。この際冒頭で評議員会成立の

う蝕よりも複雑であり，それだけに素材開発のターゲットも

ための定足数を満たしていることが確認され，また柴田俊一

多彩で，多方面からのアプローチの可能性を秘めている。口

先生（北海道医療大学）が議事録署名人として選出されました。

臭の低減もそのターゲットの一つであろう。

本会は年度途中のため，事業・会計報告は中間報告として行

口腔内において機能性食品の活躍する場面は多い。そのた

わ れ ま し た の で， 会 計 決 算 報 告 に つ き ま し て は， 今 回 の

め機能評価の方法も種々考えられる。う蝕の低減に関しては，

Newsletter（2010年1号）にて別途ご報告させていただいており

エナメル質の脱灰性の評価，う蝕原性細菌制御の評価，エナ

ます。

メル質再石灰化能の評価，歯質強化・耐酸性の評価等が考え
られる。また，歯周炎の低減に関しては，歯周病原性細菌制

以下評議員会および総会において決定された2010年度の事
業計画などについて報告いたします。

御の評価，口臭物質の定量的評価，口臭物質産生阻害活性の
評価，歯周組織の健康度評価，生化学的マーカーに依る評価
等が考えられる。さらに口腔内細菌叢の改善に関しては，病

1）2010年度事業計画
以下の2010年度事業計画が提案され承認されました。
：

4回開催（1, 5, 8, 11月）

原性細菌叢を非病原性細菌叢へ転換するための方法，例えば

理事会

プロバイオティクス，あるいはプレバイオティクスの有効性

評議員会・総会 ：

第58回学術大会開催時（11月）

の評価等も考えられ，そのためには口腔内細菌叢の網羅的検

学術大会

第58回学術大会（11月）九州歯科大学キ

：

索も必要となる。このように口腔内における機能評価は多岐
にわたるため，本講演では主にエナメル質脱灰性の評価，エ
ナメル質再石灰化能の評価，歯質強化・耐酸性の評価，細菌

ャンパスにて開催
各種委員会 ：

学術奨励賞選考委員会の設置，倫理委員
会準備会開催

2010-1
Newsletter

：

年2回発行（3月，9月発行予定）

Mail News

：

年4回程度を予定
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事業年度と会計年度を2010年度から一致させるための移行
期にあたる2009年10月1日〜2009年12月31日の2009年度移行期

日本歯科医学会理事会出席（陪席）

会計予算（案）ならびに2010年度会計予算（案）が提案され，

次期副会長選挙

満場一致で承認されました。

KADR学術大会へ講師派遣
IADR 2010年度評議会へ役員派遣

4）会則の改定

APR 2010年度運営委員会へ役員派遣

会則第3章第5条および第4章第14条の改訂案が提案され，高

2010年度および2011年度 Hatton Award候補者選考

野会長より会則改定までの経緯および改訂箇所の説明があり，

IADR各種Committee委員へJADR会員推薦

原案が満場一致で承認されました。また，村上副会長より，

IADR本部へJADR Annual Report提出

終身会員規定改訂までの経緯および改訂箇所について資料を
もとに説明があり，原案ならびに本規定改定に伴う移行措置

2）事業年度と会計年度の統一

（案）が満場一致で承認されました。（下記会則改定参照）

JADRの事業年度（1月1日〜12月31日）と会計年度（10月1
日〜翌年9月30日）の不一致のために生じる様々な不都合を解

5）終身会員推挙

消するため，2010年度より会計年度を事業年度に一致させる
ことが提案され，満場一致で承認されました。

会則に従って，以下の会員（敬称略）が理事会より終身会
員として推薦され，評議員会および総会において承認されま
した。

3）2009年度移行期会計予算（案）および2010年度会計予算（案）

浜田

泰三

について

会則改定（太字が現行からの変更部分）
Ⅰ．会則改定
＜現行＞
第3章

＜改定案＞
会

員

第3章

会

員

第5条

第5条

正会員および学生会員になろうとする者は入会時所定の事

正会員および学生会員になろうとする者は入会時所定の事

項を記入し、当該年度の JADR 会費と IADR 会費を共に

項を記入し、当該年度の JADR 会費と IADR 会費を共に

IADR 事務局に提出しなければならない。日本国内に居住す

IADR 事務局に提出しなければならない。日本国内に居住す

る IADR 会員は必ず JADR に加入しなければならない。

る IADR 会員は必ず JADR に加入しなければならない。
終身会員になろうとする者は、別に定める条件をみたし、
かつ所定の事項を記入し IADR 事務局に提出しなければな
らない。（追加）

第4章

資産および会計

第4章

資産および会計

第 14 条

第 14 条

本会の事業年度は毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日とする。

本会の事業年度および会計年度は毎年 1 月 1 日から同年 12

ただし、会計年度は毎年 10 月 1 日から、翌年 9 月 30 日ま

月 31 日とする。

でとする。
Ⅱ．終身会員規定改定
＜現行＞

＜改定案＞

会則第 4 条 4 に定める終身会員は次の各号に該当するもの

会則第 4 条 4 に定める終身会員は次の各号に該当するもの

とし、現職を辞した者とする。

とし、現職を辞した者とする。

1.

