
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title 東京歯科大学広報 第289号 2018年10月31日発行

Journal 東京歯科大学広報, (289): -

URL http://hdl.handle.net/10130/4894

Right

Description



   Tokyo Dental College News 

少林寺拳法部

289号
2018年 8月・ 9月

柔道部
5連覇
近藤 周君
（第6学年）

水泳部 陸上競技部 ヨット部

第50回全日本歯科学生総合体育大会夏期部門開催 学内ニュース
大学院ニュース

東京歯科大学移転事業の最終章
創立130周年に向けた新たな取組み

2018年度「研究活動に係る不正行為の防止に関する研修会」開催

中国：温州医科大学との友好協定締結

本
号
の
主
な
内
容

海外出張報告
トピックス

国際交流部ニュース
学生会ニュース

図書館から
短期大学ニュース

人物往来
大学日誌
学位記授与

規程
人事 

1　―　東京歯科大学広報　Tokyo Dental College News 289 



来年は福岡を舞台に
　2019年度の第51回大会は、福岡歯科大学の事務主

管により、九州を中心に全国各地で開催される予定で

ある。

① 弓道部
② 硬式庭球部
③ サッカー部
④フットサル部
⑤ バレーボール部

⑥ バドミントン部
⑦ スキー部
⑧ ゴルフ部
⑨ バスケットボール部
⑩ ラグビー部

⑪ 硬式野球部
⑫ 軟式庭球部
⑬ ボウリング部
⑭ 剣道部
⑮ 卓球部
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⑦⑥⑤
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第50回　歯学体開催

第50回 全日本歯科学生総合体育大会夏期部門開催


　第50回全日本歯科学生総合体育大会夏期部門は、神

奈川歯科大学が事務主管となり、2018年7月30日（月）

から8月10日（金）まで、全国各地で熱戦が繰り広げら

れた。

　本学からは、20部門360名の部員が大会に参加した。

入賞部門　順位（個人含む）

総合優勝

硬式庭球部 男子団体準優勝 女子団体第3位

少林寺拳法部 ※オープン参加のためポイントなし

総合準優勝

弓道部 男子団体優勝 女子団体第8位

柔道部 男子準優勝

総合 3位

水泳部 男子団体優勝

サッカー部

　部門別では、硬式庭球、少林寺拳法が優勝、弓道、柔

道が準優勝、水泳、サッカーが3位入賞となった。得点

は、92.29。参加大学のうち、本学は総合第6位の成

績を収めた。

フットサル部 総合4位

バレーボール部 総合5位（女子第4位）

ヨット部 総合6位

陸上競技部 総合7位

バドミントン部 総合8位

スキー部 総合8位

ゴルフ部 総合9位

バスケットボール部 総合12位

柔道部　男子73kg以下級


優勝（5連覇）　近藤　周（第6学年）


① ②
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第50回　歯学体開催
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から8月10日（金）まで、全国各地で熱戦が繰り広げら

れた。
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　部門別では、硬式庭球、少林寺拳法が優勝、弓道、柔

道が準優勝、水泳、サッカーが3位入賞となった。得点

は、92.29。参加大学のうち、本学は総合第6位の成

績を収めた。

第50回 全日本歯科学生総合体育大会夏期部門開催

入賞部門　順位（個人含む）

硬式庭球部 男子団体準優勝 女子団体第3位

少林寺拳法部  ※オープン参加のためポイントなし

弓道部 男子団体優勝 女子団体第8位

柔道部 男子準優勝

水泳部 男子団体優勝

サッカー部

フットサル部 総合4位

バレーボール部 総合5位（女子第4位）

ヨット部 総合6位

陸上競技部 総合7位

バドミントン部 総合8位

スキー部 総合8位

ゴルフ部 総合9位

バスケットボール部 総合12位

柔道部　男子73kg以下級

優勝（5連覇）　近藤　周（第6学年）

① ②

総合準優勝

総合優勝

総合3位
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① 弓道部 ⑥ バドミントン部 ⑪ 硬式野球部 来年は福岡を舞台に
② 硬式庭球部 ⑦ スキー部 ⑫ 軟式庭球部
③ サッカー部 ⑧ ゴルフ部 ⑬ ボウリング部 　2019年度の第 51回大会は、福岡歯科大学の事務主

④フットサル部 ⑨ バスケットボール部 ⑭ 剣道部 管により、九州を中心に全国各地で開催される予定で
⑤ バレーボール部 ⑩ ラグビー部 ⑮ 卓球部 ある。
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　第50回全日本歯科学生総合体育大会少林寺拳法部

