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■平成18年度東京歯科大学入学式挙行


平成18年度東京歯科大学入学式は、平成18年4

月6日（木）午後1時から、井上 裕理事長、金子 譲

学長以下法人役員、大学役職者、教職員、父兄

会及び同窓会役員、さらに新入生保護者多数が

臨席する中、千葉校舎講堂において挙行された。

式は、本学管弦楽部及び混声合唱部の部員、

OBによる校歌演奏・合唱に続いて平井義人学生

部長の開式の辞で始まり、国家を斉唱した後、

小田 豊教務部長の呼名により新入生128名並び

に第2学年に編入となる学士編入者6名が紹介さ

れた。

次いで金子学長が訓示を、井上理事長が祝辞

をそれぞれ述べられた。続いて新入生代表の

岩脇清一君が力強く宣誓し、小田教務部長が新

入生代表の沼田由美さんのスーツ左襟に校章を

着装された。最後に出席者一同で校歌を斉唱し、

入学式を滞りなく終了した。式後には、小田教

務部長により来賓及び列席した教員の紹介が行

われた。

新入生及び学士編入者は、その後、学年・ク

ラス毎に教養棟の各教室に分かれ、クラス主任、

副主任と対面し、またお互いに自己紹介をする

等、晴れて学生生活をスタートさせた。

なお、入学式に先立ち、午前10時より新入生

の保護者を対象として希望制による学内見学が

実施され、新入生のおよそ3分の1にあたる44組

の保護者が、マルチメディア対応の第1教室、臨

床基礎実習室、診察室、口腔科学研究センター、

図書館などの学内施設を見て回った。この見学

会は本年で数えて3回目の実施となるが、父兄に

とって学生生活の一端にふれる機会にもなり好

評を博していた。

訓辞を述べる金子学長：平成18年4月6日（木）、千葉
校舎講堂

祝辞を述べる井上理事長：平成18年4月6日（木）、千
葉校舎講堂

呼名され起立する新入生：平成18年4月6日（木）、千
葉校舎講堂

新入生保護者による学内施設見学：平成18年4月6日
（木）、千葉校舎
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訓　　示
東京歯科大学

学　長　金子　　譲

新入生の皆さん、入学おめでとう。

今日からは、これまでの生活・勉学と環境が一変いたしますので、自身の健康に留意してください。

まず、皆さんが目指した歯科医師の活動の場である歯科医療について説明をし、その後3つのこと

を話したいと思います。

歯科医療は口腔を対象とした医療であります。口腔の役割は、食べ物を味を感じながら噛んで唾

液と混ぜ合わせる、そして飲み込む。また「発音」に関係し、さらには歯並びと顎骨の成長発育が顔

貌を作る。また空気の出入り口でもあるということで、口腔は狭いところにさまざまな組織によっ

て多くの機能が密集している場所であります。口腔は全身の一局所ですが、口腔を機能させ調節し

ているのは血液、体液、神経でありますので、全身の調節機構に制御されていることになります。し

たがって、口腔の疾患は、炎症、腫瘍、外傷、先天性奇形などの局所的な原因による機能障害とと

もに、全身的な原因によることもあります。

以上のことから歯科医療での診断、治療そして予防の手法は医科と変わるところはありません。歯

の充填、義歯、矯正治療が歯科独自の治療となります。患者さんにある方法を医療として適用する

のには、研究に基づいた証拠と、そのことの教育・研修が行われていることが前提となります。し

たがって、診療と研究・教育の三者は大学では常にリンクをして運営されていきます。

最近の歯科医学は、口腔の健康が全身の健康につながっているという科学的証拠から、口腔の疾

患あるいは機能と全身との関係解明に力が注がれています。自分の歯で噛むことがアンチエイジン

グのために重要であり、「8020」という標語で20本の歯を80歳でも保とうという国民運動も推進され

ております。また、なくなった歯や他の口腔組織を分子生物学の応用で再生させる研究も進展して

おります。

歯を削って詰める、なくなったところは入れ歯を入れることが歯科だというのが、大方皆さんの

イメージだと思います。この無機的で技工的な部分が歯科診療の大きな分野だというのは間違って

いませんが、現在の歯科医療は大変幅が広くなり生命科学あるいは生物科学に基づいた口腔に対す

る医療に移行しています。また、高齢者や全身的な疾患をもった有病者への歯科治療では、医療事

故のリスクが多いため、医学的な知識、方法によった全身的な安全管理が必要とされます。このよ

うにこれまでの歯科医療・医学の枠組みは変わってきており、高齢化社会で今後この傾向はさらに

強くなっていくと予測されています。

さて、それでは皆さんに訓示として3つのことをお話いたします。

1．試験には合格していくこと

卒業までの6年間におよそ19回の主な試験があります。それぞれの試験には組まれたカリキュラム

に従って1年毎に成績評価がなされ、その結果進級していきますが、近年の専門科目の試験問題は一

夜漬けでは歯が立ちません。したがって、計画的な勉学を習慣にするよう心がけてください。皆さ

んには、これから意義ある学生生活を送り、人間として成長してもらうためには、試験において合

格点をとることが学生生活の基盤になりますので、健康で試験に合格をしていくという当たり前の

ことを強く自覚してください。

2．人間を磨く

皆さんは歯科医師の立場で生命科学を基にした医療人に将来なるわけですが、歯科医師であるか

ぎり皆さんが行わなければならない責務は、学問や技術を磨き、修めることを生涯にわたって続け
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ていくことであり、これを生涯研修といっております。

歯科医師免許取得後に少なくとも1年間は大学などの施設で研修をする臨床研修制度がちょうど今

年度から必修化されました。歯科医師法が明治39年に制定されましたが、歯科医師になったあとに

実際の臨床の場で研修をしなければならないことが法律で、つまり歯科医師法において制定された

のは、今回が初めてであります。これは歯科医学教育が始まった明治以来の大きな改革であります。

この臨床研修の目的に、「歯科医師としての人格の涵養」という一文が謳われております。先ほど大学

での試験に合格していかなければならないとお話しましたが、皆さんの大学生活は試験に受かりさえす

ればよいのではありません。大学時代は「自分を磨く」期間であります。

東京歯科大学は、明治23年（1890年）に高山紀齋が設立し、明治33年（1900年）から血脇守之助が育て

た日本で最初にできた歯科医師をつくる教育機関であります。血脇守之助は「歯科医師である前に人間

たれ」と現在社会から強く求められている医療人のあり方を、ご自分の学生に当時求めておりました。

医療は病んだ人を癒す仕事ですので、人と人とが信頼という関係で行われていく専門的な行為で

あります。人の痛みに理解が届く人間性が、医療人にはなければなりません。人は生活様式、生活

信条そして死生観は一様でありません。みなさんはそうした多様・多彩な人々の痛みを共感し、苦

労を理解し、訴えによく耳を向け、専門家として病を癒し、患者さんのQOLの向上に寄与すること

を生業とするのです。知識や手技は、習い訓練することで習得できますが、これだけでは、局所の

疾患は治癒させえても、病人を治せないことがしばしばであります。深い人間性を備えることで、全

人的な医療が可能となります。

では、人間を磨くにはどうしたらよいのか。特別な方法があるわけではないでしょう。

学業に専心し、友人を作り、本を読み、クラブ活動や趣味にも熱中し、ただし利己的あるいは自己

中心的思考・態度を排しながら目の前のことを日々懸命に行っていくことから、人間のあり方を自

分で少しずつ獲得していくものだと考えています。

3．東京歯科大学の学生であるとはどういうことか。

大学にはそれぞれ建学の精神があり、伝統と校風が作られています。社会から求められている現

代の歯科医療を、本学の卒業生には、東京歯科大学の建学の精神と伝統をもって実行していっても

らいたいと思っています。このために皆さんは東京歯科大学の歴史と現状から本大学の性格をよく

理解していただきたいと思います。

歯科医療は、診療、教育、研究の3要素から成り立っていますので、こうした方面での有為な人材

を育成することが、大学の大きな使命であります。人材育成の第一歩は学生教育にあり、創造性の

富んだ、活性にあふれた自分で問題解決ができるフェアな人になってもらいたいと願って、大学は

教学環境を整えております。学生時代の「よく学び、よく遊ぶ」ことによった知識の集積と、先人の

模倣とは、知恵を授け、創造力をつけさせます。

皆さんは21世紀に生き、21世紀を創っていく方々です。21世紀は、知識を基盤としたグローバル

な競争社会でありますが、人間のあり方はいつの時代でも、どの地域でも変わりはないと考えてい

ます。明日から始まる一般教養科目は教師を通じて皆さんの人格形成に大いにかかわると私の体験

から皆さんに伝えておきます。

皆さんは、歯科医師になるために本大学に入学しましたが、歯科医師というのは皆さんの職業で

あり、皆さんの人生の全てではありません。皆さんは東京歯科大学で職業人としての教育を受けま

すが、その教育を通じて得ることは職業のためというだけではなく、一人の人間としての人生を豊

かにするはずです。

皆さんの未来は、医療人として、教育者としてあるいは研究者として大きく広がっています。志

をもって充実した学生時代を送って下さい。

平成18年4月6日
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祝　　辞

東京歯科大学

理事長　井上　　裕

128名の入学生の皆さん。そしてまた、6名の学士入学の方、厳しい入学試験を突破して只今、金

子学長から入学を許可されました。桜花爛漫という言葉がありますが、今日は皆さんの入学を祝う

ような素晴らしい日になりました。心からお祝いを申し上げたいと思います。

皆さんは、北は北海道、南は沖縄から、それぞれの環境、また出身校など様々な個性を持った仲

間が、縁あって東京歯科大学で6年間学ぶことになりました。これからの学生生活でいろいろな困難

もあると思いますが、歯科医師になるために本学に入学されたわけでありますので、是非とも頑張

って頂きたいと思います。

先日私は、日野原重明先生にお会い致しました。現在94歳の現役の医師であり、聖路加国際大学の

理事長を務められており、多忙な毎日を過ごされているそうです。その日野原先生の本を最近読ませ

ていただきました。その中にゲーテの一節を挙げ「医者を本当に信頼することが出来ないのに、医者

なしではやっていけないところに人間の大きな悩みがある。」短い一節でありますが私の心に響きまし

た。今学長が言われた「歯科医師である前に人間たれ」、血脇守之助先生が説かれた建学の精神であり

ます。この6年間、勉学は勿論でありますがクラブ活動など、友情を深め青春を謳歌して頂きたいと

思います。そして6年後には、立派な歯科医師になられることをお祈り申し上げております。

保護者の皆さん、本日はおめでとうございます。学生課長から入学者の報告を受けました。本学

卒業生のお子様が、35名で約27％であります。約70％強の方々はいままで本学とはご関係がなかっ

たわけでありますが、縁あって本学でお預かりすることになりました。本日から皆さんと本学は親

戚関係となりました。先程演奏をして下さった方々は本学の卒業生であります。その卒業生達が後

輩新入生のお祝いに駆けつけて下さったのです。これがまさに「血脇イズム」であります。

本学の特色は血脇先生が野口英世先生を育てたということです。本学の学僕であった野口清作が、

ある時から教員として教壇に立ち学生は驚きました。血脇先生の援助で夜学に通い医師試験に合格

して医者となり、本学に対して感謝と御礼の気持ちを込めて学生達の授業を受け持つこととなりま

した。これが「血脇イズム」と言われる本学の伝統であります。現在の日本の歯科医学は東京歯科大

学をなくしては考えられません。

先程、学長のご挨拶にもありましたように本学は明治23年に開校いたしました。ちょうど帝国議

会、現在の国会ができたのが明治23年でありますので、今日まで116年の歴史と伝統を誇っておりま

す。平成2年には天皇皇后両陛下をお迎え致しまして、日本の歯科の単科大学としては初めて100周

年行事を挙行致しました。4年後の平成22年には創立120周年を迎え、人間でいうと大還暦に当たる

そうです。私どももその準備を進めているところであります。

本学には金子学長以下、国際的に名だたる教授陣も控えております。先般の歯科医師の国家試験

では、26大学29学部の中で7位、もちろん私学ではトップであります。これは国立大学の歯学部より

も成績はよいことに相成るわけですが、それは優れた教育を行っているからです。そして、他の私

立歯科大学と違うところは、市川に総合病院を持っていることです。市川総合病院は、昭和22年に

わずか100床以下の病院でしたが、昨年は心臓血管外科をオープンしまして20診療科、570床を有す

る地域の中核病院になっております。

保護者の皆さま、子供達が医学と歯学という恵まれた環境の中で勉強をするわけであります。ど

うかひとつ、主任、副主任の先生方に何でも相談をしていただきたいと思います。新入生全員が立

派に卒業できますことを心からお祈りしております。

本日の入学式には、法人役員・同窓会長・父兄会長、石川前学長以下、名誉教授の先生方が皆さ
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んのお子様のお祝いに来られております。特に今年は私が尊敬しております、本学の理事をお務め