正会員として 25 年以上活躍した者

1.

IADR/JADR 正会員として 25 年以上活躍した者

2.

本会の発展に著しく貢献した者

2.

本会の発展に著しく貢献した者
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Ⅴ．会計報告

会計理事

（2009 年度決算，2009 年度移行期予算，2010 年度予算）

高橋

信博

2009 年度決算報告，2009 年度移行期予算ならびに 2010 年度予算案の承認につきましては，2009 年度 JADR 総会（2009 年 9 月
24 日開催）におきまして，下記に記載します誌上での報告をもって代えることが了承されております。なお，2009 年度決算につ
きましては，2009 年 11 月 4 日付けで監査を受け，承認されましたことを，併せてご報告いたします。

国際歯科研究学会日本部会2009年度決算
（2008年10月1日〜2009年9月30日）
一

般

会

【収

計

入】
2009年度予算 2009 年度決算

執行率

備

考

会 費
正会員

8,509,900
7,072,750

9,402,308
7,692,341

110.49%
108.76%

09 度分 1,472 名，08 年度分 118 名

学生会員

187,150

249,967

133.57%

09 度分 169 名，08 年度分 90 名

年

部会員

410,000

580,000

141.46%

09 度分 80 名，08 年度分 11 名，07 年度分 25 名

賛助会員

840,000

880,000

104.76%

09 年度分 9 社 40 口 ,08 年度分 2 社 4 口

800,000

100.00%

800,000

日本歯科医学会補助金
IADR 大会分配金
雑 収 入

1,000,000
1,000

2,255,527 225.55%
87,596 8759.60%

小
計
前年度繰越金

10,310,900
14,206,459

12,545,431
14,206,459

121.67%
100.00%

合
計
会費納入会員数（延人数）

24,517,359
1,778 人

26,751,890
1,730 人

109.11%

2009 年度予算 2009 年度決算

執行率

【支

出】
500,000
560,000

通 信 費
Newsletter 印刷費
総会案内等印刷・郵送費
理事会・監査費
事

2009 年度補助金
Toronto 大会
利息

務

費

プラーク作製費
JADR 大会補助金
特別講演謝金
国際渉外費

419,864
572,985

83.97%
102.32%

備

考

会費請求，Newsletter，事務通信費
Newsletter2 回

400,000

0

0.00%

1,900,000

1,063,101

55.95%

理事会 4 回，会計監査

750,000

661,575

88.21%

コピー・印刷費，封筒代，発送事務経費，関連会議役員出張費

175,000

183,750

105.00%

2,000,000

1,000,000

50.00%

150,000

150,000

100.00%

1,440,000

1,400,931

97.29%

第 56 回総会・学術大会（5 名分）
JADR 企画シンポジウム
第 56 回総会・学術大会（5 名分）
IADR 役員接遇費，IADR 評議員会出張旅費 , KADR 講演者旅費 , JADR