門で東京歯科大学は総合優勝することができました。

部員全員が全力で演武することができ、大変充実し

た大会であったと思います。今年の夏は例年より気

温が高く、毎日の修練や合宿も、部員全員が全力を

出すことが難しい状況でした。しかし、そのような

状況の中だからこそ、先輩が後輩を休憩させたり、

演武のペアでもお互い気を遣って練習を進めるなど、

普段よりも部員一人一人のことを考え、団結して合

宿を行うことができました。また、今年は部長の

井上教授も合宿に来てくださり、技を教えて頂いた

だけでなく、医療人としての体調管理について改め

てご指導頂きました。

　監督、OB・OGの先生方のお力添えあっての総合

優勝です。支えてくださっている先生方、本当にあ

りがとうございます。来年も総合優勝目指して頑張

りますので、応援よろしくお願い致します。

二連覇達成
少林寺拳法部　主将　塩谷美帆（第4学年）

　つい先日まで夏休みを心待ちにしていたのに、気

付けば夏も終わろうとしています。

　僕は入部したとき柔道未経験者で、更に部員の中

で大会に出場できる選手が2人しかいなかったため、

大会への出場は諦めていたのですが、柔道部の先輩

方には大変お世話になったので、歯学体でチームを

優勝させようと決心しました。それからは今年の歯

学体で優勝することを目標に、3年半掛けて仲間が

集まり、鍛錬し、顧問やOB・OGの先生方、出稽古

先や学生課の方々など、多くの方に助けて頂き、部

とともに僕自身も成長できたと思います。その甲斐

あって、今年は史上初の関東デンタル優勝、歯学体

男子団体準優勝・総合準優勝という成績を残すこと

が出来ました。

　これも一重に、柔道部を支えて下さった方々のお

陰です。

　今年の夏は特に暑かったですが、僕にとっては一

生の思い出に残る、素晴らしい夏になりました。今

年で僕は後進に部活を託しますが、後輩達にもそう

あって欲しいです。

デンタルを終えて
柔道部　主将　和田勝行（第4学年）

人事第50回　歯学体開催

3年ぶりの総合優勝
硬式庭球部　主将　小林夏樹（第4学年）

21年ぶりの男子団体優勝
弓道部　主将　齋藤玄太郎（第4学年）

　この度、第50回全日本歯科学生総合体育大会にお

いて、男子部門準優勝、女子部門第3位、総合優勝す

ることができました。3年ぶりに総合優勝のカップを

手にすることができ、部員一同喜ばしい限りです。

　男子は部員が少なく、全員が出場選手という異例

の年でした。厳しい局面もありましたが、選手自身

の力と、チームメイトからの力強い応援のおかげで

乗り越えることができました。この結果は、来年の

大会への力にもなったと思います。女子も新入生の

活躍が輝かしく、また、明るい笑顔とポジティブさ

でチーム全体が良い雰囲気で試合に臨むことができ

ました。

　部員が少ないながらも、総合優勝という結果が得

られたことのひとつには、チームが一丸となって大

会に臨めたことが大きかったと思います。一人一人

がチームのことを考え、努力していたことを誇りに

思います。

　そして、お忙しい中応援に駆けつけてくださり、

支えてくださった OB・OGの先生方のおかげです。

この場をお借りして、部員一同心より感謝申し上げ

ます。

　来年度も、良い成績が残せるよう活動に励んで参り

ますので、今後とも応援の程宜しくお願い致します。

　今年度の歯学体弓道部門は大阪歯科大学主管の下

で和歌山県の田辺市立弓道場で行われました。

　私が入部した頃は、女子の方が男子より大会の成

績が優秀でした。そんな中、私は1年生の頃から団

体メンバーに入れていただきました。当時の先輩方

とともに努力しましたが、力及ばず上位入賞は出来

ませんでした。先輩方の悔しがる姿を見て、勝てな

いことへの歯痒さが残りました。昨年の歯学体では、

努力の甲斐あって男子団体で 3位入賞することがで

きました。しかし、勝てたはずの試合で勝ちきれな

かった悔しさもあり、課題が残りました。

　今年は優秀な後輩たちに恵まれました。そして、

全員が優勝という目標に向かって懸命に日々の練習

を重ねた結果、男子団体で見事優勝しました。男子

団体の優勝は21年ぶりです。私が4年生の時にこの

ような成績を残せてとても嬉しく思います。OB・OG

の先生方や先輩方、そして日々の練習についてきて

くれた部員へ感謝に堪えません。
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二連覇達成 デンタルを終えて
少林寺拳法部　主将　塩谷美帆（第4学年） 柔道部　主将　和田勝行（第4学年）

　第50回全日本歯科学生総合体育大会少林寺拳法部

門で東京歯科大学は総合優勝することができました。

部員全員が全力で演武することができ、大変充実し

た大会であったと思います。今年の夏は例年より気

温が高く、毎日の修練や合宿も、部員全員が全力を

出すことが難しい状況でした。しかし、そのような

状況の中だからこそ、先輩が後輩を休憩させたり、

演武のペアでもお互い気を遣って練習を進めるなど、

普段よりも部員一人一人のことを考え、団結して合
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井上教授も合宿に来てくださり、技を教えて頂いた

