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人事年頭のご挨拶

己 亥

つちのとい 2 0 1 9

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

みなさま、明けましておめでとうございま

す。今年も宜しくお願いいたします。

水道橋への移転事業は最終章を迎え、130

周年事業である千葉キャンパスの再構築が、

今年度より具体的に行われる予定でございま

す。千葉歯科医療センター新診療所の建築、

部室合宿所やグラウンド等、学生のクラブ活

動のための施設改修などを、35億円の予算

を見込み実施をいたしますが、経営面におい

ては全く問題ございません。本事業は10年

前より計画してまいりましたので、順調に進

めていきたいと考えております。

千葉歯科医療センターの開設に伴い、講座

あるいは各職場において、人事異動等がござ

いますけれども、決してみなさま方の負担や

不利になるようなことはないと思っておりま

すし、気を付けて運営をしていくつもりでご

ざいます。

昨今盛んに「働き方改革」が叫ばれており

ますが、本学でもみなさま方に無理のない職

場でお勤めを願いたいと思っております。そ

れに伴う本学の体制づくりも進めております。

厚生労働省の歯科医師臨床研修制度につき

まして、本学には、最先端の歯科医療・研究

の拠点となる水道橋病院、医科と歯科の連携

が取れる市川総合病院、研修施設として、地

域密着型であり、患者協力による研修医のた

めの千葉歯科医療センターの3つの医療施設

があり、研修歯科医や学生教育の中心となる

わけですが、これも、東京歯科大学の特徴と

して、今後も更に充実させていくことになり

ます。

正月の箱根駅伝をご覧になられた方も多い

かと思いますが、青山学院大学の5連覇達成

を見ることはできませんでした。常勝のチー

ムが勝ち続けることは、至難のことでありま

す。今のところ東京歯科大学は、順調に運営

できておりますが、油断することなく、また、

何か問題があれば、みなさまより情報を共有

いただきたいと思っております。

各講座、職場で是非とも今年も頑張ってお

過ごしいただきたいと思っております。今年

も宜しくお願いいたします。
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准教授就任のご挨拶

市川総合病院心臓血管外科

笠原　啓史

この度、2018 年 12 月１日付で市川総合病院心臓血管外

科学講座准教授を拝命いたしました。その重責を痛感すると

ともに、ご支援、ご指導頂きました諸先生方に心よりお礼申

し上げます。

私は 1996 年に東海大学医学部を卒業し、同大学心臓血管

外科学教室に入局いたしました。その後、大学院に進学し、

臨床研修および血管新生遺伝子療法の基礎研究に従事しまし

た。

2005 年からは慶應義塾大学医学部心臓血管外科学教室に

所属し、東京歯科大学市川総合病院心臓血管外科助手に赴任

させて頂きました。当時、卒後 10 年目の私は一通りのこと

はできるつもりで過信しておりました。申範圭教授の親身の

ご指導のもと、生半可な実力が露呈しました。ご指導を頂く

なかで、このままではいけないとの気持ちになりました。武

者修行のつもりで海外留学を考えました。招請講演のため来

日された先生方に学会場で話しかけ、名刺を頂き、その後見

学に行きました。その甲斐あってオーストリアのウィーン医

科大学心臓胸部外科に、2006 年から１年半、クリニカルリ

サーチフェローとして留学しました。ドイツ語で言葉も分か

らず、前任者もおらず、何をするにも勇気が必要でしたが、

欧州の人々の優しさにふれあいました。

そこでは標準的な心臓手術のみならず人工心臓、心臓移植

治療、ロボット心臓手術や本邦では認可されていなかった大

動脈ステントグラフト内挿術、経カテーテル大動脈弁留置術

など、先進的な外科治療を経験することができました。

2008 年に慶應義塾大学ヘチーフレジデントとして帰国、

帰室いたしました。その後は平塚市民病院心臓血管外科医

長、国立病院機構埼玉病院心臓血管外科医長、川崎市立川崎

病院心臓血管外科担当部長を経て、2017 年に再び東京歯科

大学市川総合病院心臓血管外科に講師として赴任させて頂き

ました。

留学から帰国後は、主に低侵襲外科治療に興味をもって関

わってまいりました。人工心肺装置を使用しない心拍動下冠

動脈バイパス術、小さな創から弁膜症を治す低侵襲心臓手術

（MICS）、開胸が不要な大動脈疾患に対するカテーテル治療

（ステントグラフト内挿術）などです。従来、心臓大血管手術

は侵襲的で大がかりな手術というイメージがあるかもしれま

せんが、技術の進歩により外科治療も急速に変貌しようとし

ています。日進月歩の低侵襲治療を当院でも提供できるよう

自己研鑽、医局員の指導、環境整備に努めてまいります。

微力ではございますが、東京歯科大学および東京歯科大学

市川総合病院の発展に少しでも寄与できるよう精進してまい

る所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお

願い申し上げます。

畠 亮 元市川総合病院長が平成 30 年秋の叙勲において瑞宝小綬章を受章
本学元市川総合病院長の畠 亮氏が、平成 30 年秋の叙勲

で瑞宝小綬章を受章された。

畠氏は、1965 年より慶應義塾大学泌尿器科学教室に入局

後、国立栃木病院への出向を経て、昭和 42 年に帰局、泌尿

器科学助手に就任。

1970 年４月より国立埼玉病院への出向を経て翌年 1971

年３月から米国テキサス大学医学部外科に留学。２年間研鑽

を積み、1973 年３月に泌尿器科学教室に帰局し、助手と

なった。その後、講師、助教授を歴任され､ 1992 年６月に

東京歯科大学市川総合病院泌尿器科初代教授・部長に就任さ

れた。2001 年１月に市川総合病院副病院長、2004 年６月

には同病院長、法人評議員、法人理事に就任され、2007 年

５月に定年退職となるまで､ 永きにわたり大学と病院の発展

に寄与された｡

長年にわたるこれらの功績が評価され、今回の受章となっ

た。

3



291 号　2019年 3月 31日発行

 

学内ニ ュ ー ス 

2018 年度解剖諸霊位供養法会開催

▲献花の様子

2018 年 11 月７日（水）午後２時 30 分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて 2018 年度解剖諸霊位供養法会

が執り行われた。

井出吉信学長はじめ、ご遺族、大学幹部、短期大学幹部、

教職員、東京歯科大学白菊会関係者および歯学部第２学年学

生、短期大学学生代表、歯科衛生士専門学校学生代表が参列

した。

本学開設以来、歯科医学教育と研究のため、尊いご遺志を

持って献体いただいた４千有余柱の諸霊位に対し、深く感謝

▲ご遺族へ挨拶をする椎貝君

の意を捧げご冥福をお祈りした。また、真珠院 石井道彦導

師により誦経が行われ、井出学長が祭文を奉読したのち参列

者による献花が行われた。

つづいて、学生を代表して椎貝麗音君（第 2 学年）よりご

遺族に対して挨拶があり、次に、ご遺族を代表して三浦桂子

様よりご挨拶をいただき、本年度の解剖諸霊位供養法会は滞

りなく終了した。

その後、ご遺族ならびに大学関係者が真珠院（文京区）を墓

参し散会となった。

2018 年度第7回水道橋病院教職員研修会開催

◀講演される末石弁護士

2018 年 11 月 22 日（木）午後６時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、2018 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、「歯科医療紛争の盲点～事案から見る歯科医療紛

争対策～」と題して、平沼高明法律事務所の末石倫大弁護士

による講演が行われた。

講演は、「抜歯と説明義務」「ブラッシング指導と口腔がん

と診療録」「クレーマーと診療録」「賠償責任保険の仕組みと

すき間」「BLS と歯科麻酔科と救急車」「ガイドラインの功

罪」という項目について、具体的な裁判事例を挙げた解説が

あり、大学病院教職員にとって大変興味深く有意義なもので

あった。
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第 11 回千葉歯科医療センターロビーコンサート