50,000

50,000

100.00%

09 年分

250,000

250,000

100.00%

第 56 回総会・学術大会 (5 名分）

50,000
3,420,000

77,637
3,405,969

155.27%
99.59%

第 57 回学術大会海外送金手数料，振込手数料
会員，会計，庶務，Hatton 審査，奨励賞審査 , HP 管理・ML 配信

小
計
次年度繰越金

11,645,000
12,872,359

9,235,812
17,516,078

79.31%
136.08%

合

24,517,359

26,751,890

109.11%

日本歯科学系学会連絡協議会
奨励賞副賞
雑
費（予備費）
事務委託費

特

計

別

会

計

『将来事業計画基金』
【収

【支

入】
2009年度予算 2009年度決算

出】
2009年度予算 2009年度決算

執行率

15,335

1533.50%

小
計
次期繰越金

1,000
26,967,333

15,335
26,967,333

1533.50%
100.00%

合

26,968,333

26,982,668

100.05%

15,335

1533.50%

一般会計へ繰入金

小
計
前期繰越金

1,000
26,967,333

15,335
26,967,333

1533.50%
100.00%

合

26,968,333

26,982,668

100.05%

計

執行率

1,000

1,000

受取利息

計

2010-1
財 産 目 録
＜一般会計＞

（単位：円）

（資産の部）普通預金
普通預金
郵便振替
未収入金
仮払金
前渡金
資

東京三菱銀行江坂支店
住友信託銀行千里中央支店
日本郵政公社
特別会計 普通預金利息
プラーク制作費
産 合 計

13,254,545
61,796
4,515,000
815,335
315
36,750
18,683,741

（負債の部）未払金
負 債

普通預金利息
計

合

09年度業務委託費
372,309
Newsletter2009-2制作費、発送費他 790,454
前受会費 2010年度以降前受会費分
5,000
負 債 合 計
1,167,763

（負債の部）未払費用

＜特別会計＞ 将来事業計画基金
（資産の部）普通預金 三井住友銀行江坂支店
定期預金 三井住友銀行江坂支店
定期預金 東京三菱銀行江坂支店
定期預金 住友信託銀行千里中央支店
資 産 合 計

1,982,668
5,000,000
10,000,000
10,000,000
26,982,668

国際歯科研究学会日本部会2009年度移行期（10月１日〜12月31日）予算
（2009年10月1日〜2009年12月31日）
【収

入】

年

会 費
正会員
学生会員
部会員
賛助会員
日本歯科医学会補助金
IADR大会分配金
雑 収 入
小
計
前年度繰越金
合
計
会費納入会員数（延人数）

【支

9

2009年度移行期予算 2008年度決算

2007年度決算

0
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
17,516,078
17,517,078
0人

11,372,759
9,683,652
239,107
650,000
800,000
800,000
2,776,360
21,714
14,970,833
11,181,082
26,151,915
1,988人

9,564,970
7,850,769
139,201
655,000
920,000
800,000
1,263,217
80,027
11,708,214
15,273,689
26,981,903
1,759人

備

考

銀行利息

出】

通 信 費
Newsletter 印刷費
総会案内等印刷・郵送費
理事会・監査費
事 務 費
プラーク作製費
JADR大会補助金
特別講演謝金
国際渉外費
次期会長選挙費
日本歯科学系学会連絡協議会
奨励賞副賞
雑
費（予備費）
事務委託費
小
計
次年度繰越金
合
計

2009年度移行期予算 2008年度決算

2007年度決算

備

40,000
0
0
150,000
100,000
40,000
0
0
0
―
0
250,000
20,000
837,000
1,437,000
16,080,078
17,517,078

428,347
575,400
399,988
1,694,797
729,077
0
2,500,000
0
1,201,469
0
50,000
0
26,025
3,273,123
10,878,226
15,273,689
26,151,915

日常事務通信費（10-12月）

400,454
490,140
397,667
2,076,316
789,146
110,250
2,500,000
150,000
1,126,850
1,021,971
50,000
200,000
34,032
3,428,618
12,775,444
14,206,459
26,981,903

考

総会案内等印刷・郵送費
理事会（1回），監査
コピー代/諸印刷費（10-12月）
第57回総会・学術大会（1名分）

第57回総会・学術大会（5名分）
会員管理，会計，庶務，HP管理・ML配信

15,335
15,335
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『将来事業計画基金』
【収
入】

【支

出】

2009年度移行期予算 2008年度決算 2007年度決算

2009年度移行期予算 2008年度決算 2007年度決算

0

17,189

3,681

0

17,189

3,681

小
計
前期繰越金

0
26,967,333

17,189
26,967,333

3,681
26,967,333

小
計
次期繰越金

0
26,967,333

17,189
26,967,333

3,681
26,967,333

合

26,967,333

26,984,522

26,971,014

合

26,967,333

26,984,522

26,971,014

受取利息

計

一般会計に繰入支出

計

国際歯科研究学会日本部会2010年度予算
（2010年１月１日〜2010年12月31日）
【収

入】

年

会 費
正会員
学生会員
部会員
賛助会員
日本歯科医学会補助金
IADR大会分配金
雑 収 入
小
計
前年度繰越金
合
計
会費納入会員数（延人数）
【支

2010年度予算 2008年度決算 2007年度決算
備
考
8,264,000
9,564,970
11,372,759
6,345,000
7,850,769
9,683,652 1,410名
144,000
139,201
239,107 160名
435,000
655,000
650,000 87名
840,000
920,000
800,000 10社41口
800,000
800,000
800,000
1,150,000
1,263,217
2,776,360 Miami大会
1,000
80,027
21,714
10,215,000
11,708,214
14,970,833
17,516,078
15,273,689
11,181,082 ＊2009年度決算の前年度繰越金額
27,731,078
26,981,903
26,151,915
1,667人
1,759人
1,988人

