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人事年頭のご挨拶

戊 戌

つちのえいぬ 2 0 1 8

年頭にあたって

学校法人東京歯科大学

理事長・学長　井出吉信

　皆様、新年明けましておめでとうございま

す。短い休みではありましたが、ご家族と楽

しくお過ごしになったことと思います。

　昨年末に日本私立学校振興・共済事業団の

調査データが新聞各紙に載っていたように、

私立大学の約40％が定員を満たしていない、

約20％の大学は今後経営が困難になり立ち

行かなくなるのではないか、などの予想が出

ておりましたが、幸い東京歯科大学は皆様の

ご協力のおかげで、今のところ大変順調に運

営できております。

　さて、すでにお聞きになった方もいらっし

ゃると思いますが、昨年の理事会・評議員会

において今後の千葉校舎の在り方が話し合わ

れ、千葉病院を新たに千葉歯科医療センター

として開設して、地域密着型の診療室および

学生や臨床研修医、その後の教員のための研

修センターにするということが決定されまし

た。東京歯科大学は、３つのキャンパスを有

しているということが非常に大きな特徴であ

り強みでもあります。昨今、他大学では学生

教育に適した新しい病院がいくつか完成し

ており、これも本学が水道橋に移転して新し

い設備をつくったことが刺激となっているよ

うです。またある大学では現存する病院を閉

鎖し、街の中心部に歯学教育に重きをおく総

合病院を計画していたり、その他の大学でも

都市部に歯学部を移転させる計画があるよう

です。

　このように、どの大学も次に向けて新たに

改革を進め、生き残りをかけて頑張っている

わけです。先ほど申し上げましたとおり、本

学は水道橋キャンパス、市川キャンパス、千

葉キャンパスの３キャンパスを有していると

いうことが大変強みだと思っておりまして、

ここ３～４年が大きな勝負の年になるとも思

っております。

　このような変化のとき、千葉病院も今年・

来年と大きく変わるわけですが、「こういうこ

とが大変だ」などのできないことを並べるよ

りも、「こういう風にすると上手くいくね」と

いうように、前向きな話をぜひ１つでも２つ

でも考えるように発想を変えて今年も過ごし

ていただきたいと思います。

　いつも言っておりますが、東京歯科大学は

オーナー大学ではなく、全員が協力して作り

上げてきた大学ですので、そのように皆様に

も自覚を持っいただきたいと思っております。

　今年も元気に、そして学生のためになるか

患者さんのためになるかを判断基準として過

ごしていただきたいと思っております。今年

もよろしくお願いいたします。
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教授就任のご挨拶 准教授就任のご挨拶

口腔健康科学講座　
スポーツ歯学研究室

武田　友孝

　平成 30 年１月１日付で教授を拝命いたしました。平成

11年スポーツ歯学研究室の正式な発足の後、平成 27 年よ

り口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室として活動させて頂

いております。現在でも、スポーツ歯学を単独で担当してい

る研究室は、世界で唯一と思われます。多くの先生方の温か

いご配慮、ご支援を頂き、スポーツ歯学に関する教育、研

究、臨床に従事させて頂いてまいりました。心より御礼申し

上げます。

　スポーツ歯学はまだ歴史の浅い学問であり、多くの課題を

克服しなければなりません。それだけに、やり甲斐のある仕

事と考えておりますが、黎明期の活動には困難が伴うことは

否めません。しかし、これまでも、現在もとても良い仲間に

恵まれ乗り越えてきました。

　今後もより一層の努力をもって、適切なマウスガードの開

発、普及による顎口腔系外傷の軽減、予防に努めること、ス

ポーツ歯学の立場から選手、国民の健康、運動能力の維持増

進に貢献していくことが必要と考えております。幸いにも、

日本歯科医師会のスポーツ歯科委員会、オリンピック・パラ

リンピック対策歯科委員会の委員、スキー、スケート、バ

レーボール、レスリングなどの中央で医科学委員をさせて頂

いております関係で、多くの先生方、スポーツ関係者の方々

と意見の交換、情報の共有、連携のある活動をさせて頂いて

おります。まず 2020 年のオリンピック・パラリンピック、

2019 年のラグビーワールドカップなどに向かって努力して

いき、その後のスポーツへの歯科の貢献の基礎を築いていき

たいと思いますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い

致します。

市川総合病院耳鼻咽喉科

飯村　慈朗

平成 30 年１月１日付けで耳鼻咽喉科学講座准教授を拝命

いたしました。身に余る光栄でありますとともに、その重責

に身が引き締まる思いであります。これまでご指導賜りまし

た諸先生方に厚く御礼申し上げます。

私は平成９年に東京慈恵会医科大学を卒業後、耳鼻咽喉科

学教室に入局し、卒後 21 年になります。耳鼻咽喉科学は、

多くの感覚器、運動器の疾患を制御し、外科的に機能を回復

させる、生命維持に関わる機能外科であります。私は入局以

来、この特徴に魅了され今に至っております。私が特に専門

としてきた分野は、嗅覚や鼻呼吸を扱う鼻科領域です。

今後の教育の抱負としては、質の高い医療を実践するため

の知識、技術はもとより、「病気を診て患者を診ず」となら

ないよう精神面においても教育していきます。厳しいながら

も愛情を持って指導するよう心掛け、学生や研修医、医局員

に対する教育・指導にあたります。私は、指導する上司によ

り、その医局員の医師像が決まると思っております。そのた

め後輩には医療技術・知識だけでなく、医師としての考え

方、人間的研鑽についても指導し、少しでもより良い医師像

の決定に貢献できればと考えております。

研究に関しては、これまで行ってきた臨床研究を通じ、新

しい知見やエビデンスを発信します。また歯科大学附属病院

ならではの歯科合同での臨床研究を行いたいと考えておりま

す。臨床研究により新しい治療法を確立することは大学の使

命であり、他科と連携した研究を立案し行っていまいりま

す。

日本で最高の医療を受けられる耳鼻咽喉科を目指し、臨

床・教育・研究のすべてをバランスよく励んで参ります。そ

うして東京歯科大学の発展に寄与できるよう責任をもって臨

みます。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し

上げます。
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准教授就任のご挨拶

歯科矯正学講座

西井　康

このたび平成 30 年１月１日付けで歯科矯正学講座准教授

を拝命いたしました。新たな責務を担うこととなり、決意を

改める思いであります。井出吉信理事長・学長を初めご推挙

賜り、ご選考下さいました先生方に厚く御礼申し上げます。

私は昭和 61 年に本学卒業後、一般歯科医療経験を経て本

学歯科矯正学講座へ入局いたしました。平成 13 年に博士の

学位を授与されたのち、後進の指導そして医局長・講座幹事

として講座の運営、学生の教育にも携わってまいりました。

学生基礎実習担当、副主任経験を通じ本学のきめ細やかな学

生への教育対応を経験させていただきました。研究・臨床面

では、当時注目を浴び始めた歯科矯正用アンカースクリュー

に注目し、他大学に先駆けアンカースクリューの臨床応用、

開発を行ってまいりました。また、外科的矯正治療の 3D 治

療予測研究の指導を受け、多数の外科的矯正治療症例を経験

する機会に恵まれました。平成 26 年に講師昇任と同時に水

道橋校舎にて教育、研究、診療に従事しております。

少子化時代を迎え大学を取り巻く環境は一層厳しくなり、

教育の充実が受験者の大学選択の１つの理由となると考えま

す。学生教育では低学年からの知識を高学年で実習を通じ理

解に変え高い倫理観を育み、卒後は一般臨床教育を通じ歯科

医療の基本を身につけさせ、専門医育成までの一貫した教育

の基盤を作ることが重要と考えます。また、本学は口腔科学

研究センターをはじめとし充実した研究環境が整っており、

水道橋、千葉、市川総合病院と多くの患者を治療する機会に

恵まれております。この恵まれた環境を研究に活用し、基礎

研究、臨床研究、その中間となる開発研究をバランスよく推

し進め、他講座・他施設のご指導を仰ぎながら研究成果を患

者に還元できればと考えております。そして、大学病院診療

において患者が望むところは高い専門性にあると存じます。

幸い当科は多くの外科的矯正治療患者、口唇・口蓋裂患者の

紹介があり、アンカースクリューを用いた矯正治療の経験も

豊富にございます。これらの特色を生かし、地域患者と密着

し、地域医療機関および他科と良好な連携の上で、より専門

性の高い診療形態に発展できればと考えております。

浅学非才の身でございますので諸先生方のご指導を仰ぎ、

末石研二教授の下、伝統ある本講座ひいては本大学の発展の

ため、微力ながら精進いたす所存でございます。今後とも一

層のご鞭撻を賜りますよう何とぞお願い申し上げます。

4



285 号　2018年 1月 31日発行

学内ニ ュ ー ス 

千葉病院研修会開催

▲▶講演をする「よくし隊レディ・あおぼーし」の方々

平成 29 年 11 月 13 日（月）午後６時より、千葉校舎歯科

臨床研修医室において、千葉病院研修会が開催された。

教職員 166 名が集まるなか、千葉県警女性警察官「よく

し隊レディ・あおぼーし」より、「性犯罪被害に遭わないた

めに」をテーマにした講演が行われた。

「あおぼーし」とは、「あ」→歩きスマホはやめる、「お」

→大声を出す、「ぼ」→防犯グッズの活用、「ー」→エスカ

レーターやエレベーターでは周囲を警戒、「し」下着は室内

に干す、の頭文字をつなげた防犯標語であり、項目別に防犯

のポイントをわかりやすくご説明いただいた。続いて複数の

護身術の実演が行われ、参加者も護身術を実践し、危機に備

えた動きを体験することができた。警察官の方々による活気

に溢れた説明に教職員は引き込まれ、講演は盛会のうちに終

了した。

講演終了後、医療安全研修会として成田真人院内感染管理

者（口腔顎顔面外科学講座講師）より衛生検査報告が行われ

た。拭き取り検査、水質検査他の説明がなされ、緑膿菌の検

出はなかったことが報告された。 ▲講演をする成田院内感染管理者
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学内ニ ュ ー ス 

第 167 回歯科医学教育セミナー開催
平成 29 年 11 月 27 日（月）午後６時より、水道橋校舎本 育助成課題の実施報告」と題し、下記のとおり教育課題の実

館第１講義室において、第 167 回歯科医学教育セミナーが 施報告が行われた。

開催された。当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千 質疑応答も活発に行われ、大変有意義なセミナーとなっ