の鈴木先生も初めて入学式においで頂きました。40年も前の話ですが、私が県議会議員の時に千葉

県の教育長として活躍され、国会議員になってからは当時の文部省の初等中等教育局長、官房長、更

に文化庁長官としても尽力された方であります。

最後になりますが、新入生諸君が健やかに成長されますことを心からお祈り申し上げまして、ご

挨拶にかえさせて頂きたいと思います。おめでとうございました。

平成18年4月6日

宣　　誓

新入生代表

岩　脇　清　一

本日ここに入学式を迎え、我々一同感激と希望に満ちあふれております。只今は、学長先生より

ご懇篤なるご訓辞を賜り、伝統ある本学の誇りを胸に刻み、諸先生はじめ先輩の方々のご指導の下

に勉学に励み、人格の陶冶に努め、学生の本分を尽くす事を誓います。

平成18年4月6日

東京歯科大学　平成18年度新入生

Aクラス

青木　栄人 井口　達也 大久保康彦 小高　研人 北村　　啓 坂田　　龍 杉浦　里歩

赤木　真理 生地　拓也 大野雄二郎 小田嶋　秀 北村　　慶 佐古　　亮 杉山　修平

秋草　　岳 池田　朋子 大森　裕子 笠原　可愛 金　　亨俊 佐藤　彩乃 鈴木　愛乃

秋元佐和子 石川　宗理 大山　陽子 梶田　真央 久保　宗平 佐藤　　淳 鈴木　克彦

浅井　雅敏 伊藤宗一郎 岡嶋　伶奈 柏村　　昇 熊澤　由記 佐藤　譲哉

朝波　圭貴 伊藤　泰隆 岡田　苑子 加藤　博智 郡司　秀美 佐藤　涼一

阿部　玲子 猪原　千佳 岡田　好広 加藤　真麻 河野　立行 清水　耐我

荒川啓太朗 岩脇　清一 岡村　祐利 川上　響子 小西　浩介 清水　春紀

飯島　佑斗 海老沼愛子 小川　　真 川上　良明 小林　孝誌 末木　真悠

伊尾　歌織 遠藤　大雅 奥原　優美 菊地　俊允 小林　俊亮 杉内亜紀奈

Bクラス

住谷　雄大 露木　　悠 野田美穂子 平山　皓一 堀米　裕美 村松　優樹 由島　達郎

関川　翔一 土岐真里佳 萩原　綾乃 福嶋　亮二 前山　恵里 望月　里美 吉野　直之

野　恵実 永井　宜子 鳩貝　　翔 福田　展康 松原　良典 森田　直登 渡邉　淳司

野まどか 中條　拓実 花房　秀行 福田有美香 丸茂　悠樹 八木宗一郎 渡邉　美貴

本　理敏 中村　圭喜 林　　佑樹 船越　彩子 三島倫太郎 田　治朗

多田　海人 名古屋美乃 林原　貴徳 古川　和奈 三邉　正樹 簗瀬　　駿

多田　恵子 沼田　由美 播野　裕子 古山　　遼 峰岸　沙希 薮下　雅子

谷川　範享 根木沙枝子 平木　圭佑 風呂本　健 宮下　　遼 山澄　尚大

玉手　秀典 納賀　秀則 平田　淳司 細井　秀悟 宮島　美樹 山田　晃輔

田村　朋果 野口　知玲 平野　敬昌 堀口　美貴 宮本　佳奈 山本　　悠
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平成18年度学士編入学生（第2学年編入）

井澤　宏之　　鈴木　香里　　高本　愛子　　田中恵里子　　土屋恵理子　　牧口　実央

■法人役員の辞任並びに選任

本法人寄附行為第8条第3項に規定する理事であ

る神谷健一理事が平成18年3月31日をもって一身

上の都合により辞任された。

神谷理事は、平成9年3月に板倉讓治理事の後任

として就任され、平成18年3月まで、9年余りの永

きにわたり、本法人の運営にご尽力いただいた。

神谷理事のご経歴は、旧三井銀行の社長、会長を

歴任され、その後、太陽神戸三井銀行、さくら銀

行の相談役、常任顧問、三井住友銀行の特別顧問

をお務めになり、現在は名誉顧問に就かれている。

その他の職歴としては、日本経済団体連合会常任

理事や全国銀行協会連合会の会長などの要職にも

就かれていた。

一昨年の春頃からご体調を崩され、療養されて

いたとのことであるが、平成18年4月11日薬石効

なくご逝去された。享年83歳。

神谷理事の辞任を受けて、平成18年3月31日開

催の第213回評議員会並びに寄付行為第8条第3項

に規定する理事選任に関する会合において、本法

人評議員で、医療法人社団こうかん会理事長、日

本鋼管病院院長の水野嘉夫氏が第3項理事に選任

された。水野理事の任期は、神谷理事の残任期間

である平成18年4月1日から平成20年5月31日まで

となる。

水野嘉夫理事の略歴

昭和18年 4月 9日生

昭和43年 3月 慶應義塾大学医学部卒業

昭和 44年 4月 慶應義塾大学医学部内科学教室入室

昭和 45年 4月 中野総合病院内科に出向（昭和48

年4月迄）

昭和52年10月 慶應義塾大学医学部消化器内科医長

昭和 54年11月 Hospital for Sick Children（ Toronto,

Canada）研究所免疫部門に留学（昭

和56年11月迄）

昭和56年11月 慶應義塾大学医学部内科学講師

昭和56年12月 東京歯科大学教授

昭和56年12月 東京歯科大学市川病院内科部長

平成 4年 6月 東京歯科大学市川総合病院院長就任

平成 4年 6月 学校法人東京歯科大学評議員就任

（平成11年3月迄）

平成 4年 6月 学校法人東京歯科大学理事就任

（平成11年3月迄）

平成10年 5月 東京歯科大学市川総合病院院長退任

平成 11年 4月 日本鋼管株式会社日本鋼管病院院

長（平成15年3月迄）

平成14年 4月 学校法人東京歯科大学評議員就任

平成 15年 4月 医療法人社団こうかん会理事長兼

日本鋼管病院院長

平成18年 4月 学校法人東京歯科大学理事就任

水野嘉夫理事
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■助教授就任のご挨拶

この度、教授会のご推挙により、平成18年4月1

日付けをもちまして、薬理学講座助教授を拝命致

しました。CBT、OSCE、HRC、臨床研修実習な

ど歯科医学教育、研究において重要な時期に身に

あまる栄光であると同時にその責務の重大さを痛

感しております。

私は薬学部出身ですが、歯科医学教育に携わっ

て約21年になります。この間に講義、実習、学年

副主任などで学生と直に接する機会が多くありま

した。そこで学生に学生・歯科医師として身に付

けてほしいことがあります。すなわち、1）学習意

欲を高め、歯科医療や患者の質問に対応できる知

識、能力、2）慎重さ、逆境に立ち向かう粘り強さ、

薬理学講座　

澤　木　康　平

3）患者の気持ちが理解できる人間性、4）患者の生命

を預かる立場から、生命の尊さの自覚です。この基

本的理念に基づいて歯科医学教育を今後も行っ

ていきたいと思っております。

歯科医学の基礎研究は臨床に還元され、歯科医

療の発展に貢献するものでなくてはなりません。

そこで研究においては薬理学講座の主テーマであ

る唾液腺研究を進めていきたいと考えております。

これまでに養ってきた経験や細胞・分子生物学的

技法を生かし、唾液を用いた薬物・生理活性物質

のモニタリングとしての臨床応用、唾液を用いた

診断法、唾液腺機能・唾液分泌を回復させる物質

や疾病に関与する発現因子・タンパク質の検索な

どを推進し、唾液腺の生理的、臨床的意義をさら

に確立にしていきたいと思っております。

微力ではありますが、歯科医学における教育、

研究に向けて、川口充教授を補佐し、薬理学講座

ならびに東京歯科大学の発展に邁進して参る所存

でおります。今後とも皆様の一層のご指導、ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶

とさせていただきます。

はじめまして、森田雅義と申します。4月から

本学英語研究室に勤務させていただいております。

よろしくお願いいたします。

初めに、これまでの私の経歴について簡単に触

れさせていただきます。私は元々高等学校の英語

の教員としてスタートし、以来、30年近く千葉県

の公立高校の職員として勤務してまいりました。

その間、千葉県教育委員会に4年間、イギリスで

の1年間の英語研修等、いろいろ貴重な経験もさ

せていただきました。そしてこの3月、千葉県の

高等学校での教頭という職を最後に、本学に勤務

することになりました。学校の状況が異なり、ま

た教える相手が大学生ということで、多少の戸惑

いもありますが、少しでも早くお役に立てるよう

英語研究室

森　田　雅　義

頑張りたいと思っております。

自分の大学時代を振り返ってみますと、もちろ

ん専門は違いますが、適度に勉強し、適度に仲間

づくりもしたという感じです。あまり信じてもら

えないのですが、いわゆる体育会系と言われる部

活動であるバレーボール部に所属し、4年間白球

を追いかけてきました。学生の皆さんも勉強等い

ろいろと忙しいこととは思いますが、是非サーク

ル活動なり、好きな趣味に没頭する時間も作って

いただきたいと思います。

さて、私は英語（外国語）という教科を通じて、

学生の皆さんとお付き合いするわけですが、少し

でも皆さんが英語に対して興味が持てるよう工夫

していきたいと思います。同時に、英語の学習を

通して、私たちの母語である日本語を大切にする

気持ちも伝えていけたらと思っています。

いずれにしましても、私は本学においては全く

の新米です。いろいろ失敗やらご迷惑をかけるこ

ともあるかと思いますが、一日も早くお役に立て

るよう頑張りたいと思います。よろしくお願いい

たします。
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学内ニュース

■博士（歯学）学位記授与 ポートフォリオを活用するにあたって必要な原則

○第550回（平18.4.12）授与 とそれをバックアップする環境・指導体制の整備

第540回（H17.5.18）合格 も大切であることを述べられた。最後に、臨床研

青　木　良　仁（生　　理）第1643号・甲941号 修の必修化によりおこるであろう研修病院の選択

第543回（H17.9.14）合格 と集中化についてご説明された。当日は110名を

恩　田　健　志（口　　外）第1646号・甲943号 超える参加者が集まり、4月より始まる臨床研修

第549回（H18.3.15）合格 にとって大いに参考になる大変有意義なセミナー

市　川　英三郎（口　　外）第1672号・甲968号 となった。

○第551回（平18.5.17）授与

第537回（H17.2.16）合格

宮　本　　　暦（微 生 物）第1629号・甲928号

■第51回歯科医学教育セミナー開催

平成18年3月27日（月）午後6時から千葉校舎第

2教室において、第51回歯科医学教育セミナーが

開催された。今回は、聖マリアンナ医科大学脳神

経外科学教室助教授 臨床研修センター プログラ

ム責任者 田中克之先生をお招きし、「ポートフォ

リオとは何か？－臨床研修における実際－」と題

した講演を伺った。

まず始めに、歯科医師への関門の一つである初 ■平成18年度病院助手新任式

期臨床研修においての評価の目的、方法について 平成18年4月1日（土）午前9時30分より千葉校舎実

ご説明いただいた。評価の目的は判定ではなく、評 習講義棟第1教室において平成18年度病院助手新

価によって研修医は自ら改善点を見出し、学んで 任式が行われた。式は中川寛一千葉病院副病院長

いくとのことであった。その方法として、評価基 の開会の辞より始まり、金子 譲学長による訓示、

準の種類とその判断基準となる情報の収集の仕方 続いて千葉病院、市川総合病院ならびに水道橋病

についてご説明された。次に、ポートフォリオ評 院の新任病院助手を代表して奥田倫子病院助手に

価が注目されてきた理由とプロフェッショナリズ 辞令が交付された。その後石井拓男千葉病院長、

ム、ポートフォリオについてご説明いただいた。ポ 柿澤卓水道橋病院長ならびに山根源之市川総合病

ートフォリオとは、研修医が研修の中で自ら 院副病院長の挨拶が行われ、新任式は閉式した。

キャリアデザインを描き、自分で研修スケジュー

ルを立案して、それを達成する過程の自己分析、評 平成18年度新任病院助手（45名）

価を包括的に記述したものであるとのことであっ ◎千葉病院

た。そこでは、評価項目、提出期間等が定められ、 歯周病学　奥田　倫子　衣松　高志　嶺　　恵理

その間に達成すべき行動・経験目標などがある。 水野　剛志　鈴木　加奈　　

患者記録をとり自己分析をし、指導医から適切な 保存修復　中澤妙衣子

フィードバックを受ける。また、研修過程での段 小児歯科　牛田　永子　小林　菜穂

階ごとの評価と指導医の役割、診断の方法に関し 口腔外科　神尾　　崇　藥師寺　孝　別所　央城

てもご説明いただいた。こうしてポートフォリオ 中本　大介　恩田　健志　市川英三郎

による指導と自己評価を繰り返して研修医は達成 根本　　淳

感を得て自信をつけていくとのことであった。 有床義歯　 澤光一郎

講演される田中先生：平成18年3月27日（月）、千葉
校舎第2教室



崎

崎

隆

（10） 第219号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成18年5月31日発行

矯　　正　石井　武展　小坂　竜也　市村賢太郎　 発令の研究助手とTAの採用（30名）・更新（13名）

椎名　根子　勝村　　麗 辞令が井出学監から、PFとRAの採用（8名）・更

◎市川総合病院 新（3名）辞令が木崎治俊口腔科学研究センター所

オーラルメディシン・ 浮地賢一郎　渡邊　伸也　枝広あや子 長より交付され、午前11時に辞令交付式が滞りな
口腔外科 市川　貴士　滝沢　裕也　矢 涼子 く終了した。