出】

通 信 費
Newsletter 印刷費
総会案内等印刷・郵送費
理事会・監査費
事 務 費
プラーク作製費
JADR大会補助金
特別講演謝金
国際渉外費
次期会長選挙費
日本歯科学系学会連絡協議会
奨励賞副賞
JADR Travel Award副賞
雑
費（予備費）
事務委託費
小
計
次年度繰越金
合
計

2010年度予算 2008年度決算 2007年度決算
備
考
500,000
400,454
428,347 会費請求（2回）･Newsletter（2回），日常事務通信費
560,000
490,140
575,400
400,000
397,667
399,988 総会案内等印刷・郵送費
2,000,000
2,076,316
1,694,797 理事会（4回），監査, Hatton二次審査会（2回）
750,000
789,146
729,077 コピー代・印刷費 ，封筒代，発送事務経費，関連会議役員出張費
150,000
110,250
0 第58回総会・学術大会（3名分）
2,500,000
2,500,000
2,500,000 第58回総会・学術大会
150,000
150,000
0 第58回総会・学術大会（3名分）
1,170,000
1,126,850
1,201,469 IADR評議会旅費，KADR講演者旅費，IADR会長・来賓接遇費
1,000,000
1,021,971
0
50,000
50,000
50,000 2010年度会費
250,000
200,000
0 第58回総会・学術大会（5名分）
150,000
−
−
50,000
34,032
26,025
3,420,000
3,428,618
3,273,123 会員，会計，庶務，Hatton審査，奨励賞審査, HP管理・ML配信
13,100,000
12,775,444
10,878,226
14,631,078
14,206,459
15,273,689
27,731,078
26,981,903
26,151,915

『将来事業計画基金』
【収

【支

入】
2010年度予算 2008年度決算 2007年度決算
1,000
17,189
3,681

受取利息

出】
2010年度予算 2008年度決算 2007年度決算

一般会計に繰入支出

1,000

17,189

3,681

小
計
前期繰越金

1,000
26,967,333

17,189
26,967,333

3,681
26,967,333

小
計
次期繰越金

1,000
26,967,333

17,189
26,967,333

3,681
26,967,333

合

26,968,333

26,984,522

26,971,014

合

26,968,333

26,984,522

26,971,014

計

計
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大会長

西原

達次

( 九州歯科大学健康増進学講座感染分子生物学分野 )

日

程：平成22年11月20日（土）学術大会，会員懇親会
11月21日（日）学術大会
会 場：九州歯科大学キャンパス
〒803-8580 北九州市小倉北区真鶴2-6-1
概 要：IADR会長講演
KADR会長講演
特別講演 (Microbiological research, such as quorumsensing signaling)
シンポジウムⅠ
1）Front Line of Oral Biology Research (RUNX research) 」
2）Oral Care and Oral Health
シンポジウムⅡ
1）Firm Bridge between Dentistry and Bio-sensing Technology

++++++++++++++

Ⅶ．第 88 回 IADR 総 会・ 学 術 大 会
（Barcelona, Spain）のレポーター募集

ご 存 知 の と お り2010年7月14日（水）〜17日（土），Barcelona
(Spain) で第88回IADR総会・学術大会が開催されます。つきま
しては，JADR 会員の先生方からIADR 大会の様子など9月発
行予定のJADR Newsletter第2号にご紹介いただきたくご案内い
たします。総会へ初めて参加される方からでも大歓迎です。
レポーターをお引受けいただける先生は，大会報告を7 月31
日（土）までに事務局へお送り下さい。多数お待ちしております。
字
数：1200字程度
締切：7 月31日（土）
執筆内容：第88回IADR Barcelona大会に各自が参加した分野の
報告。シンポジウム，ポスター，口頭発表などか
ら自由に記載（過去のニュースレター参照）
原稿送付方法：TEXT fileかMS WORDで，E-mailにて事務局へ
送付

