SCADA Japan 現在・過去・未来
－創立１０周年を迎えて－

関根 陽平，有井 丈朗，名護 太志，
築山 有紀，石田 陽子，金親 あや乃，
信川 真智子（SCADA Japan）

What is SCADA Japan ?
• アメリカを中心に世界各国で行われている
SCP/SCRP大会に参加した学生は，同窓会組
織SCADA（本部はアメリカ）に加入することが
できます。そして会員は世界各地で学術交流
の輪を広げています。
• その中で，日本におけるSCADAのメンバーは，
1999年に世界で初めてのSCADA国別組織と
して，SCADA Associates in Japan（略称：
SCADA Japan）を結成しました。現在，その会
員数は150名を超えています。

How to become a member ?

入会要件はただ１つ！ SCRPに出場することです

History of SCP and SCRP
• スチューデント・クリニシャン・プログラム（SCP）の歴史の始まりは1959年に遡り
ます。1959年に米国歯科医師会（ADA）が，創立100周年を迎えるにあたって，
当時の理事Dr. ハロルド・ヒレンブランドがデンツプライ・インターナショナル社の
社長ヘンリー・ソーントンに対し，歯科学生による研究の実践発表という斬新で
意義ある記念企画の後援を依頼したのがこのプログラムの始まりです。以来，
一度の中断もなくADAの事業として継続されています。
• スチューデント・クリニシャン・プログラム（SCP）とは，歯学部学生による研究成
果の発表と実演の大会のことです。日本では1995年に第1回大会が行われ、以
降毎年8月に日本歯科医師会主催およびデンツプライインターナショナルインク
後援にて東京で行われております。2007年よりその名称がSCRP（スチューデ
ント・クリニシャン・リサーチ・プログラム）へと変更されました。
• SCP/SCRPではテーブルクリニック方式で英語にて発表が行われます。
日本代表選抜大会優勝者には米国歯科医師会総会にて発表する機会が与え
られ，2位から3位までの入賞者には賞金が授与されています。
• 現在では，カナダ・イギリス・アイルランド・オーストラリア・ニュージーランド・香
港・台湾・シンガポール・ドイツ・オーストリア・スイス・ノルウェー・スウェーデン・
デンマーク・フィンランド・アイスランド・オランダ・インド・日本・フランス・タイ・韓
国・南アフリカと，世界中で開催国が増えています。

Winners of
JDA/DENTSPLY SCRP 2008
優

勝：會田

悦子 さん

日本大学松戸歯学部 5年生
携帯電話とパソコンを利用したブラッシング効果の判定

第２位：眞島

いづみ さん

北海道医療大学歯学部 5年生
天然精油によるデンタルユニット洗浄システムの開発

第３位：山崎

優勝

第２位

加惠 さん

東京歯科大学 5年生
高齢者における誤嚥性肺炎予防のための口腔衛生評価法の開発

第３位

SCRP in ADA’s 2008
Annual Session

私にとって今回が始めての海外で，渡米前は不安の方が大きく感じられました。
しかし，一歩外に出てみれば，もうそんな不安は一切なく，忙しいながらも大会を楽しむ
ことができました。ここで得た沢山の仲間や経験が，私にとって大切な宝物で，また私を
成長させてくれる良い機会であったと確信しています。
（會田 悦子）

The History of SCADA Japan
1999年：黒田 俊太郎 代表
8月25日 設立
8月25日 第5回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション
ホームページを開設
2000年：奥村 哲 代表
5月
日本歯科医学会総会でのSCPプロモーション
6月
日本補綴歯科学会にてSCPプロモーション
6月
日本歯科医学教育学会にてSCPプロモーション
6月
日本小児歯科学会にてSCPプロモーション
8月
第6回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション
2001年：河野 智子 代表
6月
日本補綴歯科学会にてSCPプロモーション
8月
第7回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション
2002年：駒林 卓 代表
1月
SCADA Japan会則（和文 / 英文）を制定
8月
第8回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション
11月
第1回Reunionを開催し、学術セミナー等を行う
2003年：石田 陽子 代表
8月
第9回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション
11月
第2回Reunionを開催し、学術セミナー等を行う