▲ロビーコンサートの様子

2018 年 11月 24日（土）午後２時より、千葉歯科医療セン

ター１階待合ロビーにおいて、第 11 回ロビーコンサートが開

催された。

コンサートは２部構成で、東京歯科大学管弦楽団により公演

された。１部ではワーグナーやモーツァルトをはじめとするクラ

シック音楽等が演奏された。２部では星野源の「ドラえもん」

市民のための健康講座開催
　2018 年 12 月２日（日）午前 10 時より、市川総合病院２

階講堂において市民を対象とした健康講座が開催された。

　「元気で活き活き過ごせるように！～いつまでも好きな物

を食べよう～　なりたくない !! 誤嚥性肺炎」と題し、次の

各テーマに分け、それぞれに講演者を立て、実行委員長であ

る寺嶋 毅内科・呼吸器内科部長の司会進行のもと行われた。

▲ロビーコンサートの様子

や安室奈美恵の「CAN YOU CELEBRATE?」といったポップス

も演奏された。

アンコールではとなりのトトロの「さんぽ」や全員で合唱する

「故郷（ふるさと）」が披露され、大変好評であった。

コンサートは 50 人の参加者を得て盛大かつ和やかに終了し

た。

　それぞれの専門分野から、市民の皆様が日頃から疑問に

思っている誤嚥性肺炎について、丁寧にわかりやすく講演が

行われた（講演内容は次ページ参照）。160 名を超える入場

者からは、大いに関心が寄せられ、質疑応答も活発に行わ

れ、市民講演会は盛会のうちに終了した。

5



291 号　2019年 3月 31日発行

学内ニ ュ ー ス 

●市民のための健康講座 講演内容

講演１：「どうしておきる？誤嚥性肺炎～ヒトの体　菌のいるところ、いないところ～」
寺嶋 毅（東京歯科大学市川総合病院内科・呼吸器内科部長教授）

講演２：「元気のもとはお口から～誤嚥性肺炎を予防しよう～」
澁井武夫（東京歯科大学市川総合病院歯科口腔外科准教授）
大屋朋子（東京歯科大学市川総合病院歯科口腔外科主任歯科衛生士）

特別講演：「のどを鍛えて肺炎予防」
津田豪太（聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科部長・摂食嚥下センター長）

▲挨拶をする西田次郎病院長 ▲講演をする寺嶋実行委員長

▲講演をする澁井准教授 ▲講演をする大屋主任歯科衛生士

◀講演される津田先生
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入試ガイダンス・オープンキャンパス開催

▶５年生の案内による病院見学の様子

2018 年 12 月 15 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、2019 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、歯科放射線学講座の後藤多津子教授による「4D画

像で体内を診る　―アゴ、顔、脳機能―」と題した模擬授業

が行われた。

その後、希望者を対象としてさいかち坂校舎、新館校舎、

水道橋病院の見学や、教務部・学生部の教職員との個別面談

を実施した。60組 98 名の参加があり、大盛況なガイダン

スとなった。

第37回カリキュラム研修ワークショップ開催

▶発表・質疑の様子

2018 年 12 月 22 日（土）および 23 日（日）の２日間、水道

橋校舎新館において、第 37 回カリキュラム研修ワーク

ショップが開催された。本ワークショップは、歯科医師臨床

研修制度における「歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講

習会の開催指針」に則り、歯科医師臨床研修指導歯科医講習

会としての認定を受け、開催したものである。

今回は、本学の専任教員および全国の歯科医院に勤務する

歯科医師の合計 40 名が受講した。ワークショップは９つの

セッションで構成され、講義、５グループに分かれての討

議・発表を通じて、歯科医師臨床研修制度の概要、臨床研修

の問題点の抽出と対応策の検討、段階的なカリキュラムの計

画・立案等を習得し、指導医に必要なカリキュラム開発能力

ならびに研修歯科医を養成する指導力の向上を目指した。

最後に、受講者全員に東京歯科大学学長および厚生労働省

医政局長連名の修了証が授与され、２日間の日程を無事終了

した。
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第177 回歯科医学教育セミナー開催
2018 年 12 月 25 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、第 177 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

校舎にも中継された。

今回は、「平成 29 年度学長奨励教育助成課題の実施報告」

と題し、下記の通り教育課題の実施報告が行われた。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。

◀説明をする山下教授

所属 代表者 教育課題 

1 市川総合病院麻酔科
小鹿恭太郎 
【発表】鈴木　昌 
（市川総合病院救急科）

SimMan 3G® を用いた歯科治療に関連する救急医療への臨床教育 

2 口腔病態外科学講座 別所央城 
【発表】西山　明宏 シミュレーターを開発し正しい抜歯術を教育する 

3 水道橋病院口腔外科 片倉　朗 
【発表】吉田　秀児 三次元シミュレーションソフトを用いた新たな学生実習 

4 パーシャルデンチャー
補綴学講座 山下　秀一郎 CAD/CAMを用いた局部床義歯学教育の改善の試み 

5 口腔インプラント学講座 高梨　琢也 シミュレーションソフトを用いた効果的なインプラント治療計画立案
臨床実習（問題基盤型実習、PBP : Problem Based Practice）
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2018 年仕事納めの会開催

▲挨拶をする井出理事長・学長 ▲挨拶をする西田市川総合病院長

▲挨拶をする矢島水道橋院長 ▲乾杯の発声をする橋本副学長

2018 年 12 月 28 日（金）、水道橋校舎、市川総合病院、

千葉校舎において 2018 年仕事納めの会が開催された。

水道橋校舎では、午後３時より水道橋校舎新館血脇記念

ホールにおいて、河合宏明大学庶務課長の司会のもと井出吉信

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

南棟に移して「2018 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、研修医、大学院生らが多数参加し、

会場は満場となる中、矢島安朝水道橋病院長、澁谷國男東京

歯科大学同窓会会長より挨拶をいただき、橋本正次副学長に

よる乾杯の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・法人主事の中締めにより閉会となっ

た。

市川総合病院では、午後５時 45 分より講堂において

2018 年仕事納めの会が行われた。原 正樹市川総合病院庶務

課長の司会のもと、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 12 時より千葉校舎臨床研修歯科医室

において 2018 年仕事納めの会が開催された。会場には教職

員、大学院生らが多数集まり、小林友忠千葉歯科医療セン

ター事務部長の司会のもと、井出理事長・学長、一戸副学

長・千葉歯科医療センター長より一年を締めくくるご挨拶を

いただいた。

9



291 号　2019年 3月 31日発行

 

学内ニ ュ ー ス 

2019 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 ▲挨拶をする加藤大学事務局長

◀挨拶をする一戸副学長・千葉歯科医療センター長

2019 年１月７日（月）、水道橋校舎、市川総合病院、千葉

校舎において 2019 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 2019 年

仕事始めの会が行われ、井出吉信理事長・学長より年始の挨

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５時 45 分より講堂において 2019

年仕事始めの会が行われた。原 正樹市川総合病院庶務課長

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 5 時 45 分より千葉校舎歯科臨床研修

医室において 2019 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、小林友忠千葉歯科医療センター事