矢部健太郎　福澤　幸子　森谷有紀子


酒井　克彦


◎水道橋病院

保 存 科　井田　　篤

総合歯科　早川　裕記　関根珠里亜　根本　詩子

口腔外科　山村　哲生　伊藤　哲平　古澤　　圭

麻 酔 科　半田麻里子　小川　志保

補 綴 科　古屋　克典　神 英行　小林麻衣子

矯正歯科　川端　薫子　篠　　珠実

■水口 清教授、千葉県警察本部より表彰

法歯学講座水口 清教授は、昨年テレビ番組で

取り上げられて発覚し起訴された平成12年の不明

者の事件で、「茂原市内で発生した凶悪事件に対

し、科学的根拠に基づいた鑑定により被害者及び

被害現場を特定して凶悪事件解決に多大な貢献を

した。」という内容で、千葉県警察本部刑事部長

真田 稔警視正から、平成18年4月4日（火）に感謝

状として手渡された。

■平成18年度教育職員辞令交付式

平成18年度教育職員辞令交付式が、4月3日（月）

午前10時より千葉校舎第1会議室において挙行さ

れた。

今年度の教育職員辞令交付式は、4月1日付発令

の採用（14名）・再任（8名）・昇任（7名）・復職（1名）

・配置替（10名）・任命（6名）の助手以上の教育職員

46名が千葉校舎に集合し、藥師寺 仁副学長、

井出吉信学監・法人主事、石井拓男千葉病院長、

柿澤卓水道橋病院長、永井 夫事務局長、能登勝

大学庶務課長、上野雅司法人人事課長、加藤靖明

法人庶務課長の出席のもと、金子 譲学長より46 ■第99回歯科医師国家試験

名に辞令が交付された。 第99回歯科医師国家試験は平成18年2月11日（土）、

辞令交付終了後、金子学長から本学の教育職員 12日（日）の両日に実施され、4月5日（水）に合格者

として教育・臨床・研究に最大限努力願いたい旨 が発表された。今回は、全国で3,308名が受験し

の訓辞があった。引き続き、井出学監・法人主事 2,673名が合格。今回の試験は、昨年より約1ヶ月

から服務についての説明と期待が述べられた。 早く実施され、合格率（全国平均）は80.8％であっ

午前10時30分からは、同会場において4月1日付 た。昨年の合格率（全国平均）と比べると6％以上、

辞令交付式で訓辞される金子学長：平成18年4月3日
（月）、千葉校舎第1会議室

金子学長より辞令を受ける奥田病院助手：平成18年4
月1日（土）、千葉校舎第一教室

感謝状を授与される水口教授：平成18年4月4日（火）
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上昇する結果となった。	 用試験について、石井拓男千葉病院長より千葉病

本学からは、本年3月卒業の第111期生123名、既 院の概要について説明が行われた。

卒者18名の計141名が受験し128名が合格した。合 午後は東俊文先生（千葉病院内科助教授）より学

格率は90.8％（新卒者のみは93.5％）で、私立歯科 生生活における健康管理についての説明があり、

大学・歯学部17校の中での合格率は1位であり、国 引き続き、事務関係の説明の後、千葉校舎及び千

公立大学を含めた総合順位でも第7位と健闘し、改 葉病院の施設を見学し、午後4時に終了した。

めて歯大トップクラスの実力を証明したといえる。

■平成18年度新入生父兄会開催

平成18年度新入生父兄会が、平成18年4月6日

（木）の入学式終了後、午後2時10分から千葉校舎

講堂において行われた。今村嘉宣父兄会副会長の

開会の辞に続いて、上田祥士父兄会会長が挨拶し

た。続いて、青木栄夫父兄会副会長が父兄会の目

的と事業内容について説明し、西宮寛常務理事に

よる父兄会役員の紹介が行われた。

引き続いて、井出吉信学監より学生修学の指導

方針、平井義人学生部長より学生生活の指導方針、

小田豊教務部長より学生勉学の指導方針の説明が ■平成18年度歯科医師臨床研修開始式

行われ、午後3時10分に終了した。 平成18年4月7日（金）午前9時30分より千葉校舎実

午後3時20分からは、場所を厚生棟1階食堂に移 習講義棟3階歯科臨床研修医室において、千葉病

して新入生父兄歓迎懇談会が行われた。腰原偉旦 院にて研修を行う95名の臨床研修歯科医ならびに

父兄会副会長の開会の辞で始まり、井上 裕理事 関係者の出席のもと、平成18年度歯科医師臨床研

長、金子 譲学長及び上田父兄会会長が挨拶され、 修開始式が行われた。式は杉戸博記臨床研修副委

吉田昊哲父兄会顧問の発声で乾杯した。歓談中に 員長の開式の辞に始まり、呼名により95名の臨床

は第1・2学年主任及び各クラス主任・副主任が紹 研修歯科医が紹介された後、石井拓男千葉病院長

介された。最後に、新入生の保護者を代表して による訓示、角田正健総合診療科科長ならびに

鳩貝尚志氏が挨拶され、腰原父兄会副会長の閉会 一戸達也臨床研修委員長の挨拶が行われ、開始式

の辞をもって午後4時20分に終了した。 は閉式した。同日より、市川総合病院、水道橋病

院との合同による初期研修が開始され、その中で、

■平成18年度新入生・学士編入者オリエンテー	 三病院の臨床研修歯科医に対し、金子譲学長より

ション実施 訓示が述べられた。

平成18年度の新入生及び学士編入者を対象とし 市川総合病院では、医科と歯科の合同による臨

たオリエンテーションが、平成18年4月7日（金）午 床研修開始式が、平成18年4月6日（木）午前9時か

前9時から教養棟第5教室において行われた。 ら市川総合病院第2・3会議室で開催された。式は、

まず、学生生活に関する事項として、井出吉信学 辞令交付により始まり、畠 亮市川総合病院長、

監より学生生活の心構えについて、教務部の立場か 西田次郎研修管理委員長、山根源之歯科研修管理

ら小田 豊教務部長、学生部の立場から平井義人 委員長、外木守雄歯科研修管理副委員長、最後に

学生部長、教養の立場から 澤孝彰教養科目協議 安達富美子看護部長からの挨拶で閉会した。引き

会幹事よりそれぞれ解説が行われた。次いで学務 続き、保険医療、処方の仕方、医師賠償責任保険

関係について、望月隆二教務部副部長より教養系 などについて講習が行われ、昼食後には院内見学

学科の教科概要、河田英司教務部副部長より基礎 が行われた。

系学科の教科概要、佐野司教務部副部長より臨床 水道橋病院では、平成18年4月7日（金）9時より、

系学科の教科概要、一戸達也教務部副部長より共 水道橋校舎第1・2会議室において行われた。

真剣な表情で話に聞き入る新入生：平成18年4月7日
（金）、千葉校舎第5教室
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古澤成博水道橋病院教育主任の開式の辞に始まり、 ○市川総合病院臨床研修医

古澤教育主任により臨床研修歯科医19名が紹介さ 医科（8名）

れ、柿澤 卓水道橋病院長より辞令が交付された。 辻　　俊幸　　　福永　朝子　　　永井　勝也

続いて、柿澤病院長より訓辞があり、開始式は終 久保田　亘　　　瀬尾　雄樹　　　長島　由佳

了した。 笠井　弘子　　　薛　　陸景

歯科（12名)

○千葉病院臨床研修歯科医 今村　真樹　　　會田　貴久　　　野口　沙希

プログラムA（17名） 大丸　　愛　　　藤代　結香　　　三條　祐介

小田　貴士　　　金子早知子　　　川音　　渉 小貝　隆広　　　松村真太郎　　　佐野智恵美

川口　桃子　　　河内　康之　　　河原　武紘 池田　岳史　　　伊ヶ谷恭子　　　黒川　貴史

酒寄　孝治　　　多田　晃基　　　手銭　親良

寺岡　裕美　　　中村　彩花　　　那須　哲也 ○水道橋病院臨床研修歯科医

額賀　英之　　　平野　絵美　　　藤田　浩子 プログラムA（5名）

村松　英美　　　森川　雅代 朝波　志穂　　　大串　圭太　　　押田　浩平

プログラムB（29名） 清水　北斗　　　畠山　志保

青野　拓也　　　淺井　知宏　　　石井　善仁 プログラムB（9名）

井本　研一　　　岩村　枝里　　　大久保信貴 加藤　友章　　　川西　　慧　　　小泉　幸子

北原佐千子　　　清河　志帆　　　小鹿恭太郎 小林　真人　　　佐々木隆子　　　雫田　義和

児島　泰子　　　小杉　謙介　　　小竹　芳和 副島　環子　　　森　　照朝　　　森岡　俊行

後藤　隆志　　　鮫島　道長　　　下島　隆志 プログラムC（5名）

田口　智博　　　立木　千恵　　　田井　愛子 熊澤　海道　　　高山　　訓　　　角田　尚子

野口　隆弘　　　林　　郁恵　　　本田　秀光 富澤　尚弘　　　藤田　邦良

前田　友和　　　正畠　美陽　　　水田　葉子

村上　成史　　　柳瀬英理子　　　山村　紘子

吉田　有智　　　若林　　学

プログラムC（49名）

間　奈津子　　　青柳　　隆　　　阿部伸太郎

伊藤　聖子　　　伊藤　寛史　　　井上貴美子

今井　輝芳　　　大澤　博哉　　　岡 絵涼依

荻原　　道　　　小野寺晶子　　　加藤　祐子

柄澤　健介　　　川上　恵実　　　河地　　誉

菊池　百美　　　久保田　良　　　熊谷　麻美

熊 秀峰　　　小林　史明　　　小山　　拓

佐藤　　絢　　　猿田　浩規　　　鈴木　正能

清藤　剛邦　　　添田　亮平　　　高久佐紀子

野　智史　　　竹下　　亮　　　田村　直樹

辻　由紀子　　　寺川　由比　　　中川　映佳

法月　良江　　　蛭田　慎一　　　藤波　　研

松川　篤子　　　松本　直也　　　宮 隆浩

三輪　恒幸　　　村山　正史　　　森岡　　亮

森谷有三英　　　安田　雅章　　　山内　理恵

山 理恵　　　吉田　秀児　　　若林　大剛

渡辺信一郎

千葉病院歯科医師臨床研修開始式：平成18年4月7日
（金）、千葉校舎歯科臨床研修医室

水道橋病院臨床研修歯科医開始式：平成18年4月7日
（金）、水道橋校舎第1・2会議室
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■新入生水道橋校舎・病院、市川総合病院見学 のうちに終了した。

新入生オリエンテーションの一環として、平成

18年4月10日（月）に東京歯科大学水道橋校舎・病 ■平成18年度大学院歯学研究科入学式

院並びに市川総合病院の見学が実施された。 平成18年4月13日（木）午前10時から千葉校舎第1

新入生は、午前9時50分に水道橋校舎（TDCビル） 会議室において、平成18年度東京歯科大学大学院

2階血脇記念ホールに集合し、古澤成博教育主任 歯学研究科入学式が挙行された。 澤孝彰大学院

の進行で、柿澤卓水道橋病院長の挨拶、古澤教育 教務部長の開式の辞に続き、新入生代表山口透子

主任から水道橋病院スタッフの紹介、槇石武美副 さんに金子 譲学長から入学許可証が授与された。

病院長から水道橋校舎の施設並びに水道橋病院の 続いて金子学長の訓辞、奥田克爾大学院研究科長

診療システム等に関する説明を受けた後、約45分 の挨拶の後、新入生を代表して山口透子さんが宣

間で院内を見学した。 誓し、入学式を終了した。なお、入学式に引き続

新入生は引き続き、市川総合病院2階講堂に移 き一期会賞の授賞式が行われ、一期会西山巖会長

動し、午後2時から山根源之市川総合病院副病院 より山口透子さんに表彰盾と金一封が贈呈された。

長の進行で、畠亮市川総合病院長より挨拶及び診

療科の紹介、各科部長より教育概要の説明を受け

た後、病院施設を約1時間にわたり見学した。 

■「東京歯科大学教授懇談会」開催

「東京歯科大学教授懇談会」は、4月11日（火）

午後6時からホテルニューオータニ幕張「翠鳳の

間」において、大学役員・幹部と教授との懇談

会が、新年度第1回目の全体教授会の終了後に

開催された。

この懇談会は大学役員・幹部と本学全教授が一

堂に会し懇親を深めることにより、本学教職員と

しての結束を一層はかることを目的としている。懇

談会は井出吉信学監の司会進行のもと、藥師寺 仁

副学長の開会の挨拶のあと、井上裕理事長、金子譲

学長の挨拶があり、熱田俊之助常務理事の乾杯の

挨拶によって会がスタートした。

終始和やかな雰囲気で会は進行し、交流、懇親

を深め、午後8時に永井 夫事務局長の閉会の挨

拶で今後の本学のさらなる発展を祈念し、盛会裡

東京歯科大学大学院歯学研究科

平成18年度新入生

石　井　啓　裕　　　　口腔外科学講座

色　川　大　輔　　　　歯周病学講座

岩　田　祥一郎（社） 臨床検査学研究室

内　田　悠　志　　　　歯科矯正学講座

荻　野　泰　志　　　　クラウンブリッジ補綴学講座
懇談会風景：平成18年4月11日（火）、ホテルニュー 角　　　祥太郎　　　　解剖学第一講座
オータニ幕張

入学許可証の授与：平成18年4月13日（木）、千葉校
舎第1会議室

一期会賞の楯を手に西山 巖 一期会長（左）・奥田克爾大
学院研究科長（右）と記念撮影の山口透子さん（中央）
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物　　　真　　　　臨床検査学研究室