2004年：中富 満城 代表
4月
関西友の会
8月
第10回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション及び懇親会
10月
日本歯科医学会総会でのSCPプロモーション
10月
第3回Reunionを開催し、学術セミナー・懇親会等を行う
2005年：八幡 誠 代表
4月
関西友の会
8月
第11回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション及び懇親会
11月
第4回Reunionを開催し、学術セミナー・懇親会等を行う
2006年：金親 あや乃 代表
8月
第12回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション及び懇親会
11月
第5回Reunionを開催し、学術セミナー・懇親会等を行う
2007年：関根 陽平 代表
8月
第13回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション及び懇親会
11月
第6回Reunionを開催し、学術セミナー・懇親会等を行う
2008年：有井 丈朗 代表
8月
第14回SCP日本代表選抜大会でのSCPプロモーション及び懇親会
11月
第21回日本歯科医学会総会にて，ポスター発表を行う

http://www.scadaresearch.org
http://www.scada‐japan.org

The number of participating dental schools
～Legends of JDA/DENTSPLY SCRP～
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参加回数

日本歯科大学新潟生命歯学部

14/14回

日本大学歯学部

13/14回

広島大学歯学部

11/14回

東京医科歯科大学歯学部

10/14回

日本歯科大学生命歯学部

10/14回

日本大学松戸歯学部

10/14回

大阪大学歯学部

10/14回

明海大学歯学部

10/14回

大阪歯科大学

10/14回

徳島大学歯学部

10/14回

朝日大学歯学部

9/14回

鶴見大学歯学部

9/14回

鹿児島大学歯学部

9/14回

新潟大学歯学部

9/14回

北海道大学歯学部

8/14回

神奈川歯科大学

8/14回

東京歯科大学

8/14回

岡山大学歯学部

6/14回

昭和大学歯学部

6/14回

北海道医療大学歯学部

6/14回

愛知学院大学歯学部

6/14回

奥羽大学歯学部

5/14回

松本歯科大学

5/14回

九州大学歯学部

4/14回

長崎大学歯学部

4/14回

福岡歯科大学

3/14回

岩手医科大学歯学部

3/14回

九州歯科大学

3/14回

東北大学歯学部

0/14回

2008年の参加は18校でした。2009年はより多くの大学からの参加をお待ちしています。

Where are we today?
イギリス
中富 満城（6期）

九州
有井
坂口
篠崎
川崎
山手
緒方
梅田
谷木
横田
野村
有川
榎木
新垣
楠山
長野
三浦

丈朗（8期）
賢（8期）
昌一（8期）
美恵（9期）
聡子（9期）
由実(10期)
まりこ(11期)
俊夫(11期)
理絵(11期)
雅弘(12期)
弥樹(13期)
祐一郎(13期)
文恵(13期)
譲二(13期)
祥子(13期)
健(14期)

沖縄
名護 太志（8期）

関西
善入 雅之（5期）
高岸 亜矢（5期）
岡部 佐智子（6期）
桂川 直子（6期）
田口 洋一郎（6期）
中島 正裕（6期）
西田 知弘（6期）
室井 悠里（7期）
小柳 えりな（8期）
小俣 葉（9期）
坂 江里子（9期）
大杉 真澄(10期)
吉田 能得(10期)
門井 謙典(11期)
陳 資史(11期)
西野 仁(11期)
河野 多香子(12期)
呉 鑫(13期)
竹山 旭(13期)
守下 昌輝(13期)
井戸垣 潤(14期)
岩崎 亮也(14期)

中国・四国
斉藤 和幸（9期）
南口 知穂（9期）
永川 賢治(10期)
柄 なつみ(10期)
松田 弥生(10期)
中村 彩花(11期)
林 英貴(11期)
平井 幹士(11期)
藤田 光訓(11期)
荒木 大介(12期)
大迫 利光(12期)
奥野 美穂(12期)
星島 光博(12期)
越智 信行(13期)
常松 貴明(13期)
山田 由加里(13期)
大槻 有美(14期)