務部長の司会のもと、一戸達也副学長・千葉歯科医療セン

ター長と小林事務部長から年頭の挨拶が行われた。

10
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長期海外出張報告

口腔インプラント学講座　講師　佐々木穂高

　2017 年４月１日から 2018 年９月 30 日までの１年６か

月間、米国のカルフォルニア州立大学ロサンゼルス校

（University of California, Los Angeles: UCLA）に長期海外出

張をさせて頂きましたので、その概要についてご報告を致し

ます。

　UCLA は、西海岸に位置するカルフォルニア州で総人口

400 万人を超える全米第２位の都市でもあるロサンゼルス

市にあります。また、カルフォルニア大学機構のうち３番目

に古く 1919 年に設置され、今年で 100 周年を迎えます。

キャンパスは都心部からは少し離れた高級住宅地として知ら

れるビバリーヒルズに近いウエストウッド地区にあり、周辺

のカフェやバーが立ち並ぶ商店街では夜の遅くまで学生が歩

いているのを見かけるほど治安が良く、車で 10 分程の距離

には日系の食料品店やレストランも多くあり、日本人にとっ

ては非常に住みやすい環境です。

　私の所属先は、UCLA 歯学部先端歯科補綴科ワイントロー

プ再建生体工学研究所内にある西村一郎教授の研究室で、

Visiting Assistant Project Scientist としてお世話になりまし

た。本稿で紹介するまでもありませんが、西村先生は 1981

年に本学をご卒業され、1986 年ハーバード大学大学院を修

了、1997 年にワイントロープ再建生体工学研究所長として

UCLA に転任され、現在も UCLA 終身雇用教授としてご活躍

をされています。ここで私は、網羅的な遺伝子発現解析によ

り同定された時計遺伝子 Npas2 が、インプラントの骨結合

や軟組織の創傷治癒どのように影響するのかを明らかにする

ために、ノックアウトマウスを用いて in vitro、in vivo 実験

による様々な評価法を行ってきました。本研究の結果から

Npas2 の発現抑制がインプラントの骨結合を低下させるこ

とが明らかになり、これらの成果は Biomaterials に掲載を

されました。一方で Npas2 の発現抑制は、軟組織の創傷治

癒においては、促進させることを明らかにしました。本研究

の成果は、2018 年フロリダ州に開催されたアメリカ歯科研

究学会（AADR）、UCLA 歯学部内で開催された研究発表会に

てポスター発表をし、後者で行われたコンペティションでは

優秀賞２位を頂くことができました。本成果も既に投稿受領

済みで、Anatomical Record に掲載予定です。

　今回の長期海外出張では、基礎研究における様々な知識・

技能を学び習得することができましたが、それ以上に私が研

究者・教育者として成長していくための方向性を与えてくれ

たのが、西村先生をはじめ UCLA 学内や他国から留学して

いる多くの優秀な先生や研究者たちとの出会いでした。ま

た、多くの人種と異なる文化が融合しているロサンゼルス

は、まさに diversity（多様性）を肌で感じることができる街

であり、ここでの多くの経験が、これまでとは異なった視点

で考え幅広い視野を持って判断をすることへの重要さを認識

させてくれました。今後は、ここで培ってきた知識や多くの

経験を自身の成長に繋げ、本学の教育・研究・臨床の向上や

後進の育成に貢献をしていきたいと考えております。

　最後に、今回このような貴重な機会を与えて頂きました

井出吉信学長、一戸達也副学長、橋本正次副学長、齋藤 淳

国際交流部長、主任教授でもある矢島安朝水道橋病院長に厚

く御礼申し上げます。また、長期海外出張を検討するにあた

り多くのご助言・ご指導を頂きました山口朗先生、吉成正雄

先生、橋本貞充先生、そして出張期間中の教育・研究・臨床

の全ての業務にあたり、多大なる支援を頂きました口腔イン

プラント学講座の皆さまには重ねて御礼申し上げます。本当

にありがとうございました。

▲西村教授（左）とともに ▲ワイトロープセンター研究所のメンバーとの食事会
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大学院ニ ュ ー ス 

第441 回大学院セミナー開催

◀講演される Jeong 先生

2018 年 11 月５日（月）午後６時より、水道橋校舎西棟ラ

ウンジにおいて、第 441 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。今回はニューヨーク大学

基礎科学講座（顎顔面生物学）准教授の Juhee Jeong 先生をお

招きして、「Genetic regulation of early calvarial develop-

ment」と題して講演をいただいた。

本講演では、頭蓋冠発生には骨や縫合形成のための複雑な

遺伝的調節機能が備わっており、その１つである LMX1B

（LIM homeobox transcription factor 1b）に注目した研究成

第443 回大学院セミナー開催

果の解説がなされた。その中で LMX1B を不活性化すると頭

蓋冠縫合部に異所性骨化が出現し、一方で過剰発現は頭蓋冠

の発達を抑制することが示された。後半では発生初期頭蓋冠

の遺伝子発現プロファイリングを行うことにより、骨形成の

既知の調節因子および新規因子がその中に含まれている可能

性について、今後の研究の展望も含め説明があった。

多くの大学院生が参加し、研究内容だけでなく研究の設

定、プレゼンテーションの手法などについても多くの学ぶこ

とがある、大変内容の濃い有意義なセミナーであった。

▲講演される三島先生

2018 年 12 月５日（水）午後６時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、第 443 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。今回は昭和大学歯学部

口腔病態診断学講座口腔病理学部門教授の美島健二先生と助

教の田中準一先生をお招きして、「ES 細胞からの機能的唾液

▲講演される田中先生

腺組織の作出」と題して講演をいただいた。

現在までに唾液腺の再生医療の構築が試みられているが、

臨床応用への展開を示す成果はほとんど得られていなかっ

た。この度、美島先生と田中先生は、他大学・施設の研究者

との共同研究により、臨床応用への期待ができる機能的唾液

12
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腺組織の作出に成功した。まず、マウス唾液腺発生過程の解

析を行い、唾液腺原基の形成に重要な２つの遺伝子（Sox9、

Foxc1）を同定した。次に、これらの遺伝子を ES 細胞から誘

導した口腔粘膜上皮に遺伝子導入して、胎生期唾液腺原基に

類似した唾液腺原基様の分枝構造の形成に成功した。さら

に、これらの組織を耳下腺摘出マウスに同所的に移植して、

大学院入学試験（Ⅰ期）実施
2018 年 12月 1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、2019 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

機能的唾液腺の成功を確認した。これらの研究成果は、唾液

腺分泌障害に対する再生医療や唾液腺疾患解析、創薬スク

リーニングの有用なツールとなることが期待される。美島先

生は長い間、地道に唾液腺再生に関わる研究を行ってきて、

この研究成果は Nature Communications に報告され、田中

先生の学位論文とのことであった。

試験・面接が行われた。当日は、志願者 34 名が受験し、12

月７日（金）正午に合格者 34 名の発表が行われた。

13
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Elective Study Programでの海外からの学生訪問
2018 年度、本学では、Elective Study Programとして下 台北医科大学学生来訪時には、本学学生との交流会が実施

記３大学から合計８名の学生を受け入れた。５日間で水道橋 され、Elective Study で台北医科大学に訪問経験のある本学

病院の各診療科、市川総合病院の見学等を行い、見学終了後 学生と再会する良い機会となった。

には井出吉信学長より Certificate が授与された。

プログラム実施日 大学（学年） 氏名

2018 年 5 月 28 日（月）
～ 6 月 1 日（金）

チェンマイ大学（第５学年） 
Mr. Danai Doromarn 
Mr. Passapong Jantararoungtong 
Mr. Varat Kanchanomai

2018 年 7 月 30 日（月）
～ 8 月 3 日（金）

デブレツェン大学（第４学年） Mr. Erik-Masao Boller

2018 年 8 月 6 日（月）
～ 8 月 10 日（金）

台北医科大学（第４学年） 

Ms. Li, Po-Yi 
Ms. Chen, Yen-Jan 
Mr. Chen, Liang-Chen 
Ms. Lin, Wen-Hsiou 

▲チェンマイ大学からの見学生 ▲井出学長より Certificate を受け取るデブレツェン大学からの見学生（右）

▲台北医科大学からの見学生（前列４名）の市川総合病院口腔外科での様子 ▲市川総合病院での見学の様子
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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 
Varat Kanchanomai 
I would like to thank you to TDC and everyone from every 

department for a very warm welcome and such a good care. I 
am very lucky to have an elective program here. In just 5 days 
I’ve got lots of knowledge from Professor and friends and tons 
of memories. I’ve seen the difference between Japan and 
Thailand and I’ve seen lots of new innovation and new 
technology that I’ve never seen before and also the real 
operation that in Thailand we never had a chance to see like 
this. But unlucky for us that some program we don’t have the 
case to see much because of the patient or the time and the 
program plan was just 5 days, I wish I had more time here. 
And if I did something wrong I have to apologize everyone for 
my mistaken. 
Thank you so much, I will definitely recommend TDC to my 
friends in Thailand. I wish a good luck to everyone and hope 
to see you guys again. 

Passapong Jantaratoungtong 
First of all, I would like to thank you for letting us visit 

Tokyo Dental College. We’ve had a very great time here since 
you’ve taken care of us very well. The staffs here are very nice 
and willing to help. The program is well scheduled and on-
time. We’ve seen variety kinds of treatment and also spot 
some differences between TDC and CMU. The professors of 
every department can communicate in English fluently but we 
have problems communicating with doctors from department 
of Prosthodontics, so I would like to recommend bringing 
students that fluent in English to be the interpreter. We would 
love to make friends with the student of our age too. So, 
during the tour we would like to have 1-2 dental students to 
be as a guide as the department of Oral surgery have. Lastly, 
I am appreciated for your warm welcoming and hope we 
stayed in touch.

■ デブレツェン大学 
Erik-Masao Boller 
I would like to thank you for letting me partake in the 
elective study program. It was an awesome and unique 
experience for me to learn about the Japanese dental system 
and TDC. In the following I am going to comment on the 
elective study program itself. 
• Well-organized timetable and program 
• Very professional and friendly staff/teachers who were 
willing to answer my questions clearly 
• I felt very welcomed 

• I was able to see interesting procedures/surgeries which I 
usually would not see at my university (e.g. radical neck 
dissection, Le Fort 1 osteotomy, bilateral sagittal split 
osteotomy,...) 

• I got to learn about special fields of dentistry which are 
not common in Hungarian/European dentistry (Dental 
anesthesiology & Dysphagia rehabilitation) 

• Ichikawa General Hospital: Treatment of Cleft lip/palate 
patients by Dr. Shibui.