葉校舎にも配信された。今回は、「平成 28 年度学長奨励教 た。

所　属 氏　名 教育課題

法歯学・法人類
学講座 笠原典夫 歯科的個人識別実習システムを用

いた知識の統合

社会歯科学講座 平田創一郎
ハンドピースの基本的使用法訓練
ツールの開発～臨床基礎準備実習
の実施について～

歯科麻酔学講座 松浦信幸 ICT 環境を利用した新しい臨床実
習教育システムの構築

水道橋病院口腔
外科 吉田秀児

学生による下顎骨 3D 造形モデル
を用いた下顎枝矢状分割術の実施
体験学習

オーラルメディ
シン・口腔外科
学講座

酒井克彦 MANABOT®を用いた高齢者医療
における臨床教育の実践

▲説明をする松浦准教授

平成 29 年度第６回水道橋病院教職員研修会開催

◀ウイルス感染症について説明をする山岸准教授

平成 29 年 11 月 30 日（木）午後６時より、水道橋校舎本

館第１講義室において、平成 29 年度第６回水道橋病院教職

員研修会が開催された。

今回は、「医療従事者が注意すべきウイルス感染症」を

テーマに内科の山岸由幸准教授による講演が行われた。

講演は、ウイルス感染経路の解説にはじまり、インフルエ

ンザの概要、症状、診断、流行、予防などについて説明され

た。特に予防については、手洗い、うがい、マスク、ワクチ

ンそれぞれの効果について説明され、医療関係者において

は、自身の職業感染防止の観点、患者や他の職員への施設内

感染防止の観点、およびインフルエンザ罹患による欠勤防止

の、いずれの観点からも積極的なワクチン接種が勧められる

との説明があった。

続いて、ノロウイルスなどの感染性腸炎、血液暴露対象ウ

イルス、４種抗体ウイルスについても説明があり、参加した

教職員は、インフルエンザをはじめとするウイルス感染症に

ついて正しい知識を身に着けることができる大変有意義な研

修となった。
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入試ガイダンス・オープンキャンパス開催

▶模擬授業をする片倉教授

平成 29 年 12 月 16 日（土）午後２時より、水道橋校舎に

おいて東京歯科大学への入学を希望する受験生を対象とした

入試ガイダンス・オープンキャンパスが開催された。

受験生や保護者の方々に対し、本学の教育理念やカリキュ

ラム、国家試験合格状況、学生生活、卒後進路状況、平成

30年度入学試験の概要等について説明を行い、各入試科目

の一般入学試験で出題される同等レベルの例題を提示したう

えで問題の解説を行った。

また、毎回異なる模擬授業が実施され、今回は片倉 朗教

務部長による「『口から食べる』で健康長寿」と題した模擬

授業が行われた。

そして、希望者による見学がさいかち坂校舎と新館、水道

橋病院で行われ、最後に希望者を対象に教務部・学生部の教

職員との個別面談を実施した。58組 92 名もの参加があり、

大盛況なガイダンスとなった。

第 168 回歯科医学教育セミナー開催
平成 29 年 12 月 18 日（月）午後６時より、水道橋校舎本

館第１講義室において、第 168 回歯科医学教育セミナーが

開催された。当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千

葉校舎にも配信された。今回は、「スキルスラボでの歯学部

学生の臨床教育」と題し、市川総合病院の野村武史オーラル

メディシン・口腔外科学講座教授、小鹿恭太郎麻酔科講師、

鈴木 昌救急科教授より報告が行われた。

はじめに野村教授より、市川総合病院における臨床教育の

GIO、スキルスラボの導入の経緯、使用状況概要について説

明があった。

つづいて小鹿講師より、高機能患者シミュレータ

SimMan3G を用いた歯学部学生に対する救急実習の実際に

ついての説明があった。救急医療を要するような急変時の対

応は、歯学部学生にはその遭遇頻度の低さからも実際に臨床

実習で経験することは非常に困難であり、シミュレータを使

用した疑似体験学習が有効である旨の報告があった。

最後に鈴木教授より歯科医学教育におけるシミュレーショ

▲説明をする鈴木教授

ンの役割と効果、登院学生の傾向と今後の展望について説明

があった。

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。
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学内ニ ュ ー ス 

平成 29 年度第７回水道橋病院教職員研修会開催
平成 29 年 12月 26日（火）午後６時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、平成 29 年度第７回水道橋病院教職員

研修会が開催された。

今回は、「苦情・クレーム等の対応」として、木川正博市川

総合病院事務部参与による講演が行われた。講演は、苦情・

クレーム等の実例と具体的な対応要領として、留意すべき患

者、現場における初期対応、警察要請のタイミング、普段から

の心構え・準備等について説明があった。

また、平成 27 年 10月１日に施行された医療事故調査制度

の概要について説明があった。

今回の研修会では、具体的な実例と経験に基づく対応事例

を踏まえた説明や、対応に必要な知識や心構え等について説

明があり、教職員にとって大変興味深く有意義なものであった。

平成 29 年仕事納めの会開催

▲苦情・クレームについて説明をする木川参与

▲千葉校舎で挨拶をする井出学長 ▲挨拶をする橋本副学長

平成 29 年 12月 28日（木）、水道橋校舎、市川総合病院、

千葉校舎において平成 29 年仕事納めの会が開催された。

水道橋校舎では、午後６時 15 分より水道橋校舎新館血脇

記念ホールにおいて井出吉信理事長・学長より一年を締め括

る仕事納めの挨拶が述べられた。つづいて、加藤靖明大学事

務局長の挨拶ののち、会場を南棟大会議室に移して「平成 29

年仕事納めの会」が開催された。水道橋校舎教職員をはじめ、

大学院生、臨床研修歯科医らが多数参加し、会場は満場とな

る中、橋本正次副学長、矢島安朝水道橋病院長より挨拶を頂

き、矢﨑秀昭同窓会長による乾杯のご発声で会は始まった。

参加者が互いに一年間の労をねぎらい、親睦を深め賑やかな

雰囲気となった会は、石井拓男短期大学学長・法人主事の中

▲挨拶をする矢島水道橋病院長 ▲乾杯の挨拶をする矢㟢同窓会長

締めにより閉会となった。

市川総合病院では、午後６時より講堂において平成 29 年

仕事納めの会が行われた。小林友忠市川総合病院事務部長の

司会のもと、一戸達也副学長、西田次郎市川総合病院長より

一年を締め括る挨拶が述べられた。

千葉校舎では、午後１時より千葉校舎厚生棟食堂において

平成 29 年仕事納めの会が開催された。会場には教職員、大

学院生等が多数集まり、菅沼弘春千葉病院事務部長の司会の

もと、井出学長、一戸千葉病院長、加藤大学事務局長より一

年を締めくくるご挨拶をいただいた。引き続き、柴原孝彦千葉

病院副病院長のご発声により、一同乾杯、今年一年の労を互

いにねぎらい、会は賑やかに進行した。

8
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平成 30 年仕事始めの会開催

▲挨拶をする石井短期大学学長・法人主事 ▲挨拶をする西田市川総合病院長

▲挨拶をする加藤大学事務局長 ▲挨拶をする一戸副学長・千葉病院長

平成 30 年１月５日（金）、水道橋校舎、市川総合病院、千

葉校舎において平成 30 年仕事始めの会が開催された。

水道橋校舎では、午前８時 45 分より水道橋校舎新館血脇

記念ホールにおいて教職員、大学院生ならびに臨床研修歯科

医らが出席し、河合宏明大学庶務課長の司会のもと平成 30

年仕事始めの会が行われ、井出吉信理事長・学長が年始の挨

拶を述べられた。つづいて石井拓男短期大学学長・法人主

事、加藤靖明大学事務局長による年頭の挨拶が行われ、一

同、新たな気持ちで新年を迎えた。

市川総合病院では、午後６時より講堂において平成 30 年

仕事始めの会が行われた。小林友忠市川総合病院事務部長の

司会のもと、西田次郎市川総合病院長より、市川総合病院教

職員に対して年頭の挨拶が行われ、市川総合病院の一年の幕

開けになった。

千葉校舎では、午後６時より千葉校舎歯科臨床研修医室に

おいて平成 30年仕事始めの会が開催された。教職員、大学

院生等が多数出席し、菅沼弘春千葉病院事務部長の司会のも

と、一戸達也副学長・千葉病院長から年頭の挨拶が行われた。

9
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第 421 回大学院セミナー開催

◀講演される永野先生

平成 29 年 11月 21日（火）午後６時より、水道橋校舎本館

西棟ラウンジにおいて、第 421 回大学院セミナーが顎骨疾患

プロジェクトと共催で開催された。今回は、Department of 

Oral Medicine, Infection and Immunity Harvard School of

Dental Medicine の永野健一先生をお招きして、「The Wnt 

agonist R-spondin 3: an unexpected negative regulator of

bone formation」と題して講演をいただいた。　

Wnt/b-catenin シグナルは、細胞増殖や機能、恒常性維持

に深く関与し、その活性化は骨代謝において骨形成を亢進す

ることで骨量増加に寄与することが知られている。そこで

永野らは、Wnt リガンドと同様に細胞外に分泌される糖タ

ンパク質である R-spondin3 が骨粗鬆症患者における骨密度

第 422 回大学院セミナー開催

BMDに強い相関関係があるという報告に着目し、Rspo3 の

骨恒常性における役割についてご報告いただいた。in vivo

では骨形態計測法による解析の結果、Rspo3 ノックアウト

マウスが、骨形成率および骨量の有意な増加を呈する。in

vitro においても Rspo3 遺伝子を欠損させると骨芽細胞分化

マーカーである Ocn が増加し、同時に Wnt/b-catenin シグ

ナルの活性化を認めるとのことであった。つまり Rspo3 が

骨恒常性に対して抑制的に作用していることを示唆してお

り、その機能を阻害することにより骨量増加を誘導できる可

能性があり、今後の骨代謝関連疾患の新規治療戦略につなが

る大変有意義な報告であった。

◀講演される栗原先生

平成 29 年 11 月 30 日（木）午後６時より、水道橋校舎本 生命科学部門歯周病態学研究室教授の栗原英見先生をお招き

館第２講義室において、第 422 回大学院セミナーが顎骨疾 して、「分子細胞学的歯周組織再生を考える」と題して講演

患プロジェクトおよび東京歯科大学歯周病研究会と共催で開 をいただいた。栗原先生は現在、日本歯周病学会の理事長を

催された。今回は、広島大学大学院医歯薬保健学研究科応用 務められている。
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歯周組織再生の基本は再生を担う細胞、再生の場を奪う細

胞のそれぞれの機能を適切に制御することである。組織再生

誘導（GTR）法、エナメルマトリックスタンパク質の応用は歯

周組織再生を現実のものとしたが、現在は平成 28 年末に承

認された塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）製剤に期待が集

まっている。栗原教授の研究チームは、さらに再生治療の可

能性を広げるために、他の成長因子として脳由来神経栄養因

子（BDNF）の応用について検討を重ねてきた。より大きな歯

大学院入学試験（Ⅰ期）実施
平成 29 年 12 月２日（土）午前 9 時 30 分より、水道橋校

舎新館第１講義室において、平成 30 年度大学院入学試験

（Ⅰ期）が実施され、外国語（英語）試験および志望講座におけ

る主科目試験・面接が行われた。Ⅰ期は、志願者 31 名（一

周組織破壊に対しては、細胞治療のソースとして C-MSC と

いう球状細胞集塊の可能性を検討している。人工足場材料を

用いず、細胞外マトリックス（ECM）の性質を最大限に利用

する方法であり、C-MSC 集塊をさまざまな形態に賦形する

ための新たな手法についても紹介され、参加者の注目を集め

た。講演後の質疑応答も活発に行われ、有意義なセミナーと

なった。

般）が受験し、12月８日（金）正午に合格者 30 名の発表が行

われた。

なお、大学院入学試験（Ⅱ期）は平成 30 年３月３日（土）に

実施される予定である。
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長期海外出張報告

クラウンブリッジ補綴学講座　講師　四ツ谷 護

　この度、平成 28年 10月 26日（水）から平成 29年 10月

25日（水）までの１年間、米国のイリノイ州立大学シカゴ校

（University of Illinois at Chicago：以下 UIC）歯学部に長期海

外出張させていただきましたので、その概要についてご報告

いたします。

　私が滞在したシカゴは米国中西部に位置する全米第３位の

都市で、隣接するミシガン湖からの風の影響で Windy City

としても知られております。シカゴにはアメリカを代表する

４大プロスポーツ（MLB・NFL・NBA・NHL）の本拠地や、ア

メリカでも有数の美術館や博物館がダウンタウンに集中して

おり、またシカゴ交響楽団やジャズ・ブルースといった音楽

でも有名で、とても文化的で魅力的な街です。歯学部のある

UIC メディカルキャンパスは、ダウンタウンから電車やバス

で 10 分ほどのイリノイメディカルディストリクト（IMD）内

に位置しています。UIC の附属病院の他、複数の医療施設が

集まるこのエリアでは、日常的に救急車のサイレンが鳴り響

いていました。

　私の所属先である Department of Oral Biology は歯学部の

Associate Dean for Research である Lyndon F. Cooper 教授

が主任教授を務める講座で、10人の主任研究員とその研究

室から構成されています。この歯学部の研究部門には世界

20か国を超える非常に多くの国から研究者が集まっている

ため、定期的に開かれる講座内ミーティングを通じて、とて

も多種多様な文化に触れることができました。研究分野とし

ては Craniofacial pathology, Regenerative Science, Clinical

Translational & Community Research に 分 か れ、 私 は

Craniofacial pathology に属する David A. Reed 講師の研究室

で関節軟骨に焦点をあてた分子生物学的アプローチのプロ

ジェクトに参加しました。私のテーマはマウス顎関節の下顎

頭関節軟骨における NG2 プロテオグリカンの機能解析で、

in vivo と in vitro から検討することを目的としました。NG2

プロテオグリカンは脳特異的に発現する細胞膜貫通型プロテ

オグリカンであり、近年、軟骨や骨においても発現が確認さ

れたため、ガンや炎症性疾患の分子ターゲットとして注目さ

れております。そこで本研究において私は、関節円板を除去

したマウスを用いた退行性病変モデルと、成長発育段階のマ

ウスを用いた発生発達モデルの２つのモデルマウスにおける

NG2プロテオグリカンの発現を見ることにしました。退行

性病変モデルでは、ウェスタンブロティング法にて NG2 と

コラーゲンⅥを検出し、その相互作用を解析するために蛍光

プローブを用い共焦点レーザー顕微鏡にて共局在化を確認し

ました。発生発達モデルでは、主に免疫組織化学や RT-PCR

法を用いて FGF2 や PDGF などのシグナル分子との相互作用

を検討しました。また、このプロジェクトの退行性病変モデ

ルマウスを用いてアイオワ大学との microRNA に関する共

同プロジェクトにも参加することができました。この研究成

果の一部は  2018 年３月にフロリダで開催されます

American Association for Dental Research（AADR）において

発表予定となっております。これらのプロジェクトについて

は今後も UIC 歯学部との共同研究として継続していく予定

です。

　また極寒の２月には、補綴系学会が複数開催されるシカゴ

◀ Cooper 教授（右）とともに。UIC歯学部にて
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ミッドウィンターミーティングに参加しました。その中で