甲信越・北陸
石田 陽子（5期）
小沼 邦葉（9期）
長澤 麻沙子（9期）
安達 大雅(10期)
本間 春菜(10期)
宇波 雅人(11期)
信田 智美(11期)
千原 育子(11期)
荒川 いつか(12期)
井田 有希子(12期)
風間 未来(12期)
矢富 真希子(12期)
横石 智哉(12期・13期)
石坂 淳子(13期)
塩生 有希(13期・14期)
千原 隆弘(13期・14期)
出分 菜々衣(13期)
野沢 恩美(13期)
河野 茜(14期)

北海道
中川 靖子（5期）
伊従 光洋(10期)
坂元 正樹(10期)
高倉 真由美(11期)
谷詰 直穂(11期)
堀田 真理子(11期)
渡部 雅友(11期)
佐藤 寿哉(12期)
中島 雅典(12期)
鷲巣 太郎(12期)
井田 有亮(13期)
中塚 侑子(13期)
眞島 いづみ(14期)

東北
澤田
藤江
黒田
石附
助川

中部・東海
奥村 哲（2期）
荒木 一将（5期）
眞野 美弥子（5期）
金剛 寛泰（8期）
永井 裕子（8期）
衣斐 美歩（8期）
足立 憲正（9期）
梅村 恵理(10期)
大下 尚克(10期)
齋藤 ゆかり(10期)
岡澤 仁志(11期・13期)
大久保(小山)拓馬(12期)
中村 文彦(12期)
平山 義洋(12期)
小西 宏和(14期)
林 富雄(14期)

アメリカ
駒林 卓（3期）
熊谷 直大（8期）

愛(11期)
由佳(11期)
真美(12期・13期)
法子(14期)
絵美(14期)

関東
黒田 俊太郎（1期）
河野 智子（1期）
南 清隆（1期）
小谷田（吉田）千鶴（3期）
阿部 修（4期）
高橋 暁子（4期）
岩坂 憲助（5期）
横山 享子（5期）
雨宮 花（6期）
八幡 誠（6期）
金親 あや乃（7期）
保坂 瑞代（7期）
山口 聡子（7期）

上杉 篤史（8期）
岡安 晴生（8期）
斎藤 貴之（8期）
関根 陽平（8期）
柘植 琢磨（8期）
野地（西村）美千代（8期）
斉藤（横山）香里（8期）
阿藤 久泰（9期）
上床（石田）喜和子（9期）
角田 衣理加（9期）
斎藤 邦子（9期）
信川 真智子（9期）
吉田 彩佳（9期）

小佐野 貴識(10期)
加藤 智崇(10期)
岸野 香織(10期)
木村 美穂(10期)
佐藤 智子(10期)
高澤 充和(10期)
高橋 佳男(10期)
築山 友紀(10期)
永田 敦子(10期)
宮原 宇将(10期)
青山 典生(11期)
今井 遊(11期)
菊地 萌(11期)
桜井 良子(11期)
塩出 信太郎(11期)
月村 光志(11期)
蓮池 聡(11期)
関根(相澤)春香(12期)
伊川 裕明(12期)
川嶋 理恵(12期)
北詰 栄里(12期)
澤田 紘美(12期)
坂東 康彦(12期)
福田 幹久(12期)
山崎 隆一(12期)
秋山 祐子(13期)
芦川 すが(13期)
植原 治(13期)
大城 健(13期)
坂野 深香(13期)
高尾 宗禎(13期)
高西 桂(13期)
辻 千晶(13期)
丸山 永修(13期)
樋口 はる香(13期)
深代 真以(13期)
會田 悦子(14期)
翁長 美弥(14期)
北島 大朗(14期)
細谷 悠貴(14期)
堀内 裕子(14期)
山崎 加惠(14期)