■ 台北医科大学 
Lin, Wen Hsiou 
As a dental student,I’ve always been curious that how dental 
educat ion and the working environment of dent ist  in 
Japan,one of my favorite country,would be like.Thanks to the 
summer exchanging program between TDC and our school 
that provided me a chance to take a look of all of that. 
We’ve learned a lot and had a good time in TDC.Some of the 
department have their similarities with Taiwan,but have slight 
deferences.While some departments,such as department of 
dental anesthesiology,dysphagia rehabilitation are which 
Taiwan don’t have.Those are quite interesting to us.In 
Taiwan,general anesthesia must undergo by anesthesiologist. 
So I’m quite surprised that dentists in Japan have the ability to 
do this.As observing dysphasia rehabilitation,we went to the
いずみ苑 with the dentists and oral hygienists.In my opinion,I 
think that the development of old people oral caring is very 
holistic in Japan.My favorite one is the gym of deglutition.I
observed it while we were in いずみ苑 .The dentist asked the 
old man to do the gym with her to enhance the old man’s 
chewing and swallowing function. 

While the TDC building is not a big place,the facility and 
environment are quite new and cozy.The teachers in the 
hospital are willing to use digital methods and are kind to 
teach us.The classrooms are so near to the hospital that 
students can reach the clinic side easily. 
I’m really thankful that the teachers and students in TDC 

took good care of us.The Japanese style hospitality gave me 
the most unforgettable memory this summer!!We will always 
welcome friends in TDC to visit us at any time with full 
arms!!Thank you very much!! 

Li, po-yi 
This is the first time of my visiting to TDC. Before going to 
your school, I’ve known some friends who joined in the 
elective program of TDC in these three years. After talking 
with them, I founded out that students in your school being 
provided with proactive thinking. That is the reason why I 
selected TDC program for my overseas trainee. The following 
are examples of the unforgettable experiences during my stay 
in TDC. 
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First, the schedule is full of clinical observing, which shows 
not only the environment of learning but the educational 
system in Japan. For example, learning system is quite similar 
as in Taiwan and in Japan, but there is no special ized 
department as dental anesthesiology, dysphagia rehabilitation 
in TMU hospital. Unlike there are two times of national exams 
in Taiwan, students have to pass one CBT test and one 
national exam to get the dentistry license in Japan. 
Second, your hospital in SUIDOUBASHI is neat and tidy. We 
had the chance to observe in conservat ive dent istry,  
orthodontics, dental anesthesiology, prosthodontics, oral 
implantology, dysphagia rehabilitation, etc. The doctors there 
teaches us a lot. We also visited ICHIKAWA general hospital, 
where the oral surgery is outstanding and of high quality. 
Also, I want to thank the professors and doctors a lot. 

During our stay, we’ve been taken care in every possible way. 
I remember that in the second night, I had a chance to meet 
every doctors and students who had been to TMU last year. It 
was touching to meet friends and happy to have meal with 
them. 
At last, I want to thank everything a lot. I feel comfortable 

and satisfied in my stay owing to your hospitality. I wish that 
the friendship and communication between TMU and TDC will 
never end. If I had a chance, I’d like to visit or study in TDC in 
the future. I look forward to associating with students from 
your school again. It’s a remarkable experience for me. 
Thank you very much. 

Chen, Yen-Jan 
It ’s a special experience to attend TDC for clerkship 

program. I’m really appreciated that every staff in TDC treated 
us well, giving us lots of care. Here comes something that I 
felt so unforgettable. 
First of all, the configuration of TDC are quite similar with 

TMU, which is also owning one school campus with three 
hospitals, so it won’t make me confused to go from one 
hospital after another. Also, the museum in TDC, introducing 
the history of the campus, showed the respect of those great 
people in the past. Besides, the collections in the building 
were so amazing such as dry human body, tattoos on torn 
human skin, lots of animal skeletons, and so on. There is no 
doubt that TDC should be the oldest and the most historical 

dental school in Japan. 
Secondly, there is some differences between TMU and TDC. 
For example, the system in TMU dentistry department is 
American style, with many medical departments in the 
hospital at same time, alike Ichikawa general hospital. For this 
reason, there is no specialized department like dental 
anes thes i o l ogy,  o ra l  imp lan to logy,  and  dysphag i a  
rehabilitation in TMU hospital. Therefore, most of the time 
anesthesia treatment is medical doctors’ job, and periodontists 
do the implants surgery instead. However, there are also some 
departments familiar with dysphagia rehabilitation in TMU 
hospital. Just to list a few, elderly dentistry for patient over 65 
years old and department called ‘’special need for oral care’’, 
which is  in charge of  treat ing physical-and-mental-
disordered patients. Since campus in suidobashi is a dental 
hospital, the scale of each dental department is many times 
bigger than that in TMU hospital. In addition to the scale, 
every single thing in TDC hospital is well- organized, and this 
is the part that I admired the most. 
Besides, in my opinion, the learning environment for TDC 

students is great. Despite the fact that their room for libraries 
are smaller than ours, the resources of the textbooks, papers 
and magazines are new and numerous. When it comes to 
dental students, the time they spend in laboratories is 
considerable, so it is necessary to build up a user-friendly 
environment to do the lab work. Tired of using old, easily 
broken machine and insufficient dental materials, I was so 
envious that students in TDC are able to use that kind of 
newest, clean laboratories. Especially the design of the red 
light above the table, which can ask teachers for help more 
efficiently. Maybe it is my emotion of being envious, our 
school has already renewed the lab machines since this 
summer. 
Last but not least, I really thanked everyone who treated us 
so well from the bottom of my heart. This is my third time 
visiting Japan, yet the first time being taken care by Japanese 
people. I felt so grateful for your passion and kindness. Every 
meal treated by doctors and students were super delicious 
and all the places you guys show us around were interesting 
and unforgettable. I love everyone in TDC, and I surely 
believed that taking this summer clerkship program to TDC is 
the best choice I have ever made. Thank you! 



291 号　2019年 3月 31日発行

学生会ニ ュ ー ス

平成 31 年武道始め開催
2019 年１月 10 日（木）午後６時 30 分より、水道橋校舎

別棟１階学生活動室・道場にて、「平成 31 年武道始め」が

武道クラブ顧問・部長、関係教職員を迎えて開催された。

金﨑悠介君（第３学年、少林寺拳法部主将）の司会により、

井出吉信学長、井上 孝少林寺拳法部部長が挨拶を述べた後、

柔道部、少林寺拳法部、弓道部、剣道部の順に演舞が披露さ

れた。終わりに参加者全員で校歌を斉唱し、日本古来の伝統

行事は滞りなく終了した。

▲武道始めで挨拶を述べる井出学長 ▲武道始めで挨拶を述べる井上少林寺拳法部部長

▲柔道部 ▲少林寺拳法部

▲弓道部 ▲剣道部
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学生会ニ ュ ー ス 

平成 31 年鏡開き開催
2019 年１月 10 日（木）武道始め終了後、水道橋校舎西棟 での上位入賞を宣言していた。その後、橋本正次副学長より

ラウンジで鏡開きが開催された。佐藤 亨学生部長が挨拶を 乾杯の発声後、学生たちは、お汁粉やからみ餅などを頬張り

述べた後、各クラブ主将から決意披露があり、夏のデンタル ながら、新年の抱負を語りあっていた。

▲鏡開きで挨拶を述べる佐藤学生部長 ▲鏡開きで乾杯の挨拶を述べる橋本副学長

◀決意披露をする金﨑少林寺拳法部主将
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▲柔道部 ▲少林寺拳法部

▲弓道部 ▲剣道部

▲からみ餅、お汁粉を食べる学生 ▲からみ餅、お汁粉を食べる学生

19
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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。

ジェイムズ・ウィンブラント 著
歯痛の文化史：古代エジプトからハリウッドまで
朝日新聞出版、2017

　本書は、人類の歴史を歯痛との闘いの歴史として通観した興味深い書です。歯科医
をめざす学生さんたちが、楽しみながら読めて、歯科医の職責の重さを自覚すること
ができる、しかも同時に歴史的、文化的な教養を身につけることができる好著です。
　さらに、「歯治療の世界」を患者の視点から語っている点でも、学生諸君の将来の
職業実践に役立つ有益な書であるといえるでしょう。
（嘉吉純夫・哲学）