Ⅷ．Hatton Award 応募候補者（2011 年度
IADR, San Diego, Calif., U.S.A.）の募集

2011年度のHatton Award応募候補者を募集します。
応募ご希望の方は5月以降にHPに掲載します応募要領をご覧
の上ご応募下さい。応募募集は5月下旬頃より開始する予定です。
本賞は第10代IADR会長Edward Hatton博士の功績をたたえて
設けられた若手研究者を顕彰するための賞です。応募カテゴ
リ ー は，Junior部 門，Senior- Basic Science部 門，SeniorClinicalResearch部門の3部門です。各Divisionから推薦を受けた
候補者は第87回IADR総会の前日に行われるHatton Award本選
にてPoster-Discussion形式での審査を受け，各部門上位2名が順
位付けで受賞者に選ばれます。
なお，各部門への応募資格と研究内容の区分は，以下のよ
うになります。
Junior 部門：
歯学部学生による研究発表です。歯学部在籍中に行った研究
が対象となります。基礎研究，臨床研究を問いません。
Senior 部門：
大学院在籍者，研究生，専攻生等による研究発表です。
博士号既得者の場合，本選時に博士号取得後3年以内であれば
応募できます。
Senior 部門は，下記2つの分野に分かれます。
・Basic Science Research: Involving laboratory or animal research
・Clinical/Pre-clinical Research：Involving research on human
subjects and/or epidemiologic studies

+++++++++++++++++++++

準備事務局 九州歯科大学健康増進学講座感染分子生物学分野内
北九州市小倉北区真鶴2-6-1
電 話 093-285-3052
ＦＡＸ 093-581-4984
準備委員長 柿木 保明 e-mail:kakinoki@kyu-dent.ac.jp
（九州歯科大学生体機能制御学講座摂食機能リハビリ
テーション学分野）
詳細は，JADRホームページ(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jadr/)にてお
知らせします｡

++++++++++++++

+++++++++++++++++++++

Ⅵ．第 58 回国際歯科研究学会日本部会
(JADR) 総会 ･ 学術大会のご案内

11

Ⅸ．研究，学究活動における倫理的基準
の維持，不正行為の防止について
JADR 会長
JADR倫理委員会準備会

委員長

髙野 吉郎
大谷 啓一

日頃より会員の皆様には研究，学究活動を真摯に行ない，信
頼される研究業績を上げられていると拝察いたします。しかし
ながら先般，本会会員であった研究者の研究，学究活動内容に
重大な不正行為，疑義が生じ，所属機関より処分される事態が
起こりました。JADR会員は親組織であるIADR会員でもあり
IADR倫理綱領＊を規範として研究・学究活動を行なうことが
求められております。それによれば研究，学究活動における正
確性，信頼性，誠実性など倫理的基準を十分なレベルに維持す
ることに努めるとされています。JADR会員の皆様にはIADR倫
理綱領の趣旨を十分にご理解の上，研究，学究活動における不
正行為の防止に協力頂くようお願いいたします。
＊IADR倫理綱領（Code of Ethics）は
http://www.iadr.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3562
に掲載されています。現在理事会にて邦訳を準備中です。
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settlement of accounts / inspection )
8

Ⅵ．第 58 回国際歯科研究学会日本部会 (JADR) 総会 ･ 学術大
会のご案内
11

Ⅵ．Announcement of the 58th JADR General Session
Dr. Tatsuji Nishihara: The Chairman of the 58th JADR
General Session
11

Ⅶ．第 88 回 IADR 総会・学術大会（Barcelona, Spain）のレポ
ーター募集
11

Ⅶ．Call for Reports of the 88th IADR General Session in
Barcelona
11

Ⅷ．Hatton Award 応募候補者（2011 年度 IADR, San Diego,
Calif., U.S.A.）の募集
11

Ⅷ．Call for the Hatton Awards Competitors of the 89th IADR
General Session in San Diego, Calif., U.S.A. (2011) from
JADR
11

Ⅸ．研究，学究活動における倫理的基準の維持，不正行為の
防止について
11

Ⅸ．The maintenance of ethical standards in research by
investigators, and the prevention of unethical conduct
11

●編集後記●
今回も多くの先生方の協力を得て JADR Newsletter 2010-1 号を皆様にお届けすることができました。武漢での第 1 回 APF 学術会
議，鶴見大学で開催されました JADR 企画シンポジウムの様子等，その活気を紙面から感じ取っていただけたなら幸いです。多く
の学会で経験することですが，限られた時間枠で多くの演題を処理しようとするため，質疑応答に十分な時間を割くことが出来な
くなっています。せっかく全国から，世界から，興味を同じくする研究者が集まっているのに，残念に思われることが少なくあり
ません。例えば Gordon Research Conference のような雰囲気を JADR の学術大会やシンポジウムで再現できないだろうか、、、とふ
と考えたりします。会員の先生方はどのようにお考えになるでしょうか。JADR では，学際性を考慮しつつ様々な新しい取り組み
を始める用意があります。多くの先生方からのご提案を心よりお待ちしております。
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