American Academy of Fixed Prosthodontics（AAFP）では、共

同研究者で当講座非常勤講師でもある梅原一浩先生とともに

「プロジェクションマッピングを応用したワックスアップ修

得法」という臨床教育に関する演題で学会発表する機会も得

ることができました。さらに月に一度、臨床歯科医が集まる

スタディグループへの参加もさせていただきました。 UIC の

同窓生がこのミーティングの主宰で、学会活動も積極的に

行っていることもあり、アメリカの開業医が抱える様々な問

題点や日常臨床に関するディスカッション、学会発表に向け

たケースプレゼンテーションなどに参加することができ、英

語でのコミュニケーションも含めて非常に有意義な時間を過

ごすことができました。

　今回私が長期間の海外滞在で得たものは、基礎研究に必要

な知識・技能だけでなく、今後の自己研鑽に間違いなく追い

風となる多くの出会いです。何事にも真摯に取り組む研究者

達の姿勢を見て、研究に対する情熱を強く感じました。異文

化との交流の中で築いた人間関係からは、学ぶべきことが数

多くあります。このような貴重な経験を、今後の本学におけ

る教育、研究、臨床に役立てていけるよう努めてまいりたい

と考えております。

　最後に、このような機会を与えていただきましたことを、

関係各位ならびに井出吉信学長、齋藤 淳国際交流部長、

佐藤 亨教授に厚く御礼申し上げます。また、出張先検討の

段階から多大なるご支援をいただきました当講座非常勤講師

の梅原一浩先生、出張中すべての面で力添えをいただきまし

たクラウンブリッジ補綴学講座の皆様に重ねて御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。

▶ Department of Oral Biology の共同
研究者とともに。Reed講師（右から２
人目）
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栗原絹枝レジデントが第 62 回日本口腔外科学会総会・学術大会で
第 17 回学術奨励賞を受賞

◀野村武史教授（右）との
受賞後の記念撮影

平成 29 年 10月 20日（金）から22日（日）、京都で開催さ

れた第 62 回日本口腔外科学会総会・学術大会の会務報告会

において、オーラルメディシン・口腔外科学講座の栗原絹枝レ

ジデントが第 17 回学術奨励賞を受賞し表彰された。本賞は、

平成 28 年１月から 12月に発行された日本口腔外科学会雑誌

および Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine 

and Pathology（JOMSMP）に掲載された原著および症例報告を

含む 77 編から選考された上位３位に対して授与されるもので

あ る。 受 賞 論 文 は、「Correlation of BMI1 and ZEB1 

expression with epithelial-mesenchymal transition in

gingiva squamous cell carcinoma」と題した JOMSMP誌掲載

の original reserch articleである。

本研究では、上皮系腫瘍の発癌や浸潤など腫瘍に悪性度を

もたらす上皮間葉移行（EMT）に注目し、癌幹細胞関連遺伝

子を調節する BMI1、EMTを推進する調節因子である ZEB1

を用いて、歯肉扁平上皮癌の発癌過程における EMTと

BMI1、ZEB1 の発現および臨床病理学項目との関連性につ

いて調査した。その結果、歯肉癌の浸潤先端部において

EMTが確認され、BMI1 の発現と浸潤増殖様式との関与が

示唆された。発癌過程における EMTや BMI1、ZEB1 の関与

は舌癌と歯肉癌では異なり、口腔癌の個別治療の第一歩とし

て部位別に研究を進める必要があると考えられた。

青木栄人レジデントが第 65回 Japanese Association for Dental 
Research（JADR）総会・学術大会で GC学術奨励賞を受賞

◀青木レジデント（左）と
鈴木助教 

平成 29 年 11 月 18 日（土）から 19 日（日）、昭和大学旗の

台キャンパス（品川区）で行われた第 65回 Japanese

Association for Dental Research（JADR）総会・学術大会にお

いて、歯周病学講座の青木栄人レジデントが GC 学術奨励賞

を受賞した。多くの演題から優秀なポスター発表者が

Finalist として事前選考され、当日英語によるプレゼンテー

ションおよび４名の審査員との質疑応答を経て、決定され

た。

受賞演題は「Investigation of the role of RUNX2 during

osteoblastic differentiation using iPSCs」であり、研究の新

規性や臨床応用への具体性、ポスタークオリティ、英語によ

る質疑応答などの点において、高い評価が得られた。

今回受賞した青木レジデントは、生化学講座の東 俊文教

授に指導を受け iPS 細胞の骨芽細胞分化過程における Runx2

の役割について、Runx2 ホモ欠損マウスから iPS 細胞を樹立

し研究を行っている。歯周組織再生における一つの目標であ

る歯槽骨の再生に対して、iPS 細胞を用いた cell  based

therapy にとって重要な基礎研究である。また、再生療法の

みならず樹立した iPS 細胞を用いた遺伝子疾患の病態解明に

も重要な研究である。今後のさらなる研究により、臨床応用

への有効な足がかりになることが期待される。なお、歯周病

学講座の鈴木瑛一助教も Finalist として Competition に参加

した。

Japanese Association for Dental Research（JADR）は、国際

歯 科 研 究 学 会（International Association for Dental

Research：IADR）の日本部会として世界をリードする学術活

動を展開している。今回は、「Forefront of dental science -

Toward the global standard in medical science」をテーマと

し、歯学研究の更なる発展のため、斬新で学際的な交流とそ

こで発見された問題点を認識、共有、議論することを目的と

し、国内外の著名な演者陣による講演が行われた。国内外か

ら多くのポスターが応募され、最新の研究内容が掲示された。
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国際交流部ニ ュ ー ス

Elective Study Programでの海外からの学生訪問
　今年度本学では、Elective Study Programとして下記５ は井出吉信学長より Certificate が授与された。また、プロ

大学から合計 15 名の学生を受け入れた。５日間で水道橋病 グラム終了後のフィードバックコメントを見ると、本プログ

院の各診療科、市川総合病院の見学等を行い、見学終了後に ラムに対する満足度の高さがうかがえた。

プログラム実施日程 大学（学年） 氏名

平成 29 年
５月 29 日（月）～６月２日（金）

チェンマイ大学
（５年生） 

Mr. Ratthanan Kittiwatthanarat 
Mr. Lapon Mutthapong 
Mr. Wiwat Kiatisin

Mr. Sutthipat Nimkulrat 
Mr. Atiyut Lerdprapat 

６月 26 日（月）～ 30 日（金） マレーシア国際医科大学
（５年生） 

Ms. Fong Zhan Yan 
Mr. Timothy Sim Zhi Xiang 

Ms. Ong Ruo Qi 
Ms. Mabel Tan Hui Min

香港大学
（５年生） 

Mr. Poon Pak Hong Parco 
Mr. Tsui Pak Chuen Alex 

Mr. Kwok Ming Kong Vincent 
Mr. Tsang Chun Wai Nichol

８月 21 日（月）～ 25 日（金） 台北医科大学
（４年生） 

Mr. Wang, Po-Sheng

12月 11日（月）～ 15 日（金） オーストラリア
・クイーンズランド大学
（３年生） 

Ms. Chou Yu Chieh

▲チェンマイ大学からの見学生 ▲マレーシア国際医科大学、香港大学からの見学生

▲台北医科大学からの見学生 ▲クイーンズランド大学からの見学生
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学生からのフィードバックコメント

■ チェンマイ大学
   On behalf of the CMU dental student group, I wanted to take 
this opportunity to say thank you to TDC’s teacher and staff 
for all the caring during our stay. We have learned a lot from 
TDC and benefit greatly from the teaching of TDC teachers 
and staffs. 
During our stay, every program you provided for us is good. 
We have a great time there. It’s one of the best experience 
since we start studying in dentistry. Personally, the best part 
for me is during visiting at Ichikawa hospital. It’s full of new 

experiences like observing in the operation room, observe the 
process of pathology lab from dissection to staining and etc. 
Dr. Sato and Dr. Ikeda also give us a very warm welcome and 
support. 
We sincerely thank you for the invaluable support from 

TDC, especially Ms. Okabe and Ms. Kamada, provided to us 
during our stay. We greatly appreciate your generosity. I wish 
you all the best and hope our paths cross again in the future.

■ マレーシア国際医科大学 

Timothy Sim 
Very eye-opening with regards to the differences between 

our local education system and Japan’s. Having the oppor-
tunity to observe each of the departments was very enriching, 
and we all felt very welcomed by everyone who was showing 
us around and explaining everything to us. I was especially 
impressed by the design of the hospital, and how well space is 
utilised to its maximum capacity. 

Fong Zhan Yan 
It was an eye-opening experience for me, to be able to go to 
Japan and observe how their dental faculty and department 
work. I love the fact that we were posted to different de-
partments each day to explore the working environment of 
different specialties. The doctors who showed us around were 
being very helpful, they tried their very best to introduce their 
respective specialties to us as well as explaining and clearing 
whatever doubts we had. I am also very grateful with the 
hospitality provided by all TDC staff and students, they made 
me feel warm and welcomed. Overall, it was a meaningful and 
well-organised program. 

Ong Ruo Qi 
Firstly, I appreciate all the effort TDC has put in to make our 
stay in TDC a great and fruitful one, and being extremely 
accommodative to our requests prior coming to TDC. The 
entire time here in TDC was nothing short of awesome. I am 
very much impressed with the facilit ies and how well-
organized the school is. I would also like to extend my 
appreciation to all staffs and students for welcoming us and 
trying their best to make the best out of our one-week 
elective in TDC. 
  What I like best about the dental hospital was that the design 
was so well-thought and organized. All the cubicles were fully 
equipped with essentials which is important in making the 
treatment seamless and time-efficient. It is a shame that we 
were short of time to be able to visit the other hospitals, but I 

am glad we could visit all departments in the Suidobashi 
hospital. It was an eye-opener to be able to observe how the 
hospital functions. 
The elective study program was well planned and I am 
grateful for having the chance to attend lectures, to be able to 
learn along-side with the doctors of all departments. I am 
honored to be able to meet the Dean and receive the certifi-
cate from him himself, which was something I did not expect 
and was not prepared for. The meeting session was short but I 
am glad we got to exchange opinions and interact. 
Kudos to the students who made effort in having a meeting 
session with us all exchange students. It was a plus point to be 
able to exchange cultures and bond with students from 
overseas during our electives. 
The only shortcoming was language barrier but honestly, I 
think the doctors and students did a very good job in trying to 
explain whatever they were doing to us so we did not feel 
completely out casted when we were attached to their 
department. 
I could not speak for others but I felt so full and warm 
receiving the hospitality from TDC and I could not thank TDC 
enough for giving us the chance to be able to do electives 
here. 