2018 年度学術情報セミナー開催

◀講演される井上氏

　2018 年 11 月 13 日（火）午後６時より、水道橋校舎西棟

ラウンジにおいて、2018 年度学術情報セミナーが開催され

た。今回はエルゼビア・ジャパン株式会社の井上淳也氏をお

招きし、「アクセプトされやすい英語論文とは？　出版社の

立場から」と題した講演をいただいた。本セミナーは第

442 回大学院セミナーと共催であり、テレビ会議システム

で千葉校舎にも中継された。

　科学英語論文には、正しい英語、説得力のある原稿、クオ

リティが担保された原稿が必要であり、科学英語には正確、

簡潔、明確、客観性が求められるとのことであった。論文を

執筆する順番として、一般的な論文構造とは逆に、Figures/

tables、Results、Methods、Discussion、Introduction、

Conclusion、Title & Abstract の順に書くことが、多くの編

集者によって推奨されているとの説明があった。

　また、先行研究の調査として文献データベース Scopus の

活用が例として挙げられた。被引用数を評価する際の注意点

や、Scopus 独自の論文評価指標である Field-Weighted

Citation Impact や、被引用ベンチマーキングについての説

明があった。投稿にはターゲットとなる読者に読んでもらえ

ることが重要であり、適切なジャーナル選択にも Scopus が

活用できるとのことであった。

　大学院生を中心に約 70 名の参加があり、大変有意義なセ

ミナーであった。
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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

▲石井学長による参加者全体への説明

2018 年 12月 9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、2019 年度入学希望者を主対象とし

た入試説明会が開催された。参加者は 31 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。歯科衛生士の業務や短期

▲教員と学生による個別相談

大学の概要説明の後、ミニ実習の体験、学内の見学、個別相

談を行った。個別相談においては、授業の内容、臨床実習の

施設、学校生活、学費、奨学金制度などに関する質問に対し

て、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
2018 年 11月 22日（木）、水道橋校舎新館血脇記念ホール

において、３年生による第 13 回卒業研究発表会が開催され

た。本年度は１・２年生が在校しないため、東京歯科大学短

期大学歯科衛生学科の１・２年生や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

パーなどの役割をすべて３年生が受け持ち運営された。午前

９時、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。皆、緊張し

ながらも自分の研究について懸命に発表しており、フロアから

も活発に質問が出ていた。研究テーマは基礎から臨床の幅広

い分野で行われ、それぞれがとても興味深い内容であった。

第 68 期生 45 名の研究成果は、361ページにおよぶ分厚

い卒業研究論文集としてまとめられた。これは学生１人１人の

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

指導の結果でもある。井上校長から、臨床に出ても絶えずリ

サーチマインドを持つことが大切であるとの話があったが、今

３年生学外研修開催
2018 年 11 月 25 日（日）および 26 日（月）の２日間、歯科

衛生士専門学校の第３学年（第 68 期生）を対象に、１泊２日

の日程で栃木へ学外研修を実施した。

午前８時、爽やかな秋空の中、教員の先生方と学生たちを

乗せたバスは千葉校舎を出発し大谷資料館へ向かった。ここ

は 2018 年に日本遺産の認定を受けた所で、学生は大谷の地

質をはじめ、採掘方法、搬出方法などの歴史について学ん

だ。次に一同は歯科衛生士国家試験合格祈願のため日光二荒

山神社に行き、全員揃って祈祷を受け、第 68 期生の全員の

合格を祈願した。そのまま徒歩で、徳川家康を神格化した東

照大権現が祀られた日光東照宮に向かい、境内を拝観しなが

ら建造物の特徴や当時の歴史などを学んだ。宿泊場所である

「鬼怒川温泉 一心館」に到着すると、井上 孝校長による講

▲卒業研究発表会の風景

回の経験はその第一歩として、非常に大きな意義があったと思

われる。

午後５時頃にまでおよんだ研究発表会は、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。

話が行われた。その後、当日のプログラムはすべて終了した

ため、一会場を借り切っての夕食となった。

２日目も晴天に恵まれ、清々しい朝を向かえた。一同は午

前９時にホテルの方々に見送られ、この日の目的地である

フォレストアドベンチャー大平を目指した。ここは専用の

ハーネスを着用して森の樹の上を渡っていくアウトドアパー

クであり、ヨーロッパにおいてこの体験プログラムは、リス

クマネージメントの考え方を学ぶものとして高い評価を得て

おり、企業研修にも利用されている。学生たちは国家試験に

向けた体力作りも兼ね、自分に合ったコースに出向いて行っ

た。そして昼食を隣接したバーベキュー場でとった後、千葉

校舎への帰途につき、午後５時過ぎに解散となった。

◀旅館前での記念撮影
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回想と抱負

回想と抱負 

池田彩音
歯学部５年

2018-2019

自分にしっかり磨きをかけて、少しでも満足できる１年にし

ていきたいと考えています。

　時が経つのは早いもので、病院実習も残り２か月となりま

した。2018 年は４月から登院が始まり、実際に見て学び、

座学だけでは得ることのできない経験をすることができまし

た。私達のために先生方の親身になっての指導、歯科医学を

通じて患者さん達への心温まる診療態度、またそれを感じて

患者さんより感謝の言葉を聞くたびに改めて医療人としての

自覚と誇りが芽生えて来ました。2019 年からは国家試験に

向けた勉強が始まります。登院で得られたこと、学んだこと

を生かし、125 期全員で乗り越えていきます。諸先輩方を

見習い、よい歯科医師になれるよう、これからも精進して参

ります。

大木茅乃
短期大学２年

一木治男
千葉歯科医療センター総務課庶務係

　回想と抱負を書くのは、おそらく十数年振りのことかと思

います。その間に大学が移転し、業務的にも医療安全、個人

情報保護といったような新しいこともたくさん整備されてき

ました。その期間を振り返りますと大変感慨深い気持ちにな

ります。その中で昨年、私の周辺にも大きな変化がありまし

た。2018 年の年末に女の子が生まれました。さらに新元号

に変わる今年は、年男でもあります。おめでたいことが重な

る新年、千葉歯科医療センターが新しく生まれ変わろうとし

ている大切な時期でもあります。その大きな節目に働けるこ

とに誇りを持ち、日々感謝の気持ちを忘れずに頑張っていき

たいと思います。

　2018 年は、臨床実習に向けた臨床科目や相互実習などか

ら始まり、10月の臨床実習開始とともに日々、学びや発見

の連続で、有意義な時を過ごすことができました。同時にや

るべきこと、覚えなくてはならないことが多くなり、すべて

をこなすことができず、後悔が残る年でもありました。今年

は３年生となり、学生生活の最後の１年となります。４月は

臨床実習のⅡ期開始、卒業論文の提出、さらには 2020 年３

月は国家試験を控えています。あっという間に過ぎてしまっ

た昨年以上に、今年はより時の流れの速さを感じると思われ

ます。そこで、限りある時間をより充実したものにしていく

ために、「目標を立て臨床実習や勉学に取り組むこと」を自

分に強いて、日々を積み重ねていきたいと考えます。この１

年を悔いの残らない学生生活にするためにも、日々不退転の

決意で挑んでいきたいと考えます。

小島友美
法人事務局経理部

岩澤菜々恵
短期大学１年

　2018 年を振り返ってみると、多くの人に助けていただい

た１年だと感じます。４月に２期生として短期大学に入学

し、高校とは異なった生活環境や講義に不安を感じました。

特に専門科目の講義では、はじめて知ることばかりで、自分

は本当に歯科衛生士になれるのかと感じる毎日でした。しか

し、多くの友達も同じように不安を持っていることがわか

り、ともに協力し合い１つ１つの疑問を解決していったり、

時には教員の先生方に疑問点を解決する手助けをしていただ

いたりしていくうちに当初の不安は減少していき、理解を深

めていくことにつながりました。１年の後期からは、臨床に

直結する実習科目が始まり、覚束ない手つきで精進する毎日

となりました。2019 年は相互実習に続いて、臨床実習が始

まり、実際に患者様と対面することになります。未熟すぎる

　新入職員として入職した 2018 年は、あっという間の１年

間でした。入職して数か月は、新しい環境に慣れることに精

一杯。毎週日曜日の夕方には少し憂鬱な気分になり、「これ

が噂のサザエさん症候群か」と実感しました。最近は社会人

生活にも慣れ、昨年の３月まで学生として自由気ままな生活

を送っていたことが遥か昔のことのように感じます。2018

年６月から配属になった経理部では、毎日数字とにらめっこ

しています。最初はこれまでの人生で見たこともない大きな

金額に驚き、「0が 1、2、3、4…」と数えていました。そ

んな状態からのスタートですから、ここには書ききれないほ

ど周りの職員の方々にお世話になりました。2019 年は社会

人２年目になります。早く一人前になれるよう、毎日明るく

笑顔で頑張ります。

亀井玲子
図書課

　このところ「平成最後」という言葉を見聞きすることが多

いように思います。約３か月後には平成が終わり、時代の区

切りを迎えることになるのでしょう。３月末で私自身も定年

となり、一つの区切りを迎えます。衛生学講座に入職した

1981 年は、大学が千葉へ移転する年でした。それから三十
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数年、教養科目と歯科理工学講座を経て、大学の水道橋移転