Frontier 6（基礎分野）
奥村 哲, DDS, Ph.D

高橋 暁子, DDS, Ph.D

中富 満城, DDS, Ph.D

SCP出場（1996年）
東京医科歯科大学 ５年，６年

SCP出場（1998年）
北海道大学 ６年

SCP出場（2000年）
九州大学 ５年

東京医科歯科大学歯学部 卒業

北海道大学歯学部 卒業

九州大学歯学部 卒業

総合研究大学院大学
生命科学研究科修了

北海道大学歯学研究科博士課程
口腔健康科学講座 修了

岡崎国立共同研究機構生理学研究所
理化学研究所脳科学総合研究セン
ター研究員
を経て

北海道大学大学院歯学研究科
口腔病態学講座 研究生

東京医科歯科大学大学院
博士課程修了
を経て

【現所属】
理化学研究所
脳科学総合センター 客員研究員
静岡理工科大学 客員准教授
脳と機械をつなぐBMIなどの応用を
目指しつつ脳科学の基礎研究をして
います。

徳島大学ゲノム機能研究センター
蛋白情報分野
日本学術振興会特別研究(PD)
を経て
【現所属】
財団法人癌研究会 癌研究所
がん生物部 研究員
生体のもつ癌抑制機構である細胞
老化の分子メカニズム解明を目指
し研究を行っています

【現所属】
英国ニューキャッスル大学
人類遺伝学研究所研究員
イギリスの大学でポスドクとして
顎顔面発生学の基礎研究に従事し
ており，具体的には歯の発生と口
唇裂の発症機構の２つのプロジェ
クトを同時並行で進めています。
今後とも世界の基礎歯学の発展に
微力ながら貢献して参りたいと思
います。

Frontier 6（臨床分野）
駒林 卓, DDS, Ph.D

阿部 修, DDS, Ph.D

関根 陽平, DDS

SCP出場（1997年）
広島大学 ６年

SCP出場（1998年）
東京歯科大学 ５年

SCP出場（2002年）
昭和大学歯学部 ５年

広島大学歯学部 卒業
東京医科歯科大学大学院
University of California歯学部
University of Connecticut大学院 卒業
を経て

東京歯科大学 卒業

昭和大学歯学部 卒業

（医）平和歯科医院勤務
東京歯科大学大学院卒業
を経て

福原矯正歯科クリニック入局

【現所属】
Assistant Professor
Department of Endodontics
Texas A&M
Health Science Center,
Baylor College of Dentistry
National Institute of Health/ UT
Southwestern Medical Center at
Dallas CTSA Clinical Research Scholar

【現所属】
（医）平和歯科医院 理事長
東京大学医科学研究所
幹細胞組織医工学 客員研究員

オンワードスカイラークス
team dentist 就任
を経て

【現所属】
福原矯正歯科クリニック
早稲田大学米式蹴球部
BIG BEARS team dentist
開業医として日常臨床に携わりながら，
昭和大学口腔解剖学教室大学院
細菌学及び再生医療の研究を行ってい
歯科東洋医学会 理事就任
ます
矯正・スポーツ・東洋医学を
キーワードに，臨床・研修・
講演活動などを行っています。

For the future student clinicians
• 我々SCADA Japanは常に広く同志を募集しています。
• ただ，そこにはSCRP出場という高いハードルが課されていま
す。困難なものを乗り越えた者同士だからこそ，解り合えるも
のがそこにはあるからです。
• We connect the dots BEYOND ・・・
SCADA Japanは，学年・大学・地域・・・など，さまざまなもの
を越えて会員を結びつけています。
特に，歯科学生がその将来像を考える際に，多様な選択肢
を提供できるグループの１つであり，今後は更にその支援を
推進していきたいと考えています。

Our vision to the future
• 我々は未来の歯科医学界の発展に寄与したいと願っていま
す。そんな若き歯科医師集団がSCADA Japanだと言い換
える事が出来ます。
• 学部生時代に学業だけでなく，研究にも没頭することを経て
SCP/SCRPに出場した者のみで構成される組織であること，
それ故に，その潜在能力は計り知れません。
• 臨床・研究，国内・国外をまたにかけ活躍するFrontier 6に
追いつけ追い越せとばかりに，個々の活動も盛んに成って
おります。
• 今後は，SCADA Japanとしての活動，会員個々の具体的
な活動を報告していければと思っております。