小　林　大　輔（社） 口腔健康臨床科学講座

蔡　　　鵬　飛（社） 歯科麻酔学講座

佐　藤　隆　太（社） 臨床検査学研究室

丹　野　万理子　　　　歯周病学講座

中　村　安　孝　　　　法歯学講座

根　津　　　崇　　　　歯科矯正学講座

向　井　美　弥　　　　歯科矯正学講座

安　井　雅　子　　　　有床義歯補綴学講座

山　口　透　子　　　　歯内療法学講座 

※（社）は社会人大学院生 

■大学院オリエンテーション「研究施設説明会」開催

平成18年4月13日（木）午後1時から千葉校舎第

1会議室において、本年度の大学院新入生を対象

にオリエンテーション（研究施設説明会）が開催さ

れた。

説明会は、奥田克爾大学院研究科長の挨拶の後、

TDC-Netの活用について河田英司情報システム管

理委員長、図書館の文献検索について木崎治俊

図書館長、実験動物施設について山本哲実験動物

施設管理部長代行、アイソトープ研究について

佐藤裕アイソトープ研究室主任、研究機器管理部

の概要について川口充研究機器管理部長、大学院

共通講義について 澤孝彰大学院教務部長、学外

総合セミナーのプレゼンテーションについて奥田

大学院研究科長から、それぞれ説明が行われた。

説明会の受講風景：平成18年4月13日（木）、千葉校
舎第1会議室

■第5回水道橋病院症例報告会開催

平成18年4月13日（木）午後4時より、水道橋校舎

血脇記念ホールにて第5回水道橋病院症例報告会

が開催された。この会は、従来「口腔外科症例報

病診連携をはかり、日常取り組んでいる臨床につ

いての相互理解を深めるため過去4回開催されて

きた。今回からは口腔外科のみならず、各診療科

からの口頭発表およびポスター発表が行われた。

会の冒頭で柿澤卓水道橋病院長より挨拶があり、

引き続き、高野正行助教授（口腔外科）、高崎義人

助手（口腔外科）、関根秀志講師（口腔インプラント

科）、古澤成博講師（総合歯科）による症例報告が行

われた。また、今回は特別講演として井出吉信

教授（学監・解剖学講座）をお迎えし、「摂食嚥下

を理解するための解剖学」と題したご講演をいた

だいた。各講演・発表とも、約200名を超える参

加者との活発な質疑応答が行われた。同時に、

ホールのロビーでは、各科によるポスター6点の

展示も行われた。

報告会終了後は、東京グリーンホテル水道橋に

て懇親会が行われた。日頃お世話になっている紹

介医の先生方との交流を深め、盛会のうちに終了

した。

講演する井出学監：平成18年4月13日（木）、水道橋校
舎血脇記念ホール

■第52回歯科医学教育セミナー開催

平成18年4月17日（月）午後6時から千葉校舎第2

教室において、第52回歯科医学教育セミナーが開

催された。今回は、「新年度の教育体制について」

と題し、本学の今後の教育方針に関するセミナー

が行われた。

はじめに、井出吉信学監から今年度の歯科医師

国家試験結果について分析、説明がなされた。次

に臨床歯科医学の新たな分野への展開として歯科

補綴学講座の再編について、歯科保存学第一、二、

三講座の名称変更、口腔がんセンターの設置等に

ついての説明がなされた。また、更なる教育体制

告会」という名称で、紹介医の先生方との密接な の充実を図り教養系、基礎系、歯科医学教育開発
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センター等人事採用、平成18年度予算の状況、平 署長の講演があり、午後1時50分からは佐野 司教

成18年度入試結果についての説明がなされた。本 務部副部長によるコンセンサス・ゲームが行われ、

学そして歯学における状況は年々厳しくなってい 午後3時10分から1回目のグループ討議に入った。

るが、総力戦で対処していきたいとのことであっ グループ討議は、新入生を11のグループに分け「モ

た。 ラル・ルール・マナー」というテーマについて行わ

続いて、小田 豊教務部長から平成18年度カリ れた。午後6時30分からはテーブルマナー講習会を

キュラム変更点の概要について説明がなされた。 兼ねた夕食会があり、ホテルマンよりフォーク、

シラバスへのコアカリキュラムと対応したSBOsの ナイフの使い方など細かなマナーについて

記載等について説明がなされた。また、特色GP、 説明があった。マナーに興味を持っている新入生

現代GPの更なる推進とSelf-learningの充実、医療人 が多く、先生方と親睦を深めながらも熱心に説明

としての自覚を促す診療参加型カリキュラムの作 を聞いていた。

成、コミュニケーション教育の充実、CBT、OSCE、 2日目の20日（木）は、午前9時から河田英司教務

国家試験の早期化への対応について説明があった。 副部長によるself-learningの重要性（コンピュータ

そして、各学年の総合学力試験と定期試験成績の スキル）について講演があり新入生は実際にパソ

相関について、留年者数の推移、他大学歯学部の コンを操作しながら学んでいた。続いて、お昼を

6年生の留年状況、成績と出席率の相関、授業評価 はさんで2回目・3回目のグループ討議があり、午

アンケートの集計結果について説明がなされた。 後4時30分から吉野文浩精神・神経科講師より「こ

当日は120名を越える参加者が集まり、新年度の教 ころの健康管理について」と題した講演、午後5時

育体制について皆熱心に聞き入っていた。 20分からは佐々木研一先生より「臨床医から新入

生へのメッセージ（歯科医療の現場から）」と題し

た講演があった。続いて、午後6時30分からは懇

親会が行われ、池上健司第1学年主任及び山本康

人第1学年副主任による校歌の練習やビンゴゲー

ムなどを通じて大いに盛り上がり親睦が深まった。

その後、充分にリフレッシュした新入生たちは、

翌日のグループ発表に向け自主的に準備に取り組

んでいた。

最終日の21日（金）は、午前9時から各グループの

発表を行った。今回は「モラル・ルール・マナー」

というテーマで、グループ毎に短時間の劇も行わ

れ、中には演劇部顔負けの演技をする学生もいて、

■平成18年度新入生学外セミナー 会場は非常に盛り上がった。また、質疑応答も活

平成18年度新入生学外セミナーが4月19日（水） 発に行われ、充実したグループ発表となった。

から4月21日（金）までの2泊3日の日程で、木更津

市の「かずさアカデミアパーク」で行われた。

本セミナーは「歯科大学1年生としての学習の心

構えの確立」、「How to learn，how to studyの習

得」、「新入生同志の親睦を深めること」の3点を目

的として行われ、今回で9回目を迎えた。

新入生は19日午前9時に千葉校舎に集合し、午

前9時30分に出発。午前11時より石原和幸学生部

副部長の司会で開講式が行われ、引き続き11時20

分から金子譲学長による講演が行われた。

昼食後、午後1時より、中林好一千葉西警察署副

説明する小田教務部長：平成18年4月17日（月）、千
葉校舎第2教室

充実のグループ討議。一台のパソコンを皆で覗き込む。：平
成18年4月20日（木）、かずさアカデミアパーク
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最後に 澤教養科目幹事による閉講の辞により ■第224回大学院セミナー開催

3日間に亘るセミナーを終了した。帰路は東京湾 新年度第一回目の大学院セミナー（2006年4月27

アクアライン・海ほたるを経由し、午後2時30分、 日、第2教室）には、北海道医療大学歯学部、歯科

全員無事に大学へ到着した。 薬理学講座の谷村明彦助教授を迎え「FRETを利用

した分子センサー開発とイメージングによるシグ

ナル伝達」についての講演が行われた。FRET（Flu-

orescence Resonance Energy Transfer）は、励起状

態にある蛍光分子からごく近傍の蛍光分子へ励起

エネルギーが移動することによって、蛍光強度や

蛍光色調の変化が起こる現象である。近年これを

利用して、タンパク－タンパク間相互作用を明ら

かにした論文が多く出されている。また、プロー

ベの研究開発も盛んに行われている。谷村助教授

はこの10年ほどの間に行った御自身の研究成果の

中から、IP3分子センサー（LIBRA）の作成の過程、

LIBRAを用いたCa2+シグナル伝達の研究内容につ

■平成18年度第1回水道橋病院教職員研修会開催 いて説明するとともに、FRETの原理、バイオイ

平成18年4月24日（月）午後5時30分より、水道橋 メージングの最新技術について大学院生にわかり

校舎血脇記念ホールにて平成18年度第1回水道橋 やすく解説した。講演は6時から7時まで60分間行

病院教職員研修会が開催された。今回は「診療報 われた後、LIBRAの作成法の工夫点、カルシウム

酬改定後の状況と質疑」と題し、水道橋病院社保 振動モデルの概念などについてディスカッション

委員会委員である槇石武美副病院長、安達 康教 がなされた。大学院生の研究に役立つ大変有意義

授、松井隆講師、望月清志講師より解説と指導が な内容のセミナーであった。

なされた。

最初に望月委員より、ご協力を頂いている外部

カルテ指導委員会委員による水道橋病院医員に対

する個別指導の講評について報告がなされた。特

に、各科にまたがり診療を行う場合の診療録への

記載や歯周病の管理における診療各科の対応など、

診療科、担当医を複数抱える歯科病院における診

療録記載の留意点が指摘された。次に、松井社保

委員長から「診療録記載上の留意点」として処置ご

とに記載が必要な事柄が具体的に解説され、さら

に検査およびレントゲン撮影時の診療録記載など

について指導がなされた。安達委員からは主に、

歯冠修復、欠損補綴における診療録記載の留意点 ■木曜会お花見会開催

について解説、指導がなされた。槇石カルテ指導 市川総合病院教職員の親睦団体である木曜会主

委員会委員長からは、主に混合診療について解説、 催による、恒例の「お花見会」が、平成18年4月28

指導がなされた。最後に望月委員より保険診療の 日（金）午後7時より、ホテルサンルートプラザ東

基本的留意点が解説された。今回の保険制度改訂 京のマグノリアホールにおいて開催された。

から3週間余たち、診療にあたる各医員からはそ この行事は、新人紹介を兼ねて毎年お花見の時

れぞれの講師に対し活発な質疑がなされ、充実し 期に開催されている。当日は、約350名の参加者

た研修会であった。 を得て行われ、中島庸也木曜会委員長、畠亮市川

総合病院病院長からの挨拶に続き、安藤暢敏市川

慣れないテーブルマナーに苦戦しながらも料理を楽しん
だ。：平成18年4月19日（水）、かずさアカデミアパーク

講演される谷村先生：平成18年4月27日（木）、千葉
校舎第2教室
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市川総合病院「お花見会」：平成18年4月28日（金）、
ホテルサンルートプラザ東京