で図書館に異動になり、千葉校舎に勤務しています。現在の

千葉校舎は、教養棟や実験動物施設の解体などで、かなり様

相が変わりましたが、敷地内の木々が移転当初に比べて格段

に大きくなり、見事に枝や葉を茂らせているのを目にすると、

自分の出発点ともいえる千葉移転からこれまでの様々なことが

思い出されます。それとともに年数も意識させられてしまいま

すが。４月からの第二の人生、ほぼ同じ時期の改元とともに、

後によかったと思えるような何かを始めるか、やりかけたままに

なっていることに再び取り組んでみようかと思っています。

久木留宏和
歯科麻酔学講座

　2018 年は、今までになく早く過ぎた１年でした。春には

長年の目標であった歯科麻酔専門医を取得することができま

した。歯科麻酔科の業務は外来、手術室を兼務するため、４

階のフロアを歩き回るうちに１日が終わります。手術室で

は、多くのスタッフとチーム一丸となって働けることに大変

やりがいを感じています。また医局長として、純朴で熱心な

学生１人１人と顔を合わせることができるのも、大変刺激に

なります。2019 年はさらに一歩前進するよう、また初心を

忘れぬよう、精進したいと思います。本年もどうぞよろしく

願いいたします。

釘宮嘉浩
老年歯科補綴学講座大学院３年

　アンパンマンでおなじみのやなせたかしさんは、ある詩集

のなかで、歯科医師を芸術家に例えています。歯科医師たる

もの臨床や研究だけでなく芸術の素養も身につけるべきだと

考え、2018 年は、江東区深川資料館通り商店街で開催され

る第 21 回かかしコンクールへ参加しました。臨床の知識と

芸術を共存させるべく、解剖学を参考にして、リアルな骨格

をもつ大型かかしを製作しました。コンクールは大盛況に終

わり、初出場ながら金賞をいただきました。私たち大学院生

は臨床や研究に一辺倒となってしまいがちですが、専門分野

の知識を生かしつつ他の分野にも目を向けることが重要だと

再認識しました。2019 年の目標は、江東区長賞です。

窪山裕也
歯学部４年

　2018 年は、私にとってあっという間の１年でした。私が

所属するスキー部は、2019 年３月に主管校としてデンタル

の大会に臨みます。2018 年、主将を務める私はこの大会の

準備に追われました。大会を滞りなく開催しなければという

責任感。それと同時に、できるだけいい成績を残して引退し

たいという選手としての思い。部活だけでなく、日々覚える

ことが増え続ける勉学にも手を抜くことができませんでし

た。私は、主管校としての実務に取り組みながらも、勉学に

心配な要素を持たないように日頃から心がけ、試験後は競技

に専念できるようにしてきたつもりです。気が付けば、例年

よりも早く１年が過ぎていました。2019 年、まずは東京歯

科大学の名を汚すことのないよう主管校の務めを果たし、集

大成として思いきり大会に臨みます。そして引退後、５年生

となる私は今まで以上に勉学に励み、晴れやかな気持ちで登

院式を迎えたいと思います。主管運営および登院実習の経験

は、私のこれからの歯科医師人生において貴重なものとなる

でしょう。伝統ある東京歯科大生の一員として悔いのない１

年にすることを決意致します。

齋藤真帆
口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室大学院２年

　2018 年は大学院２年にもなり、2017 年ほどドタバタす

ることもなく終えることができ、大学院生としても生活面で

も安定した１年だったように思います。その中で、自分の診

療のレベルアップやエレクティブスタディへの参加など、い

ろいろなことに挑戦できた年でした。2019 年は、引っ越し

や海外ボランティアの参加など、私生活がガラッと変わると

ても忙しい１年になりそうです。忙しくても診療・研究にお

いてチャレンジすることを忘れず、患者さんの気持ちを第一

に診療をすすめていきたいです。疲れたときは大好きな友達

とおいしいごはんを食べて、元気をチャージしながら頑張り

ます。いつも笑顔で元気に私らしく、パワフルに突き進んで

いくことが 2019 年の目標です。

佐古 亮
歯内療法学講座

　2018 年は講座幹事、副医局長、短期大学臨床実習担当、

第３学年臨床基礎実習主任、第４学年副主任など、未熟なが

ら多くの業務を担当させていただくことに喜びつつも、暗中

模索しているうちに年の瀬を迎えた、一喜一憂に富む進歩の

１年でした。さまざまな局面で面倒をかけることもあり力不

足を憂慮することもありましたが、踏ん張ることができたの

は周りの人々のおかげと切に思います。助けられる度に、背

負うものの重みと大切さを反芻し、そのありがたみに合う品

格と度量を身に着けたいと願う１年でした。これまでの足踏

みを新時代へ踏み出す一歩の糧とし、2019 年は個人的に新

たな生活を始めることもあり、さらなる飛躍の年にしたいと

思います。

菅原聡美
市川総合病院看護部副看護部長

　人生初めての私学（歯学）勤務で右も左もわからず慣れるの

に精いっぱいだった 2017 年でしたが、2018 年は市川総合

病院に就職して２年目を迎え、本格的に活動しよう！と意気
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込んで始まりました。しかし今振り返ってみると、自分に課