Mabel Tan Hui Min
   The Suidobashi hospital is very well equipped with the latest 
technology and equipment. Each dental discipline is divided 
into departments spread across different levels in the building, 
hence making patient referral easy and straightforward. They 
also have a department focusing on dysphagia to accom-
modate the needs arising from an aging population, which is 
very commendable! Everything runs smoothly. Members of 
the faculty who brought us around were welcoming and 
hospitable, as were the TDC students who took us for dinner. 
All in all, this elective study program was extremely rewarding 
and I definitely enjoyed it! I look forward to visiting Japan 
again in the near future. 
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■ 香港大学 

TSANG Nichol Chun Wai 
My experience at TDC has been incredible. All staffs and 

students are really nice and friendly. The differences in 
treatment approaches ,  dental  educat ions and dental  
healthcare system were discussed, it has been a very good 
opportunity for us to exchange the thought and ideas. For 
example, there is not really a dental insurance system in HK, 
most dentists work privately. As for the education, HKU 
students receive clinical training since second year and we 
treat live patient ourselves most of the time. On the other 
hand, TDC has department of “Special Needs Dentistry”, 
“Internal Medicine” and even “Ophthalmology” incorporated. 
It has been a great pleasure to visit Tokyo Dental College. 

TSUI Pak Cheun Alex 
It was a great pleasure to visit TDC and observe clinical 

practice in different departments. Since most of the time the 
people we observed was postgraduate students, it will be good 
if there are more interactions with undergraduate students 
like attending their lectures, participating in classes in 
simulation laboratory and having lunch meeting. 
In general, the program was well-organized and I believe all 
of us enjoyed the visit in TDC. Thank you for your effort in ar-
ranging such nice schedule! 

POON Pak Hong Parco 
Tokyo Dental College has a new modern hospital in the 

center of Tokyo. Its dental equipments are more advanced 
than what is provided in our school in Hong Kong. More 
lectures are provided to students in your school. However, 
they have much less clinical experience since they only start 
their clinical practice as an assistant in Year five. 

KWOK Ming Kong Vincent 
TDC has a main campus and three hospital campus, which is 
big. It has many cutting-edge machines. There are numerous 
departments inside hospital complexes when compared to 
HKU. There are monitors playing animations in the pediatric 
clinic to distract pedo patients which I was impressed. The 
anesthesiologists inside operation theatre were trained from 
dentists instead of doctors. CAD/CAM composite posterior 
crowns cemented in clinical trial was also remarkable to me. 
The time for our clinical observation was more than enough. 
More time can be used in meeting dental students/doctors 
outside clinic. Nonetheless, I really learnt a lot. Thank you.

■ 台北医科大学 

Wang Po-Sheng
   I am really appreciated TDC gave me the chance for 
externship this time. Although it was just five days, I still 
learned many things. First, I know more about the system of 
Japan’s dentistry. It really gives me inspiration about how to 
improve dental treatment to dealing with the problems from 
aged society in Taiwan. Second, I saw the unique specialties 
such as dental anesthesiology, dental medicine and dysphagia 
rehabilitation. All of them showed me that dentists have 
potential for more treatments which I had never thought 
about. Third, I also learned how oral hygienists working with 
dentists and doing oral care to patients in ICU. The system and 
law are not well established in Taiwan, but I saw the impor-
tance of hygienist system in dental treatment and care for the 
aged society Taiwan facing to. Besides, it’s my first time to 
being an assistant for doctors and using Japanese to com-
municating with doctors and patients. It’s also very invaluable 
experience to me. 
Last but not least, I am really thanks for every doctors, 

faculties, students, and patients I met this time, your instruc-
tion, teaching, and hospitality created excellent, wonderful, 
unforgettable memories to me. I think this time summer 
vacation is the greatest one in my college life and I will also 
keep the valuable experience in my heart forever.

■ オーストラリア・クイーンズランド大学 

Chou Yu Chieh 
I was extremely honored to participate in the Elective Study 
Program at Tokyo Dental College. The schedule was well 
organised before I arrived in Japan, and I also received warm 
welcome and support from Ms. Okabe, Ms. Kamada and 
Professor Kasahara throughout the program. I spent each 
morning and afternoon in different department at Suidobashi 
Hospital, and one day observation at Ichikawa General Hospi-
tal. During the week, every professors, residents, postgraduate 
and undergraduate students I have met were very supportive 
and kind, they all tried to allocate me to a position with the 
clearest view and explained the procedure or any questions I 
had patiently. I was particularly impressed by the oral surgery 
operations since I had never observed any in the operation 
room before the program. In addition to the professionals, 
patients also benefit from the state-of-the-art hospitals, 
dental facilities, as well as the research centers. Through 
learning at TDC and exchanging opinions with the professors 
and students, I understand a number of similarities and 
differences in dental education and specialty training systems 
between Australia, Japan and Taiwan. Overall, the experience 
and knowledge that I gained was immensely valuable, and I 
am really glad that Tokyo Dental College offered me the 
opportunity.  
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くれ」と言われたので皆に一応「本部に行って情報を聞い
て来る」と言って部屋をとび出し、同じ地下にある本部に
行き、戸を開けようとしたが、戸が開かなかったような気
がする。
　戸をどんどんたたいて起こし、すぐラジオを入れるよう
に頼んだ。東部軍管区情報が入り、敵機が続々と東京に侵
入しつつあるというのを聞いて、すぐ皆を起こそうと、廊
下に飛び出したところへ、当時外科の助手であり、陸軍予
備少尉であった坪井先生（後に東歯市川病院にいった。ポ
ッダム中尉だったと思う）がやって来て「お前はどこへ行
くのだ」と言われて、これから皆を起こすとも言えず困っ
ていたら、すぐ「皆はどうした」と言われ、ますます困っ
た。
　「ちょっと行って来ます」と言って走って行こうとした
ら「お前はそのまま本部に残れ」と言われ、本部の机の前
のイスに座った。
　本部の仕事は、時々刻々とラジオから流れる東部軍管区
情報を、ノートに発表された通りを記入する仕事である。
それもあまり長い時間ではなかった。
　ザーッという音がしたと思ったら、すぐズズーン！と腹
にひびくような地ひびきがして、学校の建物全体がはげし
くゆれ動いた。自分は予想以上に落ち着いていたと思う。
イスに座ったまま記入を続けていた。私の回りを、ある先
生が両手で頭をかかえ、体をまるめてぐるぐる数回まわっ
たのをみた。
　すぐ補綴の光永先生が上から走ってきたと言って、本部
に入ってきた。時間は非常に短かった。「学校の回りも、
神保町方面や白山の方向も火で真赤だ」と言った。
　その後、すぐ一人の友達がとびこんできて「回りは火の
海だ。本部はもういいからすぐ消火にあたれ」との連絡を
受けた。私はすぐ購買の方から学生通用門の方に出ようと
２、３歩あがったが、熱くてそれ以上上にあがれなかっ
た。

　急いでとって返して、正面玄関からとび出して驚いた。
学校の隣の家までがほんの数分間くらいと思うが、火のま
わりがひどく、一見したところ、外形だけのようにみえ
た。
　その火勢のすごさには驚嘆した。私は積極的に動くため
に、中古のスプリングコートを地下室に置きに行って、す
ぐかけ上がったように思う。
　看護婦の宇佐美姉妹は荷物を背負って、どの方向に逃げ
たらいいかと聞かれたので、回りをみまわしてお茶の水方
向がいいんではないかと言った。二人は前に下宿が変わる
たびに焼け出されて、学校に泊まりこんでいるのだと聞い
て、無理もないことだと思った。
　友達の一人が坪井先生に名前を呼ばれて、「３階の病室
に火が入ったから消してこい」と命令され、３階へとび上
がっていった。時間はあまりかからなかった。
　すぐ「消してきました」と帰ってきて報告をしていた。
　手押しポンプを持ってこようという話が出た。自分は体
に水をかぶって行こうとしたが二人（名前は忘れた）がす
ばやく学生通用門から解剖室の手前の方にあったポンプを
取りに走っていった。私は自分の行動の遅かったのを大変
くやしく思った。　
　二人はやがて “ワッショイ、ワッショイ” と車をひいて
出て来た。心からほっとしたのを覚えている。水を出そう
としたが、筒先がなくては水がとばない。だれかが筒先を
もって来なくては、と思ったが、もうだれも行こうとはし
なかった。尋常の熱さではなかった。坪井先生も一口も言
わなかった。
　そのうちに “ホールの天井が燃えているからすぐ消火せ
よ” という連絡があり、われわれ学生が３階に急行、廊下
にあったホースで水をかけることにした。
　私は廊下の奥の方の消化栓のところに立った。窓のとこ
ろに一人立ち「水を出せ」とさけんだ。私は消化栓を開け
た。廊下の奥の方は暗く、外が全然見えないので非常に心

当時の水道橋校舎（昭和 4年 10月 30日竣工）▶

規程

 

　加藤和子先生（昭和 40年卒）から、お兄様が東京大空襲の時に、当時の水道橋校舎を戦火から救ったというお
話を聞きました。 72年前の戦争の記憶が薄らいでゆく中、当時の学生が懸命に大学を守ろうとしていたという事
実を皆さんに知ってもらえたらと思います。

東京歯科大学　学長　井出吉信

　私の長兄、笹本允利は昭和 17年 4月に東京歯科医学専門学校に入学し、昭和 20年 10月に繰り上げ卒業となりま
したが、昨年（平成 29年）５月 15日に 93歳で永眠いたしました。亡くなる１年半位前の平成 26年１月 26日に、
末の妹の私に東京大空襲の時、たまたま学生で大学の宿直にあたっており、その時の事をボツボツと、時には興奮
しながら語ってくれました。大学のご厚意で大学広報にお載せいただけるということでしたが、大学の生理学講座
の主任教授田﨑先生のお父様が兄と同期の 51期会でいらっしゃり、その卒業アルバムに兄の回想文が載っており
ましたそうで、アルバムを大学にご持参くださいましたそうです。兄の文が日の目を見る事ができました。兄もき
っと喜んでおりますことと思います。妹としましても大変ありがたく、井出学長、田﨑教授のお父様に兄に代わり
まして厚く御礼申し上げます。

昭和40年卒　富巳会　加藤和子
まさとし

学長室から

母校を空襲から守ったのは、わが51期会員！

167番　笹本馥嵩（允利）（静岡）

　わが母校が空襲を受けた時、宿直の学生は、永井司郎
君、牧正臣君、故本田真一君と私、ほかにももう一人い
たような気がする（千保君と交代した渡辺孝夫君だった）。
　当時は宿直をすると、夕方と翌朝、学校から小さなニギ
リ飯が一人に２個ずつ配給があった。
　私は前から、一度、屋上の監視役、屋上当番になりたか
った。その日は大望の役になり、内心喜んでいた。
　地下の寝袋（洋服にゲートルをつけたまま寝るのである
が）に皆休んだ。その日珍しく本を読みたくて読んでいた
ら、数人から「まぶしくて寝られないから、いい加減で寝