総合病院副病院長の乾杯の発声により参加者一同 の実際例がこのセミナーで充分に示された。そし

盃を上げた。会は、新人紹介、ゲーム大会と進め て最後に結論・提言として、（1）定期予防処置と

られ大いに盛り上がり、新人も含め職種を問わず、 はリスク提示（検査）、リスク改善処置、リスク検

親睦を図ることができた。 査（改善確認検査）の3つのカテゴリーで構成する

と合理的、（2）リスク検査とリスク改善は車の両

輪で一方が欠如すると機能し得ない、（3）リスク

検査の開発とリスク改善法のさらなる開発が必要、

（4）歯科であっても検査のみで来院する事も必要

になってくる、等々、今後の歯科医療のあり方の

一端が示唆された。

1時間にわたる講演の後、会場からは検査に対

する患者側の費用負担をどのようにしているかと

いう質問や3DSの方法論への質問などに対して、

興味深いディスカッションが交わされた。

今回のセミナーからその案内方法がweb上のみ

と変更になったため、気づかず聴き逃した先生方

■第225回大学院セミナー開催 もおられたようでその点は少し残念であったが、

第225回大学院セミナーが平成18年5月11日（木） 将来臨床医を目指す若い先生方には有意義なセミ

午後6時より千葉校舎第2教室において開催された。 ナーであった。

今回は、神奈川県綾瀬市開業、国立保健医療科学

院口腔保健部協力研究員であられる武内博朗先生

をお招きし、「う蝕と歯周病の（微生物学的）リスク

低減治療－Dental Drug Delivery System（3DS）に

よる病原口腔細菌の制御－」と題したお話をいた

だいた。3年前、第166回の本セミナーにおいては

同口腔保健部部長の花田信弘先生による「齲蝕原

性ミュータンス菌群は除菌できるか（副題－口腔

機能維持の方法論）」と題してお話をいただいたが、

今回の武内先生のお話しはその続編というか、そ

の発展版とでも言うべき内容であった。

疾患の予防には一次、二次、三次予防という概念

があり、歯科疾患においては歯ブラシ指導、フッ ■第226回大学院セミナー開催

素洗口や甘い物の食べ方指導などの一次予防はか 平成18年5月18日（木）午後6時より千葉校舎第2教

なりの効果を上げてきた。しかし、二次予防につ 室において、第226回大学院セミナーが開催され

いては効果があがっているという状況にはない。 た。今回は東北大学大学院歯学研究科口腔機能形

それは何故かというと、リスク低減療法である二 態学講座口腔システム補綴学分野の佐々木啓一教

次予防を行うためには、個々の患者のリスク評価 授を講師にお迎えして「生体－バイオマテリアル

がしっかり出来ていなくてはならない。その（歯 間の生物学的・生体力学的インターフェイス」と

科医がやらなくてはならない）リスク評価の方法 題する講演を伺った。その内容は、歯科治療で用

が、臨床検査という一般的な形で行われている医 いる生体材料や人工装置と生体とのインターフェ

科と比較して今まで無視されてきたかの様にほと イスについての話で、結論として「生物学的イン

んど行われてこなかったことによる。このような ターフェイス」と「生体力学的インターフェイス」

観点から、武内先生が行ってきたリスク評価法、 の制御が歯科治療の成否に最も重要なことである

それに対するPMTC・3DSなどのリスク低減療法 と力説された。佐々木教授の研究室では「イン

講演される武内先生：平成18年5月11日（木）、千葉
校舎第2教室
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ターフェイス」、「力」、「生体反応」をキーワード

に，生体力学的，核医学的，細胞組織学的，ナノ

加工学的な観点から多彩な研究を進められており、

本講演では、義歯床下ならびにインプラント周囲

における力的負荷下での骨代謝、新生体材料の応

用などを中心として，新たな知見，考え方を紹介

された。講演終了後には、多くの大学院生から質

問があり、大変有意義なセミナーであった。

めて認識させられた」「自院にて臨床研修プログラ

ムを作成するにあたり必要な基本的事項について

の知識が得られて良かった」等の感想が挙げられ

た。最後に、受講者に修了証書が授与され、2日間

の日程を終了した。本ワークショップを今後も継

続して実施することにより教育体制の改革と教育

指導のより一層の充実ならびに歯科医師臨床研修

における指導歯科医の充実を目指している。

講演される佐々木先生：平成18年5月18日（木）、千
葉校舎第2教室

■第20回カリキュラム研修ワークショップ開催

平成18年5月20日（土）、21日（日）、千葉校舎実

習講義室およびホテルグリーンタワー千葉におい

て、第20回カリキュラム研修ワークショップが開

催された。今回は、静岡県歯科医師会や本学同窓

会からの参加者など20名を対象とし、カリキュラ

ム・プランニング、問題点の解決法に関する8つ

のセッションからなるプログラムが財団法人歯科

医療研修振興財団との共催にて実施された。3グ

ループに分かれ、限られた時間内に討議、発表を

行う凝縮された内容のワークショップに参加した

受講者からは、「限られた時間の中でまとまった

意見を出していく際にチームワークの重要性を改

グループ討議風景：平成18年5月21日（日）、千葉校
舎実習講義室

■平成18年度大学院新入生学外総合セミナー

平成18年度大学院新入生学外総合セミナーは平

成18年5月24日（水）から25日（木）の2日間にわたり、

かずさアカデミアパークで行われた。大学院新入

生15名の他、奥田克爾大学院研究科長、 澤孝彰

大学院教務部長、櫻井薫大学院学生部長及び講師

として、杉 正志先生（東京慈恵会医科大学歯科

学教室教授、本学口腔外科学第二講座非常勤講

師）、Jeremy Williams助教授が参加した。

第1日目は午前11時から開講式、教職員および

大学院生の自己紹介が行われたあと、午後1時

より櫻井大学院学生部長の司会進行のもと、杉崎

先生の「臨床研究に求められているもの」、

Williams助教授の「Being a pro」、と題したセミ

ナー講演があった。続いて午後2時40分からは、大

学院新入生の個人発表が行われた。各自が事前に

海外論文を読み、その内容の紹介、考察などを、

液晶プロジェクタを使用して5分間で発表、2分間

の質疑応答を行う形式で進行し、教員からはプレ

ゼンテーションの方法や考察のポイント等につい

て貴重なアドバイスが送られた。個人発表終了後、

大学院生は2グループにわけられて、図書「より良

いエビデンスを求めて（著：杉崎正志）」よりグルー

プ毎に発表テーマを決めて、第1回目のグループ

討議行った。

また、第1日目の夜にはかずさアカデミアパー

クスポーツ棟1階「すゞ源亭」において懇親会が催

され、大学院生は教職員を交えて大いに語り合い

親睦を深めた。

第2日目も午前8時からグループ討議を行い、午

前10時から「かずさDNA研究所」を見学した。幸い

天気にも恵まれ、かずさDNA研究所までの道のりを

歩いて行ったり、外でお弁当を食べたりとグループ

討議で疲れた頭をリフレッシュさせていた。そし

て、午後1時からグループ発表（各グループ
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7分）、質疑応答（各グループ5分）が行われた。各

グループは短時間の討議ながら手際よく考察をま

とめ、質疑応答も第1日目の個人発表同様活発に

行われた。

最後に、午後2時10分から閉講式が行われた後、

全員無事に帰路についた。

ルした松戸歯学部付属病院について、各フロアの

説明、電子カルテの運用状況と問題点、導入時の

苦労など本学の臨床研修、付属病院の運営にとっ

て大いに参考になるお話をいただいた。当日は100

名を超える参加者が集まり、質疑応答も活発に行

われ大変有意義なセミナーとなった。

1日目の個人発表から活発な質疑応答が飛び交った。：
平成18年5月24日（水）、かずさアカデミアパーク

講演される金田先生：平成18年5月29日（月）、千葉
校舎第2教室

■第53回歯科医学教育セミナー開催

平成18年5月29日（月）午後6時から千葉校舎第2

教室において、第53回歯科医学教育セミナーが開

催された。今回は、日本大学松戸歯学部放射線学

講座の金田 隆教授をお招きし、「日本大学松戸歯

学部の臨床教育－新病院における対応－」と題し

た講演を伺った。

はじめに、日本大学松戸歯学部の臨床教育につ

いてご説明いただいた。学力重視の現在の国家試

験や歯科医学臨床教育の問題点を踏まえ、日本大

学では入学するとすぐに病院実習を実施し医療人

になる自覚を促し、2年次以降はPBL形式で授業を

実施、4年次には研究発表ができるまでに指導を

しているとのことであった。臨床実習では人間性

豊かな医療人になることを理念とし、歯科医師と

しての基本的な知識・技能・態度を習得すること

を目的として、各診療科をローテーションし、登

院準備教育をしているとのことであった。続いて、

歯科医師臨床研修必修化に伴う日本大学における

課題として、協力型施設とのプログラムの標準化

と評価の問題、修了認定について、そして手当の

支給等の問題への対応と平成18年度の臨床研修プ

ログラムのポイントとして、3つの研修プログラ

ムの実施と総合診療に併せ訪問歯科診療、入院症

例の研修、選択制の専門診療科研修について説明

■平成18年度第2回水道橋病院教職員研修会

平成18年5月29日（月）午後5時30分より、水道橋

校舎血脇記念ホールにて平成18年度第2回水道橋

病院教職員研修会が開催された。今回は「千葉病

院の医療安全管理への取り組み」と題し、千葉病

院リスクマネージメント部会委員長である片倉朗

先生より講演がなされた。

講演は、誤嚥、誤飲の事例報告から始まり、医

療安全管理の義務に関する法的背景、含まれる対

策、千葉病院の医療安全管理機構について説明が

なされた。その上で、千葉病院リスクマネージメ

ント部会とリスクマネージャーの多岐にわたる活

動が具体的に紹介された。特に、患者様からの意

見には対応結果を掲示板に紹介することや月1回

の医療安全研修会を通じて、ヒヤリハット事例に

対する改善策が全職員にフィードバックされるこ

と、さらに薬局、技工部門、事務部門も含めた活

発な活動や啓蒙ビデオの作成などの創意にとんだ

活動に感嘆の声があがっていた。安全で質の高い

医療を目標として、全教職員がスイスチーズモデ

ルにおける穴であることを強調して講演は終了し

た。質疑も活発にされ、水道橋病院教職員にとっ

て改めて医療安全活動を理解する研修会であった。

がなされた。また、平成18年4月よりリニューア
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■平成18年度特別奨学生決定

平成18年度特別奨学生が、選考委員会及び教授

会の議を経て下記のとおり決定した。

なお、特別奨学生には、東京歯科大学に在学し、

学業成績・人物が優秀でかつ健康であり、他の学

生の模範となる学生が選出される。

第6学年 12 石　塚　洋　一 

45 片　山　愛　子 

83 白　谷　　　聡 

92 高　山　岳　志 

140 森　山　聖　子

第5学年 1 青　木　一　充 

44 木　村　領　太 

53 小　林　健　一 

100 奈　良　宏　周 

152 渡　部　幸　央

トピックス

第4学年 13 伊　藤　依　子 

17 宇　賀　允　悠 

28 岡　田　玲　奈 

97 樋　口　はる香 

119 宮　井　友　理

第3学年 12 井　上　裕　梨 

23 大　泉　康　輔 

26 大　平　貴　士 

44 栗　田　容　輔 

110 三　友　啓　介

第2学年 13 岩　井　千　哉 

27 大　峰　悠　矢 

46 河　野　由　貴 

71 橋　由香里 

94 中　村　有　希

第1学年 18 岩　脇　清　一 

87 沼　田　由　美

本学名誉教授、山本

又雄先生（英語）は、

平成18年5月24日にご逝

去された。享年84歳。

山本先生は、昭和18

年9月に東京帝国大学

（現東京大学）文学部英

吉利文学科をご卒業され、昭和21年9月から東

京歯科大学予科教授に就任された。そして昭

和30年4月から東京歯科大学教授に就任され、

昭和61年8月に定年退職されるまで、英語の教

育に従事された。

訃報 山本又雄名誉教授ご逝去

先生は Charles Lamb などのヒューマニスト

によるイギリス文学を深く研究された。そし

て本学の教育においては、「教員は、自分に厳

しく、学生に寛容であれ」の姿勢を貫かれ、

教え子たちから「又さん」と慕われた。どん

な学生に対しても、「仏の又さん」の熱い眼差

しで教育にあたられた。

また先生は平成8年秋の叙勲 勲3等瑞宝を受

章された。

先生のお通夜は5月27日午後6時から、告別

式は5月28日午前10時から、セレモ稲毛駅ホー

ルにてしめやかに執り行われた。
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■FDI 中国深川大会プロモーション訪問団来校