せられた任務をこなすのに精一杯で、教育担当副看護部長と

いう仕事がいかに責任重く大変な仕事であるかを実感した年

だったように思います。地位や職種を越えて職員の皆様にあ

たたかくサポートしていただき、何とか頑張ることができま

した。「お互いを尊重し、信頼し、思いやる」というパート

ナーシップのマインドを規範としている看護部は勿論です

が、他部門の皆様にも様々な面で快く協力していただき、東

京歯科大学の家族的な風土を実感することもできました。新

年を迎え、今年は新たな気持ちで少し肩の力を抜きつつ、新

しいことにどんどん取り組んでいきたいと考えております。

瀧口 葵
水道橋病院庶務課

　４月に入職になり新しい気持ちで迎えた 2018 年は、私に

とって変化の年になりました。日々学ぶことばかりで月日が

過ぎるのが早く感じます。当初不慣れなところが多くご迷惑

をおかけしましたが、周囲の方々に支えていただき、これま

で頑張ることができました。ようやく業務にも慣れ始めまし

たので、これからはできるだけ周囲の方々にご迷惑をおかけ

することなく、自分自身で考え行動できるように心がけ、一

人前になれるように精進していきたいと思います。今年は今

まで学んできたことを活かして、１日１日を大切に過ごして

いきたいです。

鈴鹿弘恵
歯科衛生士専門学校 多田美穂子

短期大学助教　私たち、東京歯科大学歯科衛生士専門学校第 68 期 45 名

は、今年度をもちまして本校の最後の学生となります。入学

して間もない頃は長いと感じていた３年間ですが、無事に臨

床実習を終え、３月に控えている歯科衛生士国家試験まで残

すところ 60 日を切りました。私たちがここまで来れたこと

は、１年次からさまざまな分野でご指導、サポートして下

さった方々のお陰です。残された時間はわずかではあります

が、最後まで諦めず直往邁進し、68期 45 名全員揃って合

格を勝ち取れるよう、日々努力を重ねていきたいと思いま

す。また、現在は受験勉強と並行して就職活動の時期でもあ

ります。就職先では、医療人としての心構えを忘れず、そし

て東京歯科大学歯科衛生士専門学校を最後に卒業する者とし

ての誇りを胸に、３年間ご教示いただいた知識や技術を現場

で 120％出し切れるような人材でいられるよう、残りの学

生生活では皆で切磋琢磨していきたいと思います。

　私自身にとっての 2018 年は、とても親しくしていただい

ていた先輩である藤平弘子さんが他界されたことが年の終わ

りを迎えようとするぎりぎりの大きな出来事でした。とても

悲しいことであったのと同時に、自分自身の今後を考えてい

く機会ともなりました。水道橋勤務となり、駆け足で過ごす

毎日でありましたが、時や人とのかかわりの大切さを見つめ

なおすことができました。2017 年に開学した短期大学も

2019 年で３度目の春を迎え、本館 14 階のフロアーははじ

めて３学年が揃うことになります。また、「平成」という年

号が終わりを迎え、新しい年号となる春でもあります。

2020 年のオリンピック year に向かって突き進む勢いを感

じる社会ではありますが、そんな時だからこそ、ふと立ち止

まって足元を見直すための時間を大切にしていきたいと思う

年頭です。

染屋智子
歯科理工学講座

田邉 優
市川総合病院研修管理部

　私には憧れている美しい女性がいます。辻口夏枝という女

性です。作家三浦綾子の『氷点』という小説の登場人物で

す。2018 年初め、日常生活で目標を立てました。正しい姿

勢を常に意識することです。私がイメージする小説中の夏枝

に近づくためです。自己評価しますと、「頑張ったと思うけ

どまだまだ足りなかった」です。学生に対するサポートが足

りないと反省している時や、実験中に試料を誤って破壊して

しまったときなどは、落胆し背中が伸びていないこともあっ

たと思います。2019 年、正しい姿勢を意識することは継続

目標とします。背中が丸まるような事態をなるべく招かない

ということを追加目標にします。

　早いもので私が昨年４月に市川総合病院に臨床研修医とし

て就職し、９か月が経とうとしております。６年間の学生生

活を終え、まったく新しい環境で社会人としての第一歩を踏

み出すにあたり、大きな不安とわずかな期待に満ちておりま

した。いざ研修が始まると、実際の臨床の現場は、今まで講

義や病院実習で学んだこと以上に複雑であり、病棟や外来、

手術室などで日々の業務に追われる毎日を送っておりまし

た。それでも、スタッフの皆様や同期の研修医の優しさに助

けられながら、働きながら学べる環境での実りある研修をさ

せていただいております。光陰矢の如しと言いますが、月日

が流れるのは思いの他はやく、また過ぎ去った時間は二度と

戻ってきてはくれません。日々の診療で学ぶ姿勢を持ち続け

ることで、昨日の自分よりも少しだけ、己を成長させること

ができるはずです。本年も昨年に抱いた初心を忘れず、１つ

１つの経験を糧に、目の前の患者に向き合って参りたいと
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思っております。４月からは二年次の研修医として、来年度

の入局に向けた準備もしなければなりません。まだまだ未熟

な身ではございますが、これからもご指導ご鞭撻の程宜しく

お願い申し上げます。

ようにならなくてはと思わされたこの１年間でした。また、

新年の抱負としては何よりも身体が資本であるので、心身の

健康に気を付けることを挙げたいです。仕事の中に生活が、

生活の中に仕事があると思うので、自分への気遣いとして

日々の体調管理や食生活に気を付けたいです。

中村麗子
大学事務部庶務課庶務係

　2015 年に入職してから早いもので４回目の新年を迎えま

した。１年を通し、１か月、１週間、１日、１時間と日常の

業務に追われる毎日で、あっという間に月日が流れていると

感じております。2019 年は１つ１つの業務の質を高めると

ともに、自分自身もステップアップできるよう毎日を大切に

過ごしたいです。人から「元気の秘訣は何ですか？」と聞か

れることがあります。持論ですが、好きな場所に行って、好

きなものを食べて、好きなことだけして。たまには自分のた

めにだけに時間を使う。これが一番の贅沢かなと思っていま

す。たまにはそんな休日を過ごしてみてはいかがでしょう

か。

山本信治
口腔顎顔面外科学講座講師

長坂 新
口腔科学研究センター

　2018 年４月から口腔科学研究センターでポスドクとして

採用していただき、早くも９か月が経ちました。2018 年は

歯科医師ではない自分がこの大学でどのようなことができる

かを模索する年だったように感じています。幸いにも多くの

先生方に助けられ、研究プランを練ることができましたの

で、一歩ずつですが、研究を進めることができています。本

年は東京歯科大学での実験のみならず、他の大学・研究室と

も共同研究を計画しています。他分野の研究生活で身につい

た実験手法や考え方を歯科学分野の研究に応用できるよう、

努力を重ねていこうと考えています。ご指導ご鞭撻の程、お

願い申し上げます。

　2018 年は、私にとって大変職責の重さを日々感じさせら

れる年でした。前年からの講座幹事に加え、４月からは口腔

外科医局長の職も与えていただき、講座と医局の両方をマ

ネージメントする毎日でした。６年生の講義、会議、診療に

追われる毎日で、振り返る余裕もない１年でした。なかでも

一番の思い出は 11 月に行われた「第 63 回日本口腔外科学

会総会」の主幹を担当したことです。講座医局員全員が一丸

となって学会を無事に成し遂げることができたことが一番の

喜びでした。講座の結束力を身にしみて実感できた最高の３

日間でした。一方、プライベートでは六星占術でいう「宿命

大殺界」といってもよいほどの激動の年となりました。

2019 年は、柴原教授がご退任されるまでわずか１年となり

ます。私が入局して以来、21年間私を口腔外科医として、

そして大学人として育ててくださった柴原教授にご恩返しが

出来るよう、「一日一生」の気持ちで全力を尽くしたいと思

います。

吉田佳史
オーラルメディシン・口腔外科学講座

宮川裕暉
教務課

　入職して２年目になり、社会人となってから時が経つのが

早く感じます。２年目を経験して思い返してみると、まだま

だ未熟なもので、教務課内の方々に幾度となく助けていただ

きました。職場の先輩方は、何事にもあらゆる想定をして慎

重に取り組み、何より相手の立場になって考える気遣いをし

ておられます。事務職として与えられた仕事をこなすことは

当然ですが、仕事に取り組むうえでそうした気遣いができる

　2018 年はしばし離れていた市川病院へ戻って２年目の年で

あり、環境にも慣れ、助教１年目ということもあって、また新

たなステップに向けて自分自身の変化が必要だと考えていまし

た。しかし、振り返れば周りの環境だけは変化が早く、自分の

目標に掲げていたもので、まったく達成されることなく過ぎてし

まっていたことがあることに驚かされます。しかし、市川病院の

学生臨床実習でも、多職種の方々に指導で参加頂く形も確立

され、少しずつ安定したように思えることもあります。また、臨

床面でも私が関与する疾患内容はここ最近変動が大きかったも

のありますが、徐々に安定してきたように思えます。変化が落

ち着いてきたものは維持も大切と考え、今年は医局のデスク上

を配置換えし、そのまま整理された状態で１年過ごすことに決

めました。当然、昨年達成されなかった目標も地道に精進して

いくよう努力して参ります。
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国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院 ■長野県公衆衛生専門学校（学生 20 名、教員 2 名）

2019 年 1 月 31 日（木）　解剖学実習室、標本室見学■学校法人栗原学園 オホーツク社会福祉専門学校（学生 24

名、教員 2 名）

2018 年 12 月 3 日（月）　水道橋病院見学

■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 82 名、引率スタッフ 7 名）

2019 年 12 月 25 日（火）、26日（水）　解剖学実習室見学

■埼玉県立常盤高等学校（学生 77 名、教員 4 名）

2019 年 1 月 21 日（月）　解剖学実習室、標本室見学

■千葉市青葉看護専門学校（学生 80 名、教員 3 名）

2019 年 1 月 24 日（木）　解剖学実習室、標本室見学

市川総合病院

■クローバー矯正歯科（院長 1 名）

2018 年 12 月 6 日（木）　市川総合病院見学

■田中矯正歯科クリニック（歯科医師 1 名）

2018 年 12 月 7 日（金）　市川総合病院見学

■岡部歯科 （歯科医師 1 名、歯科衛生士 2 名）

2018 年 12 月 12 日（水）　市川総合病院見学

海外出張

■二宮 研講師（市病・整形外科）

CSRS 46th Annual Meeting に出席、および発表のため、12

月 5 日（水）から 10 日（月）までアメリカ・スコッツデールへ

出張。

■阿部伸一教授（解剖学）

台北医科大学で「インプラント解剖学」の講義及び台北医科

大学で研究打合せのため、12月 9 日（日）から 10 日（月）ま

で台湾・台北へ出張。

■後藤多津子教授（歯科放射線学） 

HKU Graduate School Award Presentation Ceremony 2018

に出席、香港大学歯学部長との研究打合せ、TDC研究ブラ

ンディング事業打合せのため、12月 11 日（火）から 14 日

（金）まで、香港へ出張。

■吉成正雄客員教授（口腔科学研究センター） 

IASTEM−538th International Conference on Medical,

Biological and Pharmaceutial Sciences （ICMBPS）に出席、お

よび発表のため 2019 年 1 月 25 日（金）から 28 日（月）まで

台湾・台北へ出張。
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大学日誌 

2018 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 千葉歯科医療センター・衛生士校 

大学院入学試験Ⅰ期
土

［防火・防災安全自主点検日］ 

日 市民のための健康講座 

月 短大教授会、臨床教育委員会 

火 感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会 

大学院運営委員会、大学院研究科委員会
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、感染制御委員会
木

プログラム委員会
カルテ指導委員会 

金 後期健康診断 

土 

日 

月 市川リレーションシップカンファレンス 

臨床教授連絡会、講座主任教授会、
後期健康診断、緩和ケア委員会

火 人事委員会、給食委員会
診療材料検討委員会

図書事務連絡会

水 リスクマネージメント部会 救急委員会、ICU 運営委員会 

木 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（〜1/25）
センター試験監督者打合せ・全体会議、