だけでなく、医療人としての体調管理について改め

てご指導頂きました。

　監督、OB・OGの先生方のお力添えあっての総合

優勝です。支えてくださっている先生方、本当にあ

りがとうございます。来年も総合優勝目指して頑張

りますので、応援よろしくお願い致します。

　つい先日まで夏休みを心待ちにしていたのに、気

付けば夏も終わろうとしています。

　僕は入部したとき柔道未経験者で、更に部員の中

で大会に出場できる選手が 2人しかいなかったため、

大会への出場は諦めていたのですが、柔道部の先輩

方には大変お世話になったので、歯学体でチームを

優勝させようと決心しました。それからは今年の歯

学体で優勝することを目標に、3年半掛けて仲間が

集まり、鍛錬し、顧問やOB・OGの先生方、出稽古

先や学生課の方々など、多くの方に助けて頂き、部
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年で僕は後進に部活を託しますが、後輩達にもそう

あって欲しいです。
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鈴木弘造名誉教授ご逝去

名誉教授

鈴木弘造先生

本学名誉教授である鈴木弘造先生が、 2018 年６月 29

日（金）、ご逝去されました。享年 101 歳でした。心より

ご冥福をお祈り申し上げます。

鈴木先生は、昭和 24 年に東京歯科大学市川病院内科の

初代教授として内科学講座の創設に携わられ、昭和 56 年

に退任されるまで 32 年の長きにわたり内科教授・内科部

長として医学生に対するものと同様の教育を歯学部学生に

行い、歯学部学生の医学的知識向上に多大なる貢献をされ

ました。また、昭和 39 年７月から昭和 45 年７月まで市

川病院の第４代病院長を務められ、在任期間中に総合病院

の承認を受けるなど当院の拡大発展にも大いに尽力されま

した。その功績が認められ、平成２年春の叙勲で勲三等瑞

宝章を受章されています。

一方で、鈴木先生は短歌や俳句への造詣が深く、新聞や

俳句大賞にも投稿され、掲載されていたことを覚えていま

す。

医学者、教育家、臨床家であったのみならず文化活動に

おいても大きな存在であった方を亡くしました。心よりお

悔やみ申し上げます。

（内科学講座 教授　市川総合病院 病院長　西田次郎）
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学内ニ ュ ー ス 

第２回水道橋病院ロビーコンサート開催
2018 年７月 21 日（土）午後２時 30 分より、水道橋病院

待合ロビーにおいて、第２回水道橋病院ロビーコンサートが

開催された。

中井麗子さん（歯科衛生士専門学校 20 期生）、黒木庸子さ

ん（国立音楽大学声楽学科卒業）姉妹による歌唱と福山玲子さ

ん（国際基督教団代々木教会クワイア伴奏員）伴奏によるピア

ノ演奏にて公演された。コンサートは「姉妹によるさわやか

コンサート」と題した２部構成で、二重唱、独唱、ピアノ独

奏と趣向を凝らし、「私のお父様」「アヴェ・マリア」「芭蕉

布」等の名曲が披露された。

当日は 50 名以上の方々が集まり、聴衆も参加した唱歌

「夏の思い出」も大変好評で、盛大かつ和やかにコンサート

は終了した。

▲ロビーコンサートの様子 ▲ロビーコンサートの様子

2018 年度第4回水道橋病院教職員研修会開催
2018 年７月 24 日（火）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４回水道橋病院教職員研修

会が開催された。

今回は、「いま、患者さんとの間に何がおこっているか」

と題して、公益社団法人東京都歯科医師会医事処理常任委員

会委員長の北村一先生による講演が行われた。

講演は、患者さんとの紛争・訴訟の具体的な実例を踏まえ

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、大学病院の特異性や医局員の注意すべきことについても

言及があり、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。
▲講演される北村先生
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学内ニ ュ ー ス 

東京歯科大学移転事業の最終章
創立 130 周年に向けた新たな取組み
創立 120 周年記念事業である大学の水道橋移転計画が、

本館校舎の改修、さいかち坂校舎・新館校舎・本館西棟の

完成、水道橋病院の改修をもって完了した。そして、学校

法人の次なるステージは千葉キャンパスの再構築である。

主体となるのは、患者のニーズや社会環境の変化に応じた、

テニスコート開き
2018 年７月  24 日（火）夕刻より、千葉キャンパスにお

いて、井出吉信学長、一戸達也副学長・千葉歯科医療セン

ター長をはじめ、関係の教職員、硬式庭球部員が参加して、

テニスコート開きが行われた。テニスコート（２面）は、北側

に隣接する自動車部ガレージとともに、本年度新設された。

最初に井出学長が挨拶を述べられ、体育教員の末永國敏客員

高度な歯科医療を提供できる地域密着型歯科診療を目指す、

千葉歯科医療センターの新設と同時に、体育館・テニス

コート・グラウンド・弓道場の施設整備、厚生棟・合宿棟

の改修等、創立 130 周年に向けた事業が進められている。

講師、硬式庭球部主将の小林夏樹さん（第４学年）からコート

設置についてお礼の言葉が述べられた。その後、始打式とし

て井出学長と硬式庭球部員による白熱したラリーが