中華人民共和国衛生省国際交流コーポレーショ

ンセンター関係者5名が平成18年4月11日（火）千葉

校舎に来校された。

今回の訪問された目的は、本年9月に中国深川

で開催される「FDI中国深川大会」のプロモーショ

ン活動として来校された。

一行は、中国衛生省国際交流コーポレーション

センター学会・展示部部長の王健氏、同センター

主任の李 洪山氏、同センター学会・展示部の

戴維氏、中国口腔医師協会会長で北京大学口腔医

学院の欒 文民教授、北京大学口腔医学院の姜 亭

教授の5名。

一行は、4月11日（火）午前11時に来校し、先ず

井上孝国際渉外部長から当日のスケジュール説明

海外交流

千葉校舎を見学する訪問団：平成18年4月11日（火）、
臨床基礎実習室

後、千葉校舎の診療室（補綴科、口腔インプラン

ト科）、口腔科学研究センター、標本室、臨床基

礎実習室、図書館史料室を見学された。

見学終了後、午後12時より特別会議室において、

金子 譲学長、藥師寺 仁副学長、井出吉信学監、

下野正基歯科衛生士専門学校長、井上孝国際渉外

部長、永井 夫事務局長、王 小競客員助教授（小

児歯科学）が出席し、井上国際渉外部長の司会に

より歓迎昼食会が開催された。まず、金子学長か

ら歓迎と大会への協力の挨拶が述べられた。中国

側からは、王健氏をはじめ来校者全員より自己紹

介があり、FDI中国深川大会への参加協力、東京

歯科大学の歓迎に対し心より感謝している旨の挨

拶が述べられ、昼食会が和やかな雰囲気のうちに

進行し、午後1時に閉会となった。

千葉校舎見学後の記念撮影：平成18年4月11日（火）、
特別会議室

国際渉外部レポート

■学長主催留学生懇親会開催

平成18年3月7日（火）午後6時より、幕張のホテ

ル・ザ・マンハッタンにて、第9回学長主催留学

生懇親会が開催された。今年度は、補綴第二講座

に訪問研究員として在籍していた余日月先生（中

華人民共和国）が、1年間の研究期間を終了し年度

末に帰国することになったため、その送別会も兼

ねて行われた。

本会には、金子 譲学長、藥師寺 仁副学長、

奥田克爾大学院研究科長、平井義人学生部長をは

じめ、歯科矯正学講座に大学院生として在籍する

金熙勍先生（大韓民国）、補綴第一講座に大学院生

として在籍するM  arlene Poveda先生（ベネズエ

ラ）、市川総合病院眼科に客員講師として在籍す

る陳克華先生（台湾）、および、留学生・研究員が

在籍する臨床系3講座の指導教授や、国際渉外部

運営委員会の先生方、留学生に対して日頃より助

力してきた事務職の方々の総勢22名が出席し、親

交を温めた。

当日は、井上孝国際渉外部長の司会のもと、金子
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学長および藥師寺副学長にご挨拶を頂き、金子学 となり、場所を伝統的韓国レストランに移し、歓

長から余先生に修了証と記念品が授与された。次 迎会を開いていただいた。翌4月27日（木）午後に

いで、出席していた留学生・研究員の方々がひと 開催された第一部セッションでは、日韓合計4名

言ずつスピーチを行い、本学における実り多い研 のシンポジストが各30分ずつ発表を行った。

究について、また本学の素晴らしさ、指導教授を まず茂木助教授が、“Looking young is our esthetic 

はじめとする先生方・職員に対する感謝の気持ち goal! -Anti-aging dentistry from orthodontic point of 

が述べられた。 view through observation of teeth, dentition and 

閉会の前に、井上国際渉外部長より、小児歯科 occlusion in 8020 achievement population.-”と題し、

学講座に中華人民共和国より4月から日中笹川医 8020達成者の咬合が良好であることから、歯を数

学研究者制度による客員研究員が1年間、歯科矯 多く保有することが審美性を保ち、QOLを高め、

正学講座に6月から台湾より研究生が3ヶ月在籍す 抗加齢に貢献すること、8020研究の矯正治療長期

る旨の報告があった。最後に、金子学長を囲み、 経過例観察によって、特に歯肉退縮に注意が必要

それぞれの母国の国旗を手にした留学生・研究員 だという結果が得られたことを発表した。また、

の方々と共に、出席者全員で記念撮影を行い、散 歯科矯正学教室において、“Evaluation of oral area in 

会となった。 the face”というテーマで、日本人の審美感、東洋

系の顔に合った口元の美しさのための歯の傾斜や

ブラケットの角度、気道体積計測について講演を

行った。

松坂助教授は、“Three dimensional bone forma-

tion in vitro using microtexture”と題する発表を

行った。近年、欠損部へのインプラントや歯列矯

正によって、患者の審美的な要求を満たしつつあ

るが、さらなる審美感を求め、歯間乳頭の欠損

（Black Triangle）を改善するさまざまな治療法が

検討されている。本発表では、歯槽骨の回復・tis-

sue engineeringに焦点をあて、guided bone regener-

ationによる基礎歯科学的な観点から、細胞の動態、

■東京歯科大学・延世大学第2回合同シンポジウム 新生骨組織の特徴について述べた。本発表に関し

開催及び延世大学歯学部視察 ては、multi-grooveの作制方法や細胞機能の発現に

平成18年4月27日（木）、韓国・ソウルの延世大 関する質疑が活発に行われた。

学において、第二回東京歯科大学・延世大学歯学 第二部では、井上教授が、“Homeostasis and 

部合同シンポジウムが開催された。東京歯科大学 regeneration of oral tissue: from bench to clinic.-

国際渉外部では、Current Concept for Esthetic Den- Implant, periodontal ligament, dental pulp and oral

tistryというテーマでシンポジストの公募を行い、 mucosa”というテーマで特別講演を行った。イン

矯正学講座 茂木悦子助教授、臨床検査学研究室 プラントと天然歯の形態学的相違、分子生物学的

松坂賢一助教授の2名を選考した。 な相違を主体とし、歯根膜、歯髄および口腔粘膜

4月26日（水）仁川空港には、延世大学歯学部国 に関する研究室の研究内容について約1時間講演

際渉外部長のDr.Shin Dong-Min, 口腔生物学 した。本発表に関して、細胞へのストレスのかけ

Dr.Cha Jeong-Heonの2名の先生方に出迎えをいた 方、細胞のコントロールなどについて質疑が行わ

だいた。延世大学歯学部に到着後直ちに、会議室 れた。

において歯学部幹部18名出席のもと歓迎式典が行 シンポジウム終了後、延世大学の食堂中庭にて

われた。歓迎式ではまず歯学部長朴教授より歓迎 ガーデンパーティが開かれ、東京歯科大学の5名

の挨拶、次いで国際渉外部長の井上孝教授より挨 が紹介された。また同会場では、午前中に行われ

拶が行われた。その後、記念品の交換を行い閉式 ていた大学院生と医局員によるポスター発表の優

学長主催留学生懇親会記念写真：平成18年3月7日
（火）、幕張 ホテル・ザ・マンハッタン
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秀者に、朴学長より賞状と金一封が授与された。

参加者である大学院生たちの一喜一憂する姿が印

象的で、東京歯科大学における学会でも、このよ

うな表彰の必要性が感じられた。

今回の合同シンポジウムに先立ち、4月27日（木）

午前中には、歯学部病院と医学部病院を見学した。

システマティックな診療体系を見ることができた。

歯科病院では、学生診療と医員診療が完全に分離

され、カルテや写真、レントゲンのペーパーレス

化、模型の三次元画像の取り込みなど、IT化が進

んでいた。

また図書館に関しては、同行した図書館の

阿部潤也事務員が視察を行った。延世大学では、

電子ジャーナルの運用にE x Libirs社『SFX』が利用

されているが、学内資料では、『Y  onsei Meical

Journal』と学位論文以外、電子化されているのは、

ほとんど海外の雑誌であった。また、利用者に対

しては、PubMedをはじめEndNoteなど各種データ

ベースの講習会が随時行われているとのことだっ

た。開館時間は7：30～20：00だが、24時間利用

可能な学習室（500席）も併設されていた。

さらに今回の訪韓には、国際歯科医学情報支援

研究室Jeremy Williams助教授が同行し、韓国にお

ける英語教育の視察を行った。現在、延世大学内

延世大学における歓迎式典にて：平成18年4月26日
（水）、韓国・ソウル

の必修英語は英語学科がすべて管轄し、相当数の

ネイティブ･スピーカーを擁している。有料で英

作文の添削とカウンセリングを行うライティン

グ・センターもある。英語の必修クラスがあるの

は1年次のみだが、延世大学の学生は、語学習得

に対する熱意が強く、また、自らの将来に英文の

読解力が不可欠だという認識が高い。教職員も、

韓国の若手研究者が専門分野で世界的なリーダー

になるには、英語能力がいかに重要か痛感してお

り、これまでに多くの物的・人的資源を投じ、設

備を整えてきた。東京歯科大学も近年、2年次や

3年次にも英語の授業を組み入れるなど、英語教

育に関するさまざまな問題に取り組んでいる。東

京歯科大学の学生は、英会話に対する苦手意識は

あるものの、科学英語には興味を示している。今

後、延世大学とのポスター発表や交換プログラム

などの機会が増えれば、英語に対する彼らの意欲

も高まることが期待される。

4月28日（金）には、歯学部学長会議室にて、9名

の歯学部幹部列席のもと歓送会が行われた。来年

度には、東京歯科大学において第三回合同シンポ

ジウムを開催することを話し合い、帰国の途に着

いた。

延世大学におけるシンポジウム終了後、学会主催者と：
平成18年4月27日（木）、韓国・ソウル

学生会ニュース

■学生会主催新入生オリエンテーション

恒例の学生会主催新入生オリエンテーションは

平成18年4月15日（土）午後1時から教養棟第5教室

で開催され、多数の新入生が出席した。

まず、内山 宙学生会総務委員長（5年）より学生

会の活動内容について説明があり、クラブ活動も

含め課外活動も積極的に参加して文武両道の有意

義な学生生活をおくってほしいとの新入生へのエ

ールが贈られた。その後、井上健児歯科学生交流

会局長（4年）より延世大学校歯科大学との交流プ
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ログラムについて、また鈴木大貴東歯祭実行委員

長（3年）より東歯祭について説明があり、引き続

いて運動系・文化系それぞれのクラブ・同好会の

紹介が行われた。

クラブ・同好会の紹介は、午後1時15分～午後2

時20分と午後2時30分～午後3時50分の二部に渡っ

て行われ、パワーポイントや映像を駆使して魅力

をアピールするクラブが見られる一方で、ビッグ

バンドジャズ部やダンス部など実技の披露で魅せ

るクラブもあり、手作りのチラシの配布で魅せる

クラブもありと新入生の眼を様々に惹きつけてい

た。また、昨年度に続いて歯科衛生士専門学校生

もオリエンテーションに参加し、会場は超満員で

あった。

参加した新入生は熱心に説明に聞き入り、午後

4時30分に終了するとただちに興味を持ったクラ

ブ・同好会の下を訪ね、先輩たちの温かい歓迎を

受けた。

■本学教員著書リスト

（本学の教員名が標題紙に記載されているものに

限定）

山根源之編「歯科関係者に必要な介護の知識　―

訪問診療をすすめるために―」口腔保健協会

○本学教員の著書については、特に収集に努めて

おります。著書発刊のおりにはご寄贈のほど、よ

ろしくお願いします。

■開館時間の延長　

5月8日（月）より図書館は以下の通り、時間延長

をしております。どうぞ、ご利用ください。

平　日：8時45分から21時まで

土曜日：8時45分から17時まで（第二土曜日を除く）

夏期休暇期間中の開館時間はHPにて、ご案内を

致します。

4月より、正面玄関右側にブックポストを設置

し、休館日や早朝・夜間など、図書館が閉館して

いる時間帯で図書・雑誌の返却をする場合にご利

用いただいております。どうぞ、ブックポストも

併せましてご活用ください。（CD－ROM等除く）

■卒業論文の検索について

本年4月より卒業論文の検索ができるようにな

りました。現在、昭和63年度分から平成17年度分

まで検索可能となっています。過去の分もデータ

の入力を進めております。ご利用ください。図書

館HPデータベース→卒業論文検索よりアクセスし

ております。 

URL http://www.tdc.ac.jp/lib/gthesis/

図書館から

■阿部潤也図書館員海外出張

4月26日（水）～28日（金）、国際渉外部による姉妹

校視察（韓国延世大学）に随行し、図書館を見学

感想

「図書館システムは韓国製の「Maestro」を利用して

いる。OPACにはMyLibrary（個人別ポータルペー

ジ）が実装されており、日本製と比較してもかなり

先進的なものである。図書館自体の雰囲気は日本

の図書館とあまり変わらないが、想像していたよ

りコンパクトで、建物の構造上のレイアウトが充

分、機能的であると感じた。今回の見学で学んだ

事を今後に生かしたいと考える。」

■本学旧校舎模型、図書館1階ロビーに移設

図書館正面玄関を入ると、ロビー右側に「高山

歯科医学院模型」「東京歯科医学専門学校模型」「東

京歯科大学旧水道橋校舎・病院全景」の3つの模型

が並んでいます。これらは元々史料室内で展示さ

れていたものですが、図書館を訪れた人に東京歯

延世大学図書館の入り口にて
左の方は図書館員のH ye-Yang Kim氏、右の方が通訳
をしていただいたChoo-ryung Judi Chung先生
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科大学の歴史を知ってもらいたいという趣旨で、