金
リスニング講習会
倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会 

4 年生総合学力試験、
在宅療養支援ネットワーク協議会

土 入試ガイダンス・オープンキャンパス


［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
患者サロン
 

日 

医療安全管理委員会
月 国際交流部運営委員会

キャンサーボード

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
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
医療連携委員会、研修管理小部会 

火 1〜4年生前期追・再試験（〜12/21）、褥瘡対策委員会 緩和ケア委員会 

糖尿病教室、
水 糖尿病教室カンファレンス

褥瘡対策委員会 

課長会、TDCビル協議会、診療録指導委員会


医療安全管理委員会、感染予防対策委員会


木 個人情報保護委員会、病院運営会議、 部長会、衛生委員会
情報システム管理委員会

［機器等安全自主点検日］

業務連絡会 

第 1 回予算委員会、常務理事会、5年生全体集合
金 NST カンファレンス 
共用試験 OSCE 小部会

第 37回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ
土
-歯科医師臨床研修指導医講習会 -（〜12/23） 

日 天皇誕生日 

月 振替休日 

1〜4年生冬季休暇（〜1/7）、学生部（課）協議会 緩和ケア委員会
火
第 177 回歯科医学教育セミナー、教務部協議会 クリニカルパス委員会 

業務連絡会、データ管理者会議、診療録管理委員会
水
医局長会 

木 管理診療委員会 

仕事納めの挨拶［於 : 血脇記念ホール］、
金 仕事納めの挨拶［於 : 講堂］
仕事納めの会［於 : 南棟］

仕事納めの挨拶［於 : 臨床研修医室］

28

21

22

23

24

25

26

27

28
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大学日誌 

29 土 年末年始休業（〜1/4） 

30 日 

31 月

2019 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 千葉歯科医療センター・衛生士校 

火 元日　年末年始休業（〜1/4） 

水 

木 

金 

仕事始め
土

［防火・防災安全自主点検日］
仕事始め 仕事始め 

日 

仕事始めの挨拶［於 : 血脇記念ホール］、
月 仕事始めの挨拶
4年生総合学力追・再試験

仕事始めの挨拶［臨床研修医室］ 

1〜4年生授業再開、
火 6年生第 4 回総合学力試験（〜1/9）
感染予防対策チーム委員会、保健安全管理委員会 

救急委員会、CPC
水 リスクマネージメント部会、薬事委員会

ICU 運営委員会
リスクマネージャー ･ICT 会議
医療ガス安全管理委員会 

感染制御委員会、手術室運営委員会
木 平成 31 年武道始め・鏡開き、図書事務連絡会

プログラム委員会
カルテ指導委員会 

金 臨床教授連絡会、講座主任教授会、人事委員会 

土 

日 

月 成人の日 

緩和ケア委員会、地域連携委員会
火

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］診療材料検討委員会 

基礎教授連絡会、大学院運営委員会、
褥瘡対策委員会

水 大学院研究科委員会
輸血療法委員会

大学院セミナー、第 2 回地域医療連携委員会

倫理審査委員会・利益相反委員会、診療録指導委員会 部長会、栄養管理委員会
17 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、衛生委員会

個人情報保護委員会、病院運営会議 クリニカルパス大会 

金 衛生委員会 NST カンファレンス、栄養管理委員会 

土 大学入試センター試験（〜1/20）、ロビーコンサート 患者サロン 

日 

東京都 HIV/ エイズ診療従事者臨床研修


臨床教育委員会


月 医療安全管理委員会

［機器等安全自主点検日］

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
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
研修管理小部会、医療連携委員会
教職員研修会 

22 火 東京都 HIV/ エイズ診療従事者臨床研修、図書委員会 BLS 講習会、緩和ケア委員会 

糖尿病教室
常務理事会、業務連絡会

23 水 糖尿病教室カンファレンス
データ管理者会議、診療録管理委員会、医局長会

保険診療検討委員会・DPC症例検討委員会 

課長会、TDCビル協議会、教職員研修会 内視鏡室委員会
木
2018 年度 Elective Sturdy 報告会 管理診療委員会

業務連絡会 

1〜4年生後期 授業終了 がん薬物療法小委員会
金
一般Ⅰ期・センターⅠ期願書受付締切 業務改善委員会 

土 

日

24

25

26

27
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28 月
1〜4年生後期授業予備日（〜1/29）、
国際交流部運営委員会

キャンサーボード 

29 火
教職員研修会ビデオ上映
情報システム管理委員会

診療記録・情報システム管理委員会
緩和ケア委員会
クリニカルパス委員会 

30 水 脳卒中センター勉強会 

31 木 学生部（課）協議会
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 東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（2019年3月現在）

橋本貞充

阿部潤也　　　井上直記　　　上田貴之
鎌田美樹　　　河合宏明　　　佐藤正樹
世木田　晋　　関根仁美　　　髙橋恭子
田島大地　　　多田美穂子　　橋本尚呂子
久永竜一　　　船山雅史　　　正木史明
水島知也　　　山本美紀　　　渡辺　賢

編集後記

　平成が終わる2019年。いよいよ新しい元号の始まりです。
　東京歯科大学は、水道橋への移転事業の最終章。千葉歯科医
療センター新診療所の建設を中核とした、千葉キャンパスの再
構築が、創立130周年事業の一環として進められます。
　東京がオリンピックの華やかな空気に包まれる頃、千葉キャ
ンパスはいったいどんな姿を見せてくれているのでしょう。

　Elective study programの学生交流。タイのチェンマイ大学、
ハンガリーのデブレツェン大学、台湾の台北医科大学からやっ
てきた学生たち。そして学内では、選ばれた学生たちが渡航に
向けて、準備万端。若いひと達がつくり、繋げていく互いの交
流と、海外での研究生活の生の体験が、未来の東京歯科大学を
支えていきます。宇宙に飛び出さないと地球の碧さはわからな
い。きっといつかは。

　回想と抱負・・・。その言葉のたちのなかに、仲間達のかけ
がえのない経験やひそかな決意が、きらりと光ります。

　大学に入学し、環境の変化に戸惑い不安を重ねてきたけれど、
多くの友達も同じなのだと気がついた時、お互いを理解し、助
け合って前に進む事ができる。その経験に背中を押され、未熟
な自分にしっかりと磨きをかける。　新しい環境に慣れず、少
し憂鬱になっていた日曜日の夜。サザエさん症候群の日々もあ
ったけれど、それはもう、過去の記憶。毎日を明るく笑顔で頑
張っていく。
　目まぐるしく、はやい時間の流れの中で、ふと立ち止まって、
足元を見直してみる。ひととの関わりの大切さを、もう一度、
見つめ直してみる。

　登院し、毎日の病院実習の中で、先生たちの診療姿勢に触れ、
患者さんの感謝の言葉を聞く中で芽生える、医療人としての自
覚と誇り。それは、座学では気づけなかった大切な経験。
悔いの残らない学生生活とするための、不退転の決意がある。
　お互いを尊重し、信頼し、思いやるパートナーシップマイン
ド。少し肩の力を抜きつつ、新しいことにどんどん取り組んで
いく。　そして、純朴で熱心な学生ひとり一人と顔を合わせる
ことで、大きな刺激を受け、前に進む、共に。

　なんて言ったって、歯科医師は芸術家！歯科医師たるもの臨
床や研究だけじゃなく、芸術の素養も身につけなくちゃ、と。
　専門家を目指すからこそ、幅広い分野に目を向けることの大
切さに、あらためて気づく。
　どんなに忙しくたって、常にチャレンジを忘れることなく。
　疲れた時は、大好きな友達と美味しいご飯を食べて元気をチ
ャージ！　いつも笑顔で、元気に私らしく、パワフルに。　ど
んな時にも踏ん張ることができるのは、まわりの人達のおかげ
なのだ。　誇りを胸に、お互いに切磋琢磨。

　小説の中に描かれた登場人物に憧れ、常にそうありたいと、
背筋を伸ばす。うまく行かなくて落ち込みそうになった時でさ
えも、きれいな姿でしっかりと立ち続けようとする決意がある。
　昨日の自分より少しだけ成長させることができるはずだと信
じて、目の前の患者さんに向き合っていく。
　初心を忘れず、一つ一つの経験を糧に、明日も。

　東京歯科大学は、こんなにも熱く、まっすぐな思いを持った
ひとたちが、支えています。

広報・公開講座部長：橋本貞充

師走の皀角坂。御茶ノ水渓谷の土手の上、街灯のまわりの樹木も鮮
やかな色を残して葉を落とします。　制御された生の営みの中で、
冬を乗り越え、次なる春を迎える準備のために。
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