てくれ」と言われたので、立って電球をおおうような形
で、一方は体で光をしゃ断し、三人、他方は本を上げて本
の影に二人いれたような気がする。電球は下げて低くして
あった。なんとなく大きな空襲があるような気がして、皆
が休む前にそのような話をした。
　当時は、毎晩のように、夜12時ごろに空襲があった。
その日も警戒警報が鳴り、皆を起こしたが「どうせ単機だ
から」と言って起きなかった。
　そのうちあまり時間がたたないのに空襲警報が鳴り、も
う一度皆を起こしたが「どうせ単機だからねかせておいて
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くれ」と言われたので皆に一応「本部に行って情報を聞い
て来る」と言って部屋をとび出し、同じ地下にある本部に
行き、戸を開けようとしたが、戸が開かなかったような気
がする。
　戸をどんどんたたいて起こし、すぐラジオを入れるよう
に頼んだ。東部軍管区情報が入り、敵機が続々と東京に侵
入しつつあるというのを聞いて、すぐ皆を起こそうと、廊
下に飛び出したところへ、当時外科の助手であり、陸軍予
備少尉であった坪井先生（後に東歯市川病院にいった。ポ
ッダム中尉だったと思う）がやって来て「お前はどこへ行
くのだ」と言われて、これから皆を起こすとも言えず困っ
ていたら、すぐ「皆はどうした」と言われ、ますます困っ
た。
　「ちょっと行って来ます」と言って走って行こうとした
ら「お前はそのまま本部に残れ」と言われ、本部の机の前
のイスに座った。
　本部の仕事は、時々刻々とラジオから流れる東部軍管区
情報を、ノートに発表された通りを記入する仕事である。
それもあまり長い時間ではなかった。
　ザーッという音がしたと思ったら、すぐズズーン！と腹
にひびくような地ひびきがして、学校の建物全体がはげし
くゆれ動いた。自分は予想以上に落ち着いていたと思う。
イスに座ったまま記入を続けていた。私の回りを、ある先
生が両手で頭をかかえ、体をまるめてぐるぐる数回まわっ
たのをみた。
　すぐ補綴の光永先生が上から走ってきたと言って、本部
に入ってきた。時間は非常に短かった。「学校の回りも、
神保町方面や白山の方向も火で真赤だ」と言った。
　その後、すぐ一人の友達がとびこんできて「回りは火の
海だ。本部はもういいからすぐ消火にあたれ」との連絡を
受けた。私はすぐ購買の方から学生通用門の方に出ようと
２、３歩あがったが、熱くてそれ以上上にあがれなかっ
た。

　急いでとって返して、正面玄関からとび出して驚いた。
学校の隣の家までがほんの数分間くらいと思うが、火のま
わりがひどく、一見したところ、外形だけのようにみえ
た。
　その火勢のすごさには驚嘆した。私は積極的に動くため
に、中古のスプリングコートを地下室に置きに行って、す
ぐかけ上がったように思う。
　看護婦の宇佐美姉妹は荷物を背負って、どの方向に逃げ
たらいいかと聞かれたので、回りをみまわしてお茶の水方
向がいいんではないかと言った。二人は前に下宿が変わる
たびに焼け出されて、学校に泊まりこんでいるのだと聞い
て、無理もないことだと思った。
　友達の一人が坪井先生に名前を呼ばれて、「３階の病室
に火が入ったから消してこい」と命令され、３階へとび上
がっていった。時間はあまりかからなかった。
　すぐ「消してきました」と帰ってきて報告をしていた。
　手押しポンプを持ってこようという話が出た。自分は体
に水をかぶって行こうとしたが二人（名前は忘れた）がす
ばやく学生通用門から解剖室の手前の方にあったポンプを
取りに走っていった。私は自分の行動の遅かったのを大変
くやしく思った。　
　二人はやがて “ワッショイ、ワッショイ” と車をひいて
出て来た。心からほっとしたのを覚えている。水を出そう
としたが、筒先がなくては水がとばない。だれかが筒先を
もって来なくては、と思ったが、もうだれも行こうとはし
なかった。尋常の熱さではなかった。坪井先生も一口も言
わなかった。
　そのうちに “ホールの天井が燃えているからすぐ消火せ
よ” という連絡があり、われわれ学生が３階に急行、廊下
にあったホースで水をかけることにした。
　私は廊下の奥の方の消化栓のところに立った。窓のとこ
ろに一人立ち「水を出せ」とさけんだ。私は消化栓を開け
た。廊下の奥の方は暗く、外が全然見えないので非常に心
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学長室から

▲被災後、校舎屋上からみた皇居・九段方面（東京歯科大学百年誌より）

細い思いがした。
　囲りには人を見かけなかった。ホールの天井に出て、ホ
ースを持ったのは二人の学生だったと思う。“消えたから
水を止めろ” という声を聞いて、ほっとした記憶がある。
　下へ降りて間もなく、地下の食堂の屋根が燃えていると
聞いた。外から消せる状態ではなかったので、室内から水
をかけることにした。
　永井君だったと思うが、二人だけだった。炊事場に入ろ
うとしたが戸が開かない。食堂の方の戸も開かない。食堂
の戸を破って入ろうとしたが思うようにいかない。すぐ上
に連絡をとり、学校の方にカギがないか探してもらうよう
に行ってもらった。
　本当は炊事場から入りたかったがカギは食堂の人が持っ
て帰ったので、ないとのこと。しかし食堂のカギは持って
来てくれた。食堂から入り、食器を出し入れする口（体一
つくらいのすき間）から入り込み、バケツで水を天井に向
かってかけたが、天井が高くて水がとどかなかった。
　しかし、万一の場合の逃げ道が食器の出し入れ口だけな
ので、私には恐怖感があった。しかし炊事場に入ってしま
うとこれも減少した。物事を想像するのと、現実に本気で
対面することはことなるものである。必死に二人で水をか
け、火を消しとめた。逃げ道が１カ所で狭いというのがよ
けいに消火活動を一心にさせたのだろう。
　その後、三崎神社の方の火災が最後の問題だった。室内
からの消火は無理と判定され、外部から火元を消化しなけ
ればならないと決定した。しかし大変な熱さで近よれな
い。バケツの消化では不可能に近いと思われた。皆、思案
にくれていた。
　しかし、まもなく偶然とはいえ、奇跡のごとく消防車が
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きた。よその消火の目的のようだったが、軍服姿の坪井先
生が消防車をとめ「この学校を燃やしてどうする。ここを
消せ」と大声でどなりつけ、消防車の方針を変更させ、三
崎神社の方面を消すことになり水をかけ始めたのである。
これで学校の火災に対する問題は全部解決出来たと心か
ら安堵した。
　学校で全焼したところが１カ所あった。それは犬小屋だ
けだった。玄関にもどった時に、近くに後輩の下宿があ
る。そこに応援に行こうと言ったので数人で走った。結核
予防協会の少し先の方に行ったことは覚えている。
　朝、学生はカンパンをもらいに小学校に行け、と言われ
て学校に行った。この空襲は範囲も広く、火の回りも早
く、火勢があまりにも強かったので、大勢の人たちが人的
被害を受けたのではと心配していたが、小学校に行ってみ
ると、近所の食堂のおばさんたちが元気でいたので心か
ら喜んだ。人間というものは、なかなか強いものだと思
った。近くでなくなった人は、永井衣料店で体が弱って
いた老人と、看護していた娘さんと二人だけだったとい
う情報だった。次の日は猛烈な寒さだった。大火のよう
なひどい熱気の後は、地の熱までとられて寒くなるのだ
ときいた。歯がガチガチするような寒さを思い出す。
　この空襲で講道館の一部も焼けた。後で屋上や校内に投
下された焼夷弾の数は50数発もあったと聞いた。また屋
上に親子焼夷弾のコンクリート製の頭部の重しが落ちてい
た。学校の裏手の製本屋が少し集まっていたところ、近く
に質屋の倉らしき建物がポツンと残っていて、空襲後、２
日も３日も紙の山がいぶり、周りが暗くなったり、風が
吹いたりすると火がチョロチョロと燃えていたのを、今
も寂しく思い出す。
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学生会ニ ュ ー ス

平成 30 年武道始め・鏡開き開催
平成 30 年１月 11 日（木）午後６時 30 分より、水道橋校

舎南棟大会議室において、平成 30 年武道始め・鏡開きが武

道クラブ顧問・部長、関係教職員を迎えて開催された。

日本古来の伝統行事は、齋藤玄太郎君（第３学年、弓道部

主将 ) の司会により、橋本正次副学長、矢島安朝弓道部部長

が挨拶を述べた後、柔道部、少林寺拳法部、弓道部、剣道

部、空手道部の順に演舞が披露された。最後に参加者全員で

校歌を斉唱し、滞りなく終了した。

武道始め終了後、同会場において鏡開きが開催された。学

生たちは、お汁粉とからみ餅を頬張りながら、夏のデンタル

での上位入賞を誓い合っていた。

▲挨拶を述べる橋本副学長 ▲挨拶を述べる矢島弓道部部長

▲柔道部 ▲少林寺拳法部 ▲弓道部

▲剣道部 ▲空手道部 ▲鏡開きの様子
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本学教員著書について
本学教員の著書についても、特に収集に努めております。著書発刊のおりには、図書館へご一報くださいますよう、よろし

くお願いいたします。

■本学教員著書　（本学の教員名が標題紙に記載されているものに限る）�

吉成正雄 著
インプラント材料Q&A 臨床の疑問に答える
医歯薬出版、2017

　本書は、歯科臨床と基礎歯学とを関連づけてインプ
ラント材料を解説しており、「マテリアル編」と「クリ
ニカル編」の２分冊で構成されている。日常の臨床に
おける疑問に対する回答となり、臨床術式の材料学的
な理解の一助となれば幸いである。
（吉成正雄・口腔科学研究センター）

推薦図書
教職員・学生が推薦する図書を紹介します。すべて図書館にて閲覧・貸出が可能です。

＜学生に薦める図書紹介＞
阿部伸一 著
歯のしくみ口のしくみ
クインテッセンス出版、2014

一般向けの本ですが、イラストを使って様々な口腔機能やそ

の仕組みを解説。非常にわかりやすいので、歯学を学ぶ前に

ぜひ読んでいただきたい。

（上田貴之・老年歯科補綴学講座）

森見登美彦 著
恋文の技術
ポプラ社、2011

恋文を書いて意中の人をなんとかしたい、

という主人公守田。京都から遠く離れた実

験所から１人、半年かけて恋文武者修行に

励みます。その結果、生み出した９つの心

得とは？！　LINE やメールではなく、あえて

手紙を書いてみる際の参考にしてみてはい

かがでしょうか。すべての物語が守田の手

紙で進んで行く、新しい形式の小説です。

（歯学部４年）

榎本博明 著
記憶力を高める科学
SB クリエイティブ、2016

総合試験や定期試験を受ける度に、「自

分の記憶力がもっと高ければ…」と思ったこ

とはありませんか？　この本では、なぜ記憶

は曖昧なものなのか、どのように記憶は作ら

れ、忘れていくのかが心理学の観点から書

かれています。またその観点を踏まえて記

憶力の高め方も紹介されているので、記憶

力を鍛えるにはオススメな本です。

（歯学部６年）
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寄贈資料紹介
　平成 29 年 11 月 13 日（月）、吉田東伍記念博物館（新潟県

阿賀野市）前館長の渡辺史生氏より、本学の建学者である

血脇守之助に関する貴重な資料である書簡２通をご寄贈いた

だいた。

　１通は血脇から米
べいほくきょうこう

北教校の生徒に宛てたものである。米北

教校は三条町（現新潟県三条市）に所在した学校で、血脇が英

語教師としての職を辞した後、髙山歯科医学院の入学直後

に、かつての教え子に宛てている。もう１通は、間瀬村（現

新潟市西蒲区の一部）真宗大谷派西蓮寺の鳳
ふ げ し

気至正雄氏に宛

▶米北教校生徒諸君宛

▲鳳気至正雄氏宛

てたものである。寄贈された資料は本学の大切な資料として

所蔵していく所存である。

　渡辺氏には、吉田東伍記念博物館と本学史料室とを結びつ

けて下さったこと、本学の歴史に関わる調査に多大なご協力

をいただいたことから、感謝状を贈呈した。寄贈資料の受け

取りおよび感謝状の贈呈には、東京歯科大学の歴史・伝統を

検証する会の吉澤信夫委員、同窓の佐藤泰彦先生（昭和 25

年卒）が立ち会った。

▶感謝状を受け取る渡辺氏（中央）、吉澤先生（左）、佐藤先生
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短期大学ニ ュ ー ス 

東京歯科大学短期大学入試説明会開催

▲入試説明会の様子

平成 29 年 12 月３日（日）午前 10 時より、東京歯科大学

短期大学第２教室において、平成 30 年度入学希望者を対象

とした入試説明会が開催された。参加者は  16 組  29 名で

あった。

入試説明会では、参加者全員に入学試験に向けた具体的な

勉強方法を中心に説明が行われた。その後平成 30 年度の受

験対象学年でない参加者には、実験室で歯科衛生士の職務・

将来性、短期大学の概要などについてスライドを交えて説明

▲実験室での実習体験

が行われた。さらに基礎実習のデモンストレーションに引き

続き、ミニ実習を本校学生の補助のもと体験した。最後に個

別相談会において、授業の内容、臨床実習の場所、学校生

活、学費、奨学金制度などについて質問を受けた。なかに

は、高校１、２年生も参加しており、歯科衛生士の職務・将

来性、短期大学の概要の質問を受けることもあり、教職員と

学生が対応にあたった。
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歯科衛生士校ニ ュ ー ス 

卒業研究発表会開催

▶真剣な研究発表風景

平成 29 年 11 月 22 日（水）午前９時より、千葉校舎歯科

臨床研修医室において、３年生による第 12 回卒業研究発表

会が開催された。本年度は１年生が在校しないため、２年生

および論文指導にあたった先生方などが会場を埋めた。

研究発表会は学会形式をとり、受付、座長、タイムキー

パーなどの役割を全て３年生が受け持ち運営された。井上 孝

校長の開会の挨拶に続き、５分間のスライドを用いた口頭発

表と２分間の質疑応答が始まった。緊張しながらも自分の研

究について懸命に発表する姿や、フロアからの質問に一つひ

とつ丁寧に答える様子は大変印象的で、３年間の学生生活の

集大成として相応しいものであった。研究テーマは基礎から

臨床の幅広い分野で行われ、それぞれが非常に興味深い内容

であった。また千葉校舎と水道橋校舎を行き来する学生もい

る中、限られた時間を有効に活用しながらの研究となった。

午後１時からは東京歯科大学短期大学歯科衛生学科の１年生

も合流し、会場は満席となった。

第 67 期生 48 名の研究成果は、377 ページにもおよぶ分

第 67 期生３年生修学旅行実施
平成 29年 11月 27日（月）から 28日（火）において、歯科

衛生士専門学校の第３学年（第 67 期生）を対象に、１泊２日

の日程で静岡県へ修学旅行を実施した。午前８時、井上 孝

校長をはじめとする教員の先生方の見送りの中、学生を乗せ

たバスは千葉校舎を出発した。まずは歯科衛生士国家試験合

格祈願のため、湯島天神へ向かった。神社に到着すると、水

道橋校舎の教員の先生方が３年生を出迎えてくれた。全員で

祈祷を受けたのち、第 67 期生の全員合格を願い絵馬を結ん

だ。その後、爽やかな秋空の中、バスの車窓から雄大な富士

山を望めながら、昼食場所である駿府匠宿を目指した。昼食

は静岡の旬彩づくし、東海道丸子宿名物のとろろ汁、麦とろ

ろ黒米御飯などのご馳走で、美味しい自然食を味わった。食

厚い卒業研究論文集としてまとめられた。これは学生一人ひ

とりの努力の結果であるのはもちろんのこと、東京歯科大学

および歯科衛生士専門学校の担当教員による、長時間にわた

る親身な指導の賜物である。また自分自身が疑問に思ったこ

とを研究し、論文を書き上げ発表するという一連のプロセス

を通じて得られた経験は、考える力を持った歯科衛生士に成

長するための一助となると思われる。

夕方にまでおよんだ研究発表報告会は、山田好秋短期大学

副学長の挨拶と髙橋俊之卒業研究正講師からの総評をもって

閉会した。閉会後は、歯科衛生士専門学校の２・３年生と短

期大学歯科衛生学科の１年生による合同での懇親会が開催さ

れた。３年生は研究発表ごとに５つのテーブルに分かれ、２

年生と１年生は自分が興味を持ったテーマのテーブルに着く

という形式で会は始まった。研究の苦労話をする３年生や研

究のヒントをもらう１・２年生の姿が数多く見受けられ、終

始和やかな雰囲気の中、懇親会は終了した。

事の後は２グループに分かれ、同じ施設内にある体験工房へ

移動し、ハンカチの藍染めとガラスコップのサンドブラスト

の体験を行った。そしてできあがった作品は、この旅行のよ

い記念として各自が持ち帰った。時間も遅くなったため、宿

泊場所である「焼津グランドホテル」に予定を早めて向かう

こととなった。学生たちはホテル到着後、夜の宴会に備えす

ぐに各部屋に籠り、それぞれの出し物の予行練習を余念なく

行っていた。そして本番では美味しい料理に舌鼓を打ちなが

ら、お笑いコント、ものまね、ダンス、ソーラン節、カラオ

ケなど、入念な練習による筋肉痛をこらえながらの圧巻のエ

ンターテイメントが次々と披露された。予定されていた３時

間が過ぎても全 16 題ある演目は続き、この旅行１番のとて
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も熱い盛り上がりをみせた。

２日目も晴天に恵まれ、富士山を一望しながら静岡郷土料

理の朝食ビュッフェを堪能した。午前９時にホテルの方々に

見送られ、日本平動物園を目指した。ここは動物たちがより

自然な環境のまま見学できるような工夫が施されている動物

園である。入園してすぐ、フサフサな毛並みの愛くるしい

レッサーパンダの出迎えに会い、一斉に黄色い歓声があがっ

た。また名物ホッキョクグマのロッシー君は、エンドレスで

水中でのバック転を披露し続け、学生から特に熱い人気を集

めていた。昼まで動物たちと過ごした一行は、昼食のためホ

テルセンチュリー静岡へ向かった。ここでもまた洋食のラン

チビュッフェを堪能し、全員満足し尽くした様子であった。

すべての行程が無事終了した後は車内でカラオケをしながら

帰途へ着き、午後９時に千葉校舎で全員が元気よく解散し

た。

旅行委員たちのクラス愛に満ち溢れた挨拶に皆で涙する一

幕もあったが、学生たちにとっては、終始笑顔溢れる貴重な

時間を共に過ごせたことで、クラスの絆がさらに深まった旅

行になった。

▲日本平展望台から駿河湾を一望
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回想と抱負

回想と抱負 

江口貴子
短期大学助教

2017-2018
笠原典夫
法歯学・法人類学講座助教

　昨年は、たくさんの方々のお力添えをいただき、東京歯科

大学短期大学に第１期生を迎えることができました。入学し

たばかりの４月は、どこかぎこちなく過ごしていた第１期生

ですが、今では、毎日元気よく、楽しく過ごしています。そ

んな学生から元気をもらいながら、私も短期大学の教員とし

て１年目を過ごしてきました。入学式、授業、科目試験など

はじめて行うことばかりで、あっという間の１年でした。今

年は、第１期生の臨床実習が始まります。学生が歯科衛生士

として必要な知識・技術・態度が身に付けられるようしっか

りサポートしていきたいと考えます。また、４月に第２期生

が入学予定です。14階が今まで以上に賑やかになりそうで、

今から楽しみです。

　助教２年目の 2017 年は激動の年でした。当講座の主任教

授が副学長となり、忙しいのは副学長本人だけだと思ってい

たところ、台風の如く、副学長の周囲も猛然と忙しくなり、

関係各位（特に教務課・学生課の皆様）には多大なご迷惑をお

かけしました。紙面をお借りしてお詫び申し上げます。私個

人としては、第１学年の副主任をさせていただき、主任・副

主任業務がいかに大変かを知る良い機会になりました。教育

では、講義・実習をとおして効果的な学習方法について考え

るきっかけをいただきました。鑑定業務では、多くの事例を

学ばせていただき、新たな研究課題を見つけることもできま

した。研究では、以前からやってみたかった個人識別の精度

検証に関する研究を、学長奨励教育助成を足掛かりに始める

ことができました。来年度も今年度以上に忙しくありたいと

願う次第です。大井麻子
歯周病学講座講師

　千葉から水道橋に異動になり新しい気持ちで迎えた 2017

年は、私にとって大きな変化のあった一年でした。４月か

ら、講師の職につかせていただきました。第４学年の歯周療

法学実習の実習主任を担当させていただき、また、第５学年

124 期生の副主任も担当させていただくことができました。

家族や周りの方々の支えに感謝しております。特に教育に関

しては、理解してもらうことの難しさ、そして自分自身の未

熟さを痛感する年でもありました。

　2018 年は、周りの多くの方々への感謝の気持ちを忘れず

に、地道に進んでいきたいと思います。

勝村香菜子
大学会計課

大谷匡代
千葉病院医療安全管理室

　医療安全管理室に勤務し始めてあっという間に 10 か月が

たち、あとわずかで１年というところまできました。歯科領

域もはじめて、医療安全管理室の仕事もはじめてという私

が、今日までなんとか勤めてこられたのも、医療安全管理室

長をはじめ、前任者の医療安全管理者、千葉病院の皆様に真

摯に対応していただいたおかげだと思っています。まだま

だ、満足に仕事ができない私ですが、ここで仕事をさせてい

ただいている間は、患者様の安全もそうですが、働く皆さん

にとっての安全もと思いながら努めさせていただければと

思っています。

　2017 年は勉強の機会をたくさんいただいた年だったよう

に思います。

　学内では経理実務者研修会に、学外では私立大学等経常費

補助金事務担当者説明会と知的財産権制度説明会に参加し、

補助金の仕組みや増減率の計算方法、特許権の出願から取得

まで、会計担当者として幅広い知識を身に着けることができ

ました。

　また昨年は、ある資格を取得するために勉強を始め、毎日

ではありませんがテキストとにらめっこし、問題集と格闘し

ています。

　2018 年も常に向上心を持ち続け、これまで学んだことを

活かして、失敗を恐れず（リスクヘッジは大事ですが…）挑戦

することを目標に日々を有意義に過ごしたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

亀元亜美
教務課

　2017 年は私にとって変化の年でした。転職し、こちらでお

世話になるようになり、住まいも変わりました。前職は営業

だったため、仕事の違いに驚くことも多々ありましたが、優しい

先輩方の下、なんとかがんばっています。最初はわからなかっ

た、「教務課配属なの？　大変だね～」の意味もだんだんわ

かってきました。今年は、もっと力になれるように精進します。

住まいもはじめて自分で探した家に住み始めました。理想とは
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程遠い家ですが、住み慣れてくると愛着も湧いてきました。

2018 年はいろいろなことに慣れ、落ち着いた生活がしたいで

す。みなさま今年もよろしくお願いいたします。

佐藤仁美
歯科放射線学講座大学院１年

　昨年４月に歯科放射線学講座に大学院生として入局いたし

ました。進路について周囲に伝えると、歯科放射線学講座に

入るということは予想外だったようで大変驚かれました。歯

科放射線を選択した理由は様々ありますが、一番は画像診断

に興味があったからです。

　入学してからは大学院生らしく、日々研究を行っていま

す。私にはまだ将来のことは見えませんが、先々のことを考

えながらも常に前向きに過ごしていこうと思っております。

　今年は、研究と臨床の両方を頑張ります。学会への参加や

歯科放射線学会認定医の取得に向けて勉強をしていきます。

さらには、後輩ができるように講座への勧誘も忘れずに行っ

ていく予定です。

佐藤正樹
生物学研究室講師

　新年を新しい環境で無事に迎えることができましたこと

を、お世話になりました皆様に深く感謝申し上げます。

2010 年より口腔科学研究センターでポスドクとして採用し

ていただいてからはや８年、研究に邁進させてくださった生

理学講座の先生方には大変感謝しております。2017 年４月

からは生物学研究室にて１、２年生の教育を主に、研究者魂

はすこし控えめに、日々精進してまいりました。しかし、

根っからの実験好きな性分はなかなか抑えることができませ

ん。本年は教育と研究の二足のわらじを履き分けて、「追う

は二兎でも得るも二兎」の気概で、飛躍の一年にしたいと目

論んでおります。ご指導ご鞭撻の程、お願い申し上げます。

志田彩実
大学庶務課

　昨年の３月に大学を卒業し、４月に事務職員として入職し

てから早くも９か月が経ちました。日々学ぶことばかりで、

社会人になってからは特に月日が経つのが早く感じます。休

みの日に着ようとしていた服も、ほとんど着ないまま季節が

過ぎてしまうこともしばしば。これが社会人か…と痛感しま

した。だからこそ、一日一日を大切に過ごそうと思います。

　仕事でもプライベートでも、目標を立てて行動していくこ

とは大切だなと思います。今年はようやく業務にも慣れ始め

たところですので、事務としてもっと細かな心遣いができる

ように、先輩方を見習ったり、自分で考えて行動できるよう

にしたいです。いつもお世話になっている素敵な上司や先輩

方のようになれるよう、2018 年も笑顔で頑張ります。

柴尾裕加里
市川総合病院看護部看護師長

　2017 年は『チャレンジ』の年でした。７月に千葉県でた

だ一人の臓器移植コーディネーターとなり、千葉県での臓器

移植に関する業務を行う役割を担うことになりました。私は

以前より緩和ケア・家族ケアに興味があり、今後も終末期医

療に携わることができたらよいなと感じておりました。臓器

移植コーディネーターの役割を担うことは、私にとっては未

知の分野へのチャレンジでした。しかし、移植医療について

学んでいくうちに、緩和医療と共通することがわかってきま

した。終末期治療の選択肢のひとつとして臓器移植があり、

その意思決定の根底にはドナー・家族の方の様々な葛藤・迷

いがあります。また、臓器移植を行った後も、家族にとって

は『本当にこれでよかったのか…』と迷いながら生きていく

ことになります。臓器移植コーディネーターは、そのような

家族の思いに寄り添いながら、関わっていくことで家族の真

意にアプローチをしていく。そして悲しみから立ち上がれる

ことができるよう心からの共感をもち接していくことが必要

とされていきます。

　2018 年は、当院に移植医療支援室が中川室長の下に本格

的に活動を開始してきます。今年度の活動の最大の目標は院

内体制整備であります。まずは、職員の移植医療への知識の

構築、院内マニュアルの見直し、入院患者の臓器移植意思表

示方法の検討等様々な活動を行っていく予定であります。更

なるチャレンジの年になることが予測され、不安なことばか

りです。しかし、長年行ってきた看護師のキャリアと市川病

院の看護部の理念である『看つめあい・ふれあう心で　まも

る生命』の精神を忘れず、どのような時でもドナーや家族の

思いに寄り添った関わりができる臓器移植コーディネーター

として、日々自己啓発を行っていきたいと思います。

菅原圭亮
口腔病態外科学講座講師

　2017 年は私にとって激動の年であった。と書き始めたも

のの毎年のことであることに気付く。そして、私に限らず大

学職員の皆さんが同様の状況であることにも…。とはいえ、

短期大学が開学し、様々な決断をすべき状況を迎え、専門で

ある口腔外科以外の講義も担当することになり、無我夢中で

突き進んだ１年だったことは事実である。ただ、大変であれ

ばあるほど、乗り超え、振り返った時には、「ああ、こんな

ことがあったな。あれがあったから今に繋がっているんだ

な。」と思えるはず。2018 年もそんな年にしたい。明日は

今日よりも少しでも前へ。

　【追記】８年前にこの回想＆抱負に記した卒後からの

10kg 以上の増量について、最近数年は更に数 kg の増減を

繰り返していたが、節酒の甲斐あり約 10 年前の体重に戻っ

た。このままキープできればよいが、私の体重変化も毎年激
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動である。

関根仁美
法人事務局人事課

さった多くの皆様に深く感謝しております。

　2018 年は、理想に少しでも近づけるように頑張りたいと

思っております。本年もご指導の程、よろしくお願いいたし

ます。

　2017 年を漢字一文字で表すと、「新」という文字だった

と思います。４年間の楽しかった大学生活が終わり、「新社

会人」になり「新生活」がスタートしました。新しい環境に

慣れるには時間がかかりましたが、周りの職員の方々のお世

話になりご指導いただいたおかげでなんとか 2017 年を終わ

らせることができました。時間の経過の早さは恐ろしいもの

で、今年の４月にはもう後輩が入職してきます。後輩にとっ

て頼りない先輩にならないよう先輩としての立場をわきまえ

るとともに、少しでも部署に貢献できるように日々精進して

いきたいです。

　2018 年は昨年よりも多くのものを吸収し、成長していき

たいです。今年もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致し

ます。

手柴咲良
図書課

　2017 年は４月に本務職員になり、目の前の仕事に追われ

るまま 2017 年が過ぎていったように思います。また、公私

共にいろいろな人と出会う機会にも恵まれました。仕事で出

会った他大学の方々と話をしていると、それぞれに余裕のな

い中でも、自館の利用者のためにできることを第一に考えて

仕事に取り組んでいることが伝わってきました。図書館は利

用者のための施設ですが、仕事に追われている時、余裕のな

い時、利用者を第一に考えることが自分はできていただろう

かと、ふと考えます。2018 年は計画的に業務を進めて、余

裕を持って（たとえ忙しくても）、いつでも丁寧で気持ちのよ

い利用者サービスを行うべく努める所存です。

田嶋さやか
老年歯科補綴学講座臨床専門専修科生

　2017 年は学位論文が英文雑誌に掲載され、学位を授与さ

れるという記念の年になりました。自分には研究は向いてい

ないと悩んで、投げ出したい気持ちになった時期もありまし

た。しかし、指導医の先生方をはじめ友人や家族など多くの

方々に支えていただきなんとか区切りをつけることができま

した。この場を借りて改めて感謝申し上げます。

　2018 年は診療などの仕事はもちろん、しばらくほったら

かにしていたプライベートも充実させたいと考えています。

私はミュージカルを観るのが好きなので、様々なミュージカ

ルの舞台を観て人生をより豊かにしたいです。

堂地一利
口腔科学研究センター事務主任

田中博俊
市川総合病院診療放射線技師長

　私は主に大学院関係の業務を行っております。以前教務課

でも大学院に関わっておりましたが、この間 20 年以上、大

学院業務は大幅に増加し、複雑化しました。ゆえにストレス

を感じることも多いですが、今も昔も大学院生の存在そのも

のに救われていると実感します。

　大学院に入学し、博士学位の取得を志すとなれば、個々の

レベルの高さは間違いないことでしょうが、特筆すべきは人

となりです。頭脳明晰であってもこれが欠けていては、と思

うのですが、対応していてあまりイラっとくることがないの

は、その人柄ゆえでしょう。

　そんな大学院生のために「大学院生ファースト」の気持ち

で日々業務にあたりたいというのが抱負です。ある意味当た

り前のことですし、使い古された言葉でもありますが。　2017 年は、私にとって大きな変化の年でした。これま

で、放射線技師として二十数年間勤務してきましたが、昨年

春より放射線技師長という仕事を与えていただき、管理職と

してのスタートとなりました。

　管理者として部門を預かれば、組織をつくり上げなければ

ならない。そのためには、中長期的な将来を見据え、到達す

べき目標を明確に掲げる必要があります。また医療技術や政

策など、さまざまな動向に敏感に反応できるよう自分自身を

磨く努力を怠らない。そして、既存の概念にとらわれること

なく改革を行うため、ブレない覚悟と決断力で挑む事が必要

である。…とは思っているものの、理想は高いが現実は程遠

いのでございました。実際には、なれない仕事にどう対処し

たらよいかわからず、期待に応えようとする自分と、力量の

なさを嘆く自分が交差する日々でした。そんな中、支えて下

能登一城
歯学部１年

　早いもので、入学してから１年がたとうとしています。

　私は現在４つの部活に所属しており，良き先輩方にも恵ま

れ、日々充実した学生生活を送っています。私達にとっては

学校行事を始めとする全ての経験が初めてで、この１年間は

とても有意義なものでした。

　歴史あるこの大学での生活で、自分の中に血脇イズムが育

まれているように感じています。２年生からは解剖実習など

より本格的な授業が始まります。今までよりも勉強内容が難

しくなることに不安を感じていますが、128 期生全員で助

け合い、支え合いながら絶対に乗り越えていきます。
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　医療人としての自覚とともに、歯科医師の卵としてより成

長できる１年にすることをここに誓います。

平林 剛
水道橋病院歯科技工室

　昨年の私の漢字は “ 笑 ” でした。もちろん楽しいこと、嬉

しいことでの笑いもたくさんありましたが、辛いこと、きつ

いなあと感じることもありました。そんなとき、ちょっと無

理して笑ってみると気持ちがすーっと楽になり、気がつくと

本気で笑っていて、周りにたくさんの笑顔が集まっているこ

とを知りました。今年も笑顔を忘れずに、笑顔の人に集まっ

てもらい、みんなで協力して楽しい年にしたいと思います。

人生の難題も私の大好きなクイズだと思って楽しんでいきた

いと思います。

　そして、歯科技工士として多くの患者さんのきれいなスマ

イルラインを作っていきます。

藤平弘子
市川総合病院歯科衛生士長

　年齢を重ねる毎に、１年が過ぎる早さを痛感しておりまし

たが、2017 年はまさに怒濤のごとく過ぎ去ったというのが

実感です。

　本学が日本歯科衛生士会から委託された認定研修事業を、

半年間の準備期間を経て、概ね３か月間にわたり実施した後、

人生初の３週間にわたる長期の入院生活を経験。何故かその

時だけは時計が止まった感覚で、もどかしく過ごしました。

　退院後、すぐに取り組んだ歯科衛生士専門学校同窓会主催

の短期大学開学記念フォーラムの運営を始めとして、溜まっ

ていた仕事が一挙に押し寄せ、倍速になって時が経過し、

あっという間に戌の年を迎えることとなりました。

　50歳代以降の同輩の皆様方は、昔の市川キャンパスを覚

えておいででしょうか。皆で汗を流した懐かしい市川グラウ

ンドの名残は、今や病院裏の駐車場の真間川沿いの道路に面

した桜の樹だけとなりました。

　今年は、その桜の花が咲く頃に、戌年生まれの私も転機を

迎えることとなりました。駆け足で過ごしてきた毎日に終止

符を打ち、スローライフを実践しよう。四季折々の自然を愛

で、その自然に佇む世界遺産を巡る旅人になろう。悠々自

適、でもグローバルマインドで。私のワクワク感に満ち溢れ

た 2018 年の抱負です。

星野有咲
歯科衛生士専門学校２年生

臨むことです。

　10月の登院式を迎えた直後は日々の実習をこなすことに

精一杯で、講義で習得した知識を十分に活かしきれていない

と感じる場面が多々ありました。今後は自主学習で知識を深

めるとともに、臨床現場で日々スキルアップしていきたいと

考えます。さらに超高齢社会の今、口腔に対する関心はさら

に高まりつつあり、歯科衛生士への需要と期待は増々高まっ

ています。そのため学生のうちから即戦力や応用力を養って

いきたいと思います。

　また、今年は 20 歳を迎え社会の一員となるため、より一

層自覚と責任を持った行動をし、今までの自分を導いてくれ

た周囲の方々への感謝の気持ちを忘れず日々精進していきた

いです。

三友啓介
保存修復学講座大学院２年

　2017 年を振り返ってみると、公私共に環境が激しく変化

した年だったと思います。その影響か、大学院生活では受け

身というか守勢にまわってしまった感があり、その点は大い

に反省をしています。今年は自分の特徴・個性を発揮できる

ように、攻めの姿勢で臨み、臨床と研究のレベルアップに励

んでいきたいと思います。

　私生活では、６月に子供が生まれ子育てに奮闘する日々を

送っております。その中で、母親としての妻の偉大さを感じ

るとともに、父親としての自分の無力さを痛感しています。

しかし毎日が幸せで、子供と遊ぶ時間を増やすために、仕事

の最大限の効率化と体力の向上が今年の目標といったところ

でしょうか。

　とにもかくにも今年はモチベーションを高く保ち、熱量を

もって研究・臨床に力を注いでいきたいと思います。

吉田歩未
短期大学第１学年

　昨年４月に短期大学の１期生として入学し、前期から基礎

科目はもちろん専門科目もある講義が始まりました。高校生

の頃とは異なる講義内容にあせりや不安を感じる毎日でし

た。しかし、友人と互いに教えあい、先生方には授業後に疑

問点の解説をいただき、なんとか後期を迎え、現在は基礎実

習が始まり、まずは２年生の相互実習を目指して、技術の習

得に励む毎日でおります。

　振り返ると、家族、先生、友人など多くの人に助けられた

一年で、感謝の気持ちでいっぱいです。今年は登院して、臨

床実習が始まる年です。自分のことだけでなく、患者様へ配

慮できるよう、知識と技術を確かなものにする一年にしたい

と考えています。

　2018 年の抱負は、臨床実習において基礎科目と臨床科目

の講義で習得した知識を臨床の現場と結び付けながら実習に

30
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国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院 市川総合病院

■千葉県流山市立南部中学校（千葉県教育委員会主催の研修

会の一環として）（教員 1名）

平成 29 年 12 月 16 日（土）水道橋校舎新館、水道橋病院、

西棟見学

■千葉医療福祉専門学校（学生 41 名、教員 3 名）　

平成 29 年 12 月 21 日（木）解剖学実習室、標本室見学

■学校法人福岡保健学院 八千代リハビリテーション学院

（学生 42 名、病院スタッフ 7 名）

平成 29 年 12 月 26 日（火）、27日（水）解剖学実習室見学

■二葉看護学院（学生 29 名、教員 2 名）

平成 30 年 1 月 16 日（火）解剖学実習室、標本室見学

■オーストラリア・クイーンズランド大学歯学部（Elective

Study）（3年生 1 名、国際交流部 2 名）

平成 29 年 12 月 13 日（水）市川総合病院見学

■東京女子医科大学附属 八千代医療センター（看護副局長 1

名）

平成 29 年 12 月 19 日（火）市川総合病院見学

■社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院

（職員 3 名）

平成 30 年 1 月 12 日（金）市川総合病院心臓血管外科、医事

課見学

海外出張

■二宮 研助教（市病・整形外科）

第 45 回 Cervical Spine Research Society 2017 に出席、お

よび発表のため 11 月 29 日（水）から 12 月 4 日（月）までア

メリカ・ハリウッドへ出張。

■阿部伸一教授（解剖学）

台北医科大学口腔医学院歯学科 4 年生にインプラント解剖

学の講義を行うため 12 月 2 日（土）から 4 日（月）まで台湾・

台北へ出張。

■後藤多津子教授（歯科放射線学） 

Brain Science Concerning Taste and Smell Perception

Project 研究のためのシステム修正ならびに会議に出席のた

め 12 月 2 日（土）から 5 日（火）まで香港へ出張。

■島﨑 潤教授（市病・眼科）

2017 Phil ippine Academy of Ophthalmology（PAD）

Congress での講演のため 12 月 5 日（火）から 6 日（水）まで

フィリピン・パサイへ出張。

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科） 

The International Spine Conference 108 Military Hospital 

and 24th Annual Meeting of The Spine Society of HCMC,

Viet Nam に出席、および発表のため 12 月 13 日（水）から

17日（日）までベトナム・ハノイへ出張。

■石原和幸教授（微生物学）

Biology of Spirochetes Gordon Research Conference に出席

および発表のため平成 30 年 1 月 20 日（土）から 27 日（土）

までアメリカ・ロサンゼルスへ出張。
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大学日誌 

平成 29年 12月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉病院・歯科衛生士専門学校 

後期定期健康診断（火・木・金〜12/22）
金

［防火・防災安全自主点検日］ 

土 短大 前期追・再試験 在宅療養支援ネットワーク協議会 

日 短大オープンキャンパス・一般入試説明会 

短大教授会、Elective Study 選考委員会
月
臨床教育委員会 

感染予防対策チーム委員会
火 水病教職員研修会ビデオ上映
保健安全管理委員会 

1 年生 HB ワクチン接種 3 回目
水 臨床検査運営委員会
薬事委員会

リスクマネージャー ･ICT 会議
輸血療法委員会
臨床検査部運営委員会 

後期健康診断
木 感染制御委員会・ICT 委員会

プログラム委員会
カルテ指導委員会 

金 医療監視 

土 

日 

月

衛生委員会、病院協議会
個人情報保護委員会、医療安全管理委員会
感染予防対策委員会（ICC）
診療記録管理委員会、業務連絡会
医療連携委員会、病院研修会
研修管理小部会 

臨床教授連絡会、講座主任教授会
火 人事委員会、衛生士校 教員会 診療材料検討委員会 
給食委員会、情報システム管理委員会

水 図書事務連絡会、リスクマネージメント部会 救急委員会、ICU 運営委員会 

センター試験監督者打合せ・全体会議、リスニング講習会
木

［於：日本歯科大学］
午後のリサイタル、手術室運営委員会 

一般（Ⅰ期）・センター（Ⅰ期）願書受付開始（〜H30.1/26）
金 倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会 NST カンファレンス、給食運営会議 

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

短大 前期追・再試験
土 患者サロン
入試ガイダンス・オープンキャンパス

日 

医療安全管理委員会
月 第 168 回歯科医学教育セミナー

キャンサーボード
衛生士校第 3 学年卒業試験 

1〜4年生前期追・再試験（〜12/22）
火
褥瘡対策委員会、国際交流部運営委員会 

糖尿病教室
糖尿病教室カンファレンス

水 褥瘡対策委員会
患者サービス向上小委員会

［機器等安全自主点検日］診療報酬研修会、衛生委員会

衛生士校第 3 学年卒業試験 

教務部協議会、学生部（課）協議会


診療録指導委員会

木 部長会
医療安全管理委員会、感染予防対策委員会


個人情報保護委員会、病院運営会議


金 第 1 回予算委員会、共用試験 OSCE 小部会 

土 天皇誕生日 

日 

1〜4年生・短大学生冬期休暇（〜H30.1/7）
月
5年生全体集合日

衛生士校 学生冬期休暇（〜H30.1/7） 

診療記録・情報システム管理委員会
火 教職員研修会

クリニカルパス委員会
医療サービス委員会
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業務連絡会、データ管理者会議
27 水

診療録管理委員会、医局長会 

28 木 仕事納めの挨拶

29 金 年末年始休（〜H30.1/4）

30 土 

31 日

管理診療委員会、仕事納めの挨拶 仕事納めの挨拶 

年末年始休（〜H30.1/4） 年末年始休（〜H30.1/4） 

平成 30年 1月  

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉病院・歯科衛生士専門学校 

月 元日　1〜4年生、短大学生　冬期休暇（〜1/7） 衛生士校 学生冬期休暇（〜1/7） 

火 

水 

木 

仕事始めの挨拶
金 診療開始、新医療系システム稼働開始 仕事始めの挨拶

［防火・防災安全自主点検日］
仕事始めの挨拶 

土 

日 

月 成人の日 

1〜4年生授業再開、短大後期授業再開


6 年生第 4 回総合学力試験（〜1/10）

地域連携委員会火

大学院入学試験（Ⅱ期）入学願書受付開始


感染予防対策チーム委員会、保健安全管理委員会


リスクマネージメント部会、輸血療法委員会
水 ICU 運営委員会
水病教職員研修会・12月開催分ビデオ上映

リスクマネージャー ･ICT 会議
医療ガス安全管理委員会 

医療事故防止のための相互チェック 感染制御委員会
木
平成 30 年度武道始め 手術室運営委員会

カルテ指導委員会 

臨床教授連絡会、講座主任教授会


センター試験係員全体打合せ［於：日本歯科大学］

金 治験審査・倫理審査委員会
人事委員会、自己点検・評価委員会


総合講義検討委員会


土 大学入試センター試験（〜1/14） 

日 

短大教授会 医療安全管理委員会
月
臨床教育委員会 市川リレーションシップカンファレンス

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

衛生委員会、病院協議会
個人情報保護委員会
医療安全管理委員会
感染予防対策委員会（ICC）
診療記録管理委員会
薬事委員会、業務連絡会
医療連携委員会、病院研修会
研修管理小部会 

火 情報システム管理委員会 診療材料検討委員会 

図書事務連絡会、基礎教授連絡会

17 水
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
第 321 回教養科目協議会

輸血療法委員会、救急委員会
衛生委員会 

薬事委員会、第 2 回地域医療連携委員会

診療録指導委員会 部長会
18 木 医療安全管理委員会、感染予防対策委員会 災害対策委員会

個人情報保護委員会、病院運営会議 内視鏡室委員会 

金 倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会 NST カンファレンス 

土 ［機器等安全自主点検日］患者サロン 

日 

月 薬事委員会、キャンサーボート 

図書委員会、平成 29 年度 Elective Study 報告会
火
共用試験 OSCE 係員全体説明会
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24 水
業務連絡会、学生部（課）協議会
データ管理者会議、診療録管理委員会、医局長会

糖尿病教室、糖尿病教室カンファレンス
褥瘡対策委員会 

25 木 水道橋課長会、教職員研修会 管理診療委員会 

26 金
大学一般（Ⅰ期）、センター（Ⅰ期）願書受付締切
4年生共用試験 CBT・OSCE 事前説明

給食運営会議、がん薬物療法委員会
業務改善委員会 

27 土 ロビーコンサート 

28 日 

29 月 第 169 回歯科医学教育セミナー、教務部協議会 

30 火
1〜4年生後期授業終了、国際交流部運営委員会
水病教職員研修会ビデオ上映

診療記録・情報システム管理委員会
クリニカルパス委員会 

31 水
1〜4年生後期授業予備日（〜2/1）
1〜4年生振替授業実施日、短大振替授業（金曜日分）
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 東京歯科大学広報　編集委員 編集後記

委員長 橋本貞充
（平成30年1月現在）

　来年5月、新しい元号が始まる前の、平成が１つの区切り

阿部潤也　　井上直記　　　上田貴之 を付ける１年。平成の歴史は、そのまま東京歯科大学千葉校

大塚　健　　鎌田美樹　　　菊地聡子 舎の歴史と重なり、タイムカプセルの中に埋め込まれていき、

佐藤正樹　　篠塚侑佳里　　髙橋恭子
新たな次の時代がその土台の上に重層し、建ちあがっていく。

田島大地　　多田美穂子　　久永竜一 　千葉病院は、地域医療と、学生や臨床研修医のための研修

藤倉隆行　　船山雅史　　　前田健一郎 センターとしての機能を果す「東京歯科大学千葉歯科医療セ

山本美紀　　渡辺　賢 ンター」として生まれ変わることが決まり、大きな変革がは

じまる年。

　全員が協力して造りあげてきた東京歯科大学。次の世代を

担っていく学生のために、そして、痛みを持ったひとりひと

りの患者さんのために・・・。　

　回想と抱負。そこには、怒濤のごとく過ぎ去る時間、大き

な変化や激動、その中にあってもチャレンジを忘れず、まわ

りに助けられながらも前向きに頑張ってきた言葉たちが並ん

でいる。

　初めての仕事で戸惑う日々。理解してもらうことの難しさ

と自分自身の未熟さを痛感するなかで、周りのひとたちへの

感謝の気持ちの大切さに気づく。

　お気に入りの服は、袖を通すこともなく季節が過ぎ去り、

これが社会人かと痛感する。

　それでも１日１日を大切にしながら笑顔で頑張る！　失敗を

恐れず常に向上心を持って挑戦し続けること。　新しい環境の

中、二足の草鞋を履き、欲張って二兎を捕まえる気概を持って。

　たとえ、大変だね～といわれる部署のなかで、いろいろな

ことに慣れ、落ち着いた生活が送れる日々が、まだまだ先に

あるとしても。

　自分の目には、まだ将来のことは見えなくても、先々のこと

を考えながら、常に前向きに過ごしていくという決意がある。

　毎日賑やかで楽しそうな学生たちからもらうたくさんの元気。

　理想とはほど遠いけれど、初めて自分で探し、住み始めた

家は、いつの間にか愛着のある我が家となる。

　無我夢中で突き進んだ激動の年は、しかし、毎年のことで

あり、まわりの皆も同じであったという、あたりまえの事実

に気付く自分がいる。

　すべては今に繋がっている。明日は今日よりも少し前へ！

　辛いことがあったとしても、笑顔を忘れず、笑顔が集まり、

みんなが協力して楽しい年にするという決意。

　ワクワク感に満ち溢れた2018年に、なれ！！

広報・公開講座部長：橋本貞充

武道始め：　緊張の演舞のあと、お餅をほおばった学生たちが笑い転げる。
雪の日：　授業後のさいかち坂では、新雪と戯れる1、2年生達の歓声が響き、カラフルな傘が真っ白な風景に彩りを与える。
　　　　　降りやまない雪の夜。静けさのなか、人通りの途絶えた道は、街路樹のベニバナトチノキが白銀色に輝き、息がとまる。
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