ロビーに移設しました。

模型は本学創立100周年を記念して、現存する

写真などを参考に、新たに図面から引き起こして

製作されたものです。写真ではわからない、今は

現存しない建物の全体像を立体的に見ることがで

きます。

〈高山歯科医学院模型〉

「高山歯科医学院」は、わが国初の歯科医学教育

機関であり、東京歯科大学の前身です。明治23年

（1890年)、高山紀齋が芝区伊皿子町（現在の港区三

田4丁目）に設立したもので、建物は元スペイン公

使館です。現在この地には、本学発祥の地を標す

「歯科医学教育発祥之地」記念碑が建っています。

〈東京歯科医学専門学校模型〉

明治39年（1906年)、東京歯科医学院の校舎とし

て落成した建物で、その後東京歯科医学専門学校

となってさらに増築されました。大正4年（1915

年)10月17日、東京歯科医学専門学校卒業式に列席

した野口英世が、血脇守之助と記念撮影したのは、

同校構内にあった高山紀齋銅像前です。この建物

は大正12年（1923年)9月1日の関東大震災で惜しく

も焼失してしまいました。

〈東京歯科大学旧水道橋校舎・病院全景〉

関東大震災で壊滅状態となった本学ですが、

野口英世など多くの人たちからの励ましもあり、

天災を乗り越え、昭和4年（1929年）にはオランダ

風の校舎を完成させました。当時としては時代の

最先端をいくもので、校舎の落成を祝う提灯行列

も行われました。

高山歯科医学院模型

■平成18年度歯科衛生士専門学校入学式

歯科衛生士専門学校第58期生の入学式は、4月7

日（金）午後2時から千葉校舎講堂において、来賓、

学校関係者、在校生ならびに新入生父母臨席のも

とに厳粛裡に挙行された。

式は橋本貞充学生部長による司会、開式の辞に始

まり、国歌斉唱後、眞木吉信副校長から新入生一人

一人が呼名・起立により紹介され、次いで下野正基

校長が訓辞を述べられた。引き続き、井上 裕

学校法人東京歯科大学理事長、金子譲東京歯科大

学学長ならびに中井麗子歯科衛生士専門学校同窓

会会長からご祝辞をいただいた。その後、在校生

を代表して大多和めぐみさんが歓迎の辞を述べ、

次いで新入生を代表して野口沙希さんが誓詞を述

べた。また、新入生には歯科衛生士専門学校の徽

章が校長より授与され、代表の田中愛美さんの襟

に輝いた。最後に在校生のリードで出席者全員が

歯科衛生士校ニュース

校歌を斉唱し、式は終了した。

入学式に続き、嶋村一郎教務部長から新入生なら

びに保護者に、ご臨席頂いた来賓の方々および教職

員が紹介された。さらに新入生は記念写真撮影の後

に、学年主任・副主任からオリエンテーションを受

け入学式当日の日程を終了した。

誓詞を述べる新入生代表：平成18年4月7日（金），千
葉校舎講堂
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訓　　辞

東京歯科大学歯科衛生士専門学校

校　長　下野　正基

桜の花も咲きほこり、まさに春たけなわの本日、ここに東京歯科大学理事長、同学長ならびに東

京歯科大学歯科衛生士専門学校同窓会長をはじめ、多数のご来賓のご臨席をいただき、平成18年度

の入学式を迎えることができましたことは、誠に喜ばしいことと存じます。

新入生の皆さん、ならびに保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。本校の教職員を代表し

て、心からお祝い申し上げます。

本校は、わが国最初の歯科衛生士養成機関として、昭和24年に東京都千代田区で開校されました。

その後、平成元年にこの千葉の地に移転し、現在に至っておりますが、この57年の間に1,977名の卒

業生を送り出してきました。卒業生の方々はそれぞれ歯科医療や保健福祉の現場においてめざまし

い活躍をされてきています。

昨今の歯科医療・保健・福祉の分野は、少子高齢化や疾病構造の変化にともない、大きな変革の

時期を迎えております。国民の健康志向、生活の質の向上に対する願望を反映して、歯科医療・保

健に対する要望も、治療から予防へと大きく変化しつつあります。このような社会情勢の中にあっ

て、歯科衛生士の活躍の場は今後ますます広がっていくものと思われますが、一方で社会の要請に

応えるためには、より多くの知識や技能が求められることになります。歯科衛生士の教育に必要な

年限についても、二年間では不十分であり、三年間とすべきことが法令で定められ、昨年の4月よ

り施行されています。本校ではこれに先立ち、平成16年度より三年制に移行し、教育の充実を図っ

てきております。大学付属病院という恵まれた環境での臨床実習が本校の大きな特徴ですが、それ

に加えて、地域の保健所、小学校、高齢者や障害者の医療・福祉施設における臨地実習にも力を注

ぎ、多様なニーズに対応できる歯科衛生士を育てるための努力をしております。

さて、新入生の皆さん、皆さんは今日の日を迎え、入学の喜びと希望に溢れていることと思いま

す。皆さんはこれからの三年間、歯科医学・医療に関する基礎や専門の科目はもとより、保健・福

祉にわたる広い分野について多くのことを学ばなければなりません。決して容易な道のりではあり

ませんが、この三年間は皆さんにとってかけがえのない青春の大切な時期でもあります。勉学はも

とより様々な面で充実した学生生活を送っていただきたいと思います。

「一時の懈怠（けたい）、すなわち一生の懈怠となる」。これは「徒然草」で有名な吉田兼好の怠

け心を戒めたことばです。今日やらなければならないことを、私たちはついつい明日にのばしてし

まいます。翌日にまわしたことが，二日三日とずるずる先送りになってしまうことがよくあります。

一時の懈怠つまりちょっとした怠け心は、みるみるふくらんで、一生の怠け心になってしまいます。

一つの物事に対してだけでなく、ほかのことにも同じような怠惰な心がくるように、人間は放って

おけば安易なほうへと流されやすいのです。

どうか皆さんはこれからの学生生活の中で、必ず顔をだすであろう、ちょっとした怠け心を排除

して日々の努力を積み重ねていただきたいと思います。日々の小さな努力を継続していけば、三年

後には歯科衛生士としての専門性を身につけるだけでなく、ひとりの人間として、ひとりの女性と

して、魅力にあふれた人格を形成することができるでしょう。

皆さんが心身ともに健康で、本校での学生生活が実り多いものとなることを祈念して訓辞といた

します。

平成18年4月7日
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誓　　詞

第58回新入生代表

野口　沙希

学校長訓辞の意を体して、克く学生の本分を尽くし、必ず素志を貫徹し、本校の伝統を昂揚する

よう務めることを確く誓約いたします。

平成18年4月7日

平成18年度新入生

飯島　綾那 石井　夏紀 石井奈々子 伊藤　明子 伊藤麻里美 犬飼　由理

鵜澤　亜美 宇田川　瞳 海老原祥江 大木　　恵 加古みのり 加瀬　弓子

亀井　明奈 川野　結香 日下邊敦子 後藤　綾香 小林　敦子 佐藤あゆみ

佐藤　幸恵 佐野　李恵 嶌津　奈桜 庄司由紀子 菅野　　香 鈴木　　藍

鈴木　愛美 清野　菜摘 高木三乃理 田口　真有 竹澤　有美 田中　瑶恵

田中　愛美 土屋　佳織 中居ゆかり 根本　　愛 野口　沙希 野 朋美

林　優香理 本田　 香 丸田　聡美 宮田　香織 目沢　莉沙 山 麻衣子

山 美貴 山田　千智 山田　久代 吉田　恵美

■平成18年度学生会総会ならびに新入生歓迎会 総会に引き続き、新入生歓迎会が開催され、昼

新入生46名を迎え、平成18年度歯科衛生士専門 食をとりながら歓談し、和やかな雰囲気のうちに

学校学生会総会が4月15日（土）午前11時から千葉 会は進行した。最後にビンゴゲームで大いに盛り

校舎厚生棟1階において開催され、3学年の学生全 上がるなか、午後1時閉会となった。

員がそろう初めての機会となった。学校からは、

嶋村一郎教務部長、橋本貞充学生部長と専任教員 ■学外研修セミナー

が出席した。学生会役員の司会進行により、平成 第1学年と第2学年合同の学外研修セミナーが平

17年度活動報告と会計決算が承認され、続いて平 成18年5月26日（金）、27日（土）の1泊2日の日程で

成18年度活動計画案と予算案が満場一致で可決承 幕張セミナーハウスにおいて行われた。昨年より

認された。 学外研修を2学年合同で行っており、グループディ

スカッションとその発表を行うことで、問題発見、

整理、解決に取り組む中で、協力し合う態度を身

につけるとともに、学生同士の親睦を深めること

を目的としている。

午前10時より開講式が行われ、下野正基校長から

十分に研修の成果を挙げることを期待するとのご挨

拶をいただいた。その後直ちに、コミュニケー

ションゲームを行って、まずアイスブレーキングを

図った。その後は『あなたは晩婚派？早婚派？』と

題し、「晩婚派」と「早婚派」に分かれてのディベー

トを行った。まずそれぞれの学年ごとに6グループ新入生を迎えて全員集合の3学年：平成18年4月15日
（土）、千葉校舎厚生棟1階



（28） 第219号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成18年5月31日発行

に分かれ、ディスカッションを行った後、ディベー て解散した。

トのルールに則って各グループにつき3試合の対戦

が開始された。試合形式とあって活発な質疑応答

が繰り広げられたが、勝敗は教員が判定し、優勝

グループにはささやかながら賞品が贈られた。6時

から夕食をとった後、2年生によるセルフケアグッ

ズについての調査の報告会を行った。パソコンで

の口腔ケアに関する発表は、1年生にとっても興味

深いもので、有意義な報告会となった。その後9時

30分までの1時間は2学年が半数ずつの混合のグ

ループで『個性とは？』というテーマについて、

KJ法でアイデアを出しながらのディスカッション

を行い、1日目の日程を終了した。

2日目は午前7時からの朝食に皆元気に顔を見せ、

8時からはグループディスカッションを再開、そ

れぞれのテーマをまとめた。9時30分から、各班

ごとの成果を発表し、質疑応答で2時間があっと

言う間に過ぎた。最後に研修の自己評価表と報告

書をまとめ、12時40分からは閉講式を行った。最

後に眞木吉信副校長より、各グループとも課題に

まじめに取り組み、よく整理された発表ができ研

修の成果がみられたと、学生へのねぎらいのご挨

拶をいただいて、すべての日程を終了し、現地に

人物往来

■国内見学者来校 ○久保周平講師（小児歯科学） 

千葉校舎・千葉病院 University of California, Los Angels, School of

○東京歯科技工専門学校（学生47名、教員2名） Dentistry での研究活動のため、平成18年4月1日

平成18年4月24日（月）、25日（火）歯科理工学実 （土）出発。帰国は平成19年3月31日（土）の予定。

習、他見学 ○杉原直樹講師（衛生学）

○陸上自衛隊衛生学校（学生25名、引率者5名） ミシガン大学歯学部、齲蝕学講座での共同研

平成18年5月29日（月）解剖学的講義、系統解剖 究のため、平成18年4月1日（土）出発。帰国は

及び標本の見学 平成19年3月31日（土）の予定。

○筑波大学附属聾学校（学生13名、教員9名） ○井上敬介助手（水病・口腔健康臨床科学）

平成18年5月31日（水）病院、解剖標本室の見学 Oral Physicianコース（ボストン大学）に研修参

加のため、4月4日（火）から4月12日（水）まで、

■海外出張 アメリカ・マサチューセッツへ出張。

○嶋香織講師（病理学） ○井上孝教授（臨床検査学）

Harvard Medical School , Department of Pathology 第47回大韓口腔顎顔面外科学会にシンポジス

での共同研究のため、平成18年4月1日（土）出 トとして参加のため、4月20日（木）から4月22

発。帰国は平成19年3月31日（土）の予定。 日（土）まで韓国・ソウルへ出張。

2学年合同のグループディスカッション：平成18年5月
26日（金）、幕張セミナーハウス

グループのまとめの発表：平成18年5月27日（土）、幕
張セミナーハウス
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○ 木多加志助教授（口腔外科学） gy（ARVO）に出席及び発表のため、また、

第47回大韓口腔顎顔面外科学会で発表のため、 島 教授、田助手はDry eye work shop（DEWS）へ

4月20日（木）から4月22日（土）まで、韓国・ソ 参加のため、川北講師、冨田病院助手、御宮知

ウルへ出張。 病院助手、吉田客員講師、榛村客員講師は

○丸茂健教授（市病・泌尿器科） International Ocular Surface Society（IOSS）に出席

男性性機能・地域医学カンファレンスに参加 のため、御宮知病院助手はイリノイ大学視察の

のため、4月21日（金）から4月23日（日）まで韓 ため、島 教授は4月30日（日）から5月8日（月）

国・プサンへ出張。 まで、川北講師は4月26日（水）から5月5日（金）

○藥師寺仁教授（小児歯科学） まで、田 助手は4月30日（日）から5月6日（土）ま

山西医科大学口腔医学院創立9周年記念学会に で、冨田病院助手は4月28日（金）から5月5日（金）

特別講演講師として、4月22日（土）から4月24日 まで、御宮知病院助手は4月28日（金）から

（月）まで、中国・山西省・太原市へ出張。 5月12日（金）まで、榛村客員講師は4月28日（金）

○石原和幸助教授（微生物学） から5月6日（土）まで、吉田客員講師は4月28日

Gordon Conference, Biology of Spirochetesに参加 （金）から5月6日（土）まで、アメリカ・フォート

のため、4月22日（土）から4月29日（土）まで、 ローダーデイルへ出張。

イタリア・バルガへ出張。 ○蔵本千夏助手（オーラルメディシン・口腔外科学）

○川島淳子講師（市病・皮膚科） アメリカオーラルメディシン学会に参加及び、

第1回国際ダーモスコピー学会で発表のため、 UMDMJとの研究打合せのため、4月28日（金）

4月25日（火）から5月1日（月）までイタリア・ナ から5月8日（月）まで、アメリカ・ニューヨー

ポリへ出張。 ク、プエルトリコ・サンファンへ出張。

○井上 孝教授、松坂賢一助教授（臨床検査学）、 ○金子 譲学長、福田謙一講師（水病・口腔健康臨

茂木悦子助教授（歯科矯正学）、ジェレミー・ 床科学）

ウィリアムス助教授（国際歯科医学情報支援研 ADSA Annual Meeting に出席及び、シンシナティ

究室）、阿部潤也事務員（図書課） 大学見学のため、4月30日（日）から5月7日（日）

井上教授、松坂助教授、茂木助教授は延世大学 まで、アメリカ・サンタフェへ出張。

との合同シンポジウムに演者として参加・発表 ○山根源之教授、外木守雄助教授、吉田恭子大

をするため、ウィリアムス助教授は延世大学と 学院生（市病・オーラルメディシン・口腔外科学）

の合同シンポジウムへの参加と両校の英語教育 アメリカオーラルメディシン学会へ参加及び

と留学生教育のための視察、阿部事務員は延世 発表のため、5月2日（火）から5月9日（火）まで、

大学図書館との図書館間協力を視野に入れた視 プエルトリコ・サンファンへ出張。

察のため、4月26日（水）から4月28日（金）まで、 ○西井 康助手、根岸史郎助手、大狭 潤病院助手

韓国・ソウルへ出張。 （歯科矯正学）

○櫻井薫教授、大神浩一郎助手（有床義歯補綴学） 米国矯正歯科医会大会で発表のため、及び

2006 Spring Scientific Meeting of the Korean 根岸助手、大狭病院助手は南カリフォルニア

Academy of Prosthodontics & the 3rd international 大学矯正歯科の見学のため、5月2日（火）から5

joint meeting with Japan Prosthodontic Society で 月11日（木）まで、アメリカ・ラスベガス及び

発表及び会議のため、櫻井教授は4月28日（金） ロサンゼルスへ出張。

から4月30日（日）まで、大神助手は4月27日（木） ○松久保隆教授（衛生学）

から4月29日（土）まで、韓国・ソウルへ出張。 延世大学歯学部予防歯科学講座との共同研究

○島 潤教授、川北哲也講師、田 聖花助手、 のため、5月3日（水）から5月6日（土）まで、韓

冨田真智子病院助手、御宮知達也病院助手（市 国・ソウルへ出張。

病・眼科）榛村重人客員講師、吉田 悟客員講師 ○橋本貞充助教授（病理学） 

（角膜センター） 11th International Congress on Oral Cancer

Association of Research in Vision and Ophthalmolo- （ICOOC2006）で発表のため、及びMilano大学
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薬理学研究所、VitaSalute大学San Raffaele研究

所にて研究打合せのため、5月12日（金）から5

月21日（日）まで、イタリア・グラード・ミラ

ノへ出張。 

○ 澤孝彰教授（口腔超微構造学）

キシリトールガム「プラス2」効能効果の講演の

ため、5月12日（金）から5月14日（日）まで、中

国・西安へ出張。

○平井義人教授、高瀬保晶助教授、加藤純二講

師、天谷哲也助手、春山親弘助手、明石 豪助

手、五十嵐章浩助手、大須賀敬悟大学院生、

久木留伸享大学院生（保存修復学）

第10回国際レーザー歯学会に参加及び発表の

ため、5月16日（火）から5月22日（月）まで、ド

イツ・ベルリンへ出張。

○下野正基教授（病理学） 

FDI（国際歯科連盟）の年央理事会に出席するた

め、5月17日（水）から5月23日（火）まで、フラ

ンス・フェルネボルテールへ出張。

○井上孝教授、村上聡病院助手（臨床検査学）

第10回国際レーザー歯学会で発表のため及び、 

A.M.Moritz（J,Oral Laser App Editors）との研究打

合せのため、井上教授は5月19日（金）から5月

22日（月）まで、村上病院助手は5月17日（水）か

ら5月23日（火）まで、ドイツ・ベルリンへ出張。

○井出吉信教授（解剖学）、佐藤 亨教授（クラウン

ブリッジ補綴学）、橋本正次教授（法人類学）

中華民国歯科医師会全国連合会との研究打合

せ及び現地視察のため、5月23日（火）から5月

26日（金）まで、台湾・台北へ出張。

○金子譲学長、櫻井学講師（歯科麻酔学）

ソウル大学歯科大学視察ならびに韓国歯科麻

酔学会（KDSA）会長・延世大学歯科大学学長と

の会談に出席するため、5月23日（火）から5月

25日（木）まで、韓国・ソウルへ出張。

平成18年4月

1（土） 病院助手新任式

研修管理委員会

1（土） 職員採用者辞令交付（水病）

3（月） 第5学年オリエンテーション

5年生登院器材刻印・検査

3（月）学年主任・クラス主任会

省エネルギーの日・防災安全自主点検日

新採用者オリエンテーション（市病）

病院助手（継続者）辞令交付（水病）

4（火） 5年生（113期）登院式

5年生前期授業開始

大学院事務連絡会

看護部運営会議（市病）

5（水） リスクマネージメント部会

感染予防対策委員会（ICT）

MRSA院内感染対策委員会

第99回歯科医師国家試験発表

教務部（課）事務連絡会

千葉校舎課長会

歯科衛生士専門学校職員会

口腔健康臨床科学講座会（水病）

大学日誌

6（木） 入学式

研修医オリエンテーション（市病）

7（金） 新入生・学士編入学者オリエンテーション

学内見学

歯科臨床研修開始式

歯科衛生士専門学校入学式

歯科医師臨床研修開始式・オリエンテー

ション（水病）

10（月） 第2・3・4年オリエンテーション

新入生水道橋校舎・病院並びに市川総

合病院見学

病院運営会議

高度先進医療専門委員会

医療用具治験審査委員会

個人情報保護委員会

医療安全管理委員

感染予防対策委員会（ICC）

臨床教育委員会

医局長会

医療連携委員会

第22回医療安全研修会

歯科衛生士専門学校2年生前期授業開始
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10（月） 歯科衛生士専門学校1年生オリエンテー 25（火） 診療記録管理委員会

ション（～11日） 26（水） 全体医局会（市病）

新入生水道橋病院見学（水病） 病院連絡協議会（水病）

11（火） 1・2・3・4年生前期授業開始 院内情報システム検討委員会（水病）

臨床修練委員会 診療録管理委員会（水病）

臨床教授連絡会 27（木） 第224回大学院セミナー

全体教授会 28（金） 社保委員会（水病）

人事委員会 平成18年5月

全体教授会懇談会 1（月） 全学休講日（～5/2）

歯科衛生士専門学校教員会 省エネルギーの日・防災安全自主点検日

給食委員会（水病） 2（火） 看護部運営会議（市病）

12（水） 基礎教授連絡会 8（月） 教務部（課）事務連絡会

大学院運営委員会 口腔健康臨床科学講座会（水病）

大学院研究科委員会 9（火） 千葉校舎課長会

歯科衛生士専門学校1年生前期授業開始 10（水） リスクマネージメント部会

救急委員会（市病） 感染予防対策委員会（ICT）

ICU運営委員会（市病） MRSA院内感染対策委員会

感染予防対策委員会（水病） 歯科衛生士専門学校臨床実習委員会

医療安全管理委員会（水病） 歯科衛生士専門学校職員会

リスクマネージメント部会（水病） ふれあい看護体験（市病）

薬事委員会（水病） 救急委員会（市病）

13（木） 大学院入学式 感染予防対策委員会（水病）

大学院オリエンテーション（研究施設 医療安全管理委員会（水病）

説明会） リスクマネージメント部会（水病）

薬事委員会（市病） 臨床検査室委員会（水病）

病院幹部会（水病） 放射線科委員会（水病）

水道橋病院症例報告会（水病） 薬事委員会（水病）

15（土） 学生会主催新入生オリエンテーション 11（木） 会計監査

歯科衛生士専門学校新入生歓迎会 大学院事務連絡会

17（月） 第52回歯科医学教育セミナー 第225回大学院セミナー

環境清掃日・危険物・危険薬品廃棄処理日 病院幹部会（水病）

18（火） 情報システム管理委員会 12（金） 会計監査

教養科目協議会 電気設備法定検査（～14日）

看護部運営会議（市病） 千葉病院医療連携協議会

19（水） 新入生学外セミナー（～21日） 院内褥瘡対策委員会（市病）

20（木） 千葉校舎課長会 15（月） 第23回医療安全研修会

機器等安全自主点検日 環境清掃日

医療安全管理委員会（市病） 危険物・危険薬品廃棄処理日

部長会（市病） 会計監査（～16日）（市病）

管理診療委員会（市病） 16（火） 臨床教授連絡会

科長会・高度先進医療専門委員会（水病） 講座主任教授会

25（火） 薬事委員会 人事委員会

データ管理者会議 歯科衛生士専門学校教員会

カルテ整備委員会 看護部運営会議（市病）
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17（水） 基礎教授連絡会 22（月） 医局長会

大学院運営委員会 機器等安全自主点検日

大学院研究科委員会 23（火） 教養科目協議会

会計監査（水病） 24（水） 大学院新入生学外総合セミナー（～25

18（木） 千葉校舎課長会 日・かずさアカデミアパーク）

第226回大学院セミナー 情報システム管理委員会

医療安全管理委員会（市病） 輸血療法委員会（市病）

部長会（市病） 健康管理委員会（水病）

管理診療委員会（市病） 病院連絡協議会（水病）

会計監査（水病） 院内情報システム検討委員会（水病）

科長会（水病） 診療録管理委員会（水病）

高度先進医療専門委員会（水病） 25（木） 保険診療検討委員会（市病）

19（金） 業務改善委員会（市病） 26（金） 歯科衛生士専門学校1・2年生研修セミ

20（土） 第20回カリキュラム研修ワークショップ ナー（～27日）

（～21日） 27（土） 5年生前期定期試験（1日目）

研修管理委員会（水病） 29（月） 平成18年度定期健康診断実施（～6/2）

協力型臨床研修施設の施設説明会（水病） 医療連携委員会

22（月） 病院運営会議 第53回歯科医学教育セミナー

高度先進医療専門委員会 30（火） データ管理者会議

医療用具治験審査委員会 カルテ整備委員会

個人情報保護委員会 診療記録管理委員会

医療安全管委員会 理事会（法人）

感染予防対策委員会（ICC） 評議員会（法人）

22（月） 臨床教育委員会
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東京歯科大学広報 編集委員

松久保　隆（委員長）

石塚順子　浦田知明　江波戸達也　王子田啓　小倉 等　金安純一　河田英司　北林伸康　柴家嘉明

嶋村一郎　新谷益朗　杉原直樹　 木直人　田口達夫　三木敦史　山岸 等（平成18年3月現在）
編集後記

4月6日、6名の学士編入者を含む134名の歯学部新入生を迎えました。新入生の本籍地は36の都道府県にわたり、例年ど

おり本学が広く全国の学生から志願されています。本年度から歯科医師臨床研修が開始され、 3病院で研修を行っています。こ

の臨床研修制度のために歯学部新卒者の大学院入学者は大きく減少しました。今後大学院入学者が減少することが予想されて

いることから、研究面でさらに魅力ある大学院となる努力が必

須でしょう。また、教育面では特色GPおよび現代GPの本格的

な構築が始まり、研究面ではアンチエージングを強く打ち出し

たHRC第7プロジェクトが若手中心の研究者で開始されます。

わが国の歯科医学教育および研究を一歩も二歩も押し上げる世

界的に評価される成果が得られるものと確信しています。

卒業生に美しさを与える桜が去った後に千葉校舎に美しさを

与えているのはツツジです。サツキの正式な和名はサツキツツ

ジでツツジの仲間です。ツツジは、よく目にするオオムラサキ

（正式和名にはツツジが付きません）やクルメツツジなどのよう

な、多くの種や変種、品種の総称とのことです。花のあざやか

さと、校庭の大きくなった木々の美しく若々しい新緑にさわや

かな季節を感じます。

（大学広報部長: 松久保　隆）
大学広報はPDF版をオンラインで閲覧することができます。 
http://www.tdc.ac.jp/news/index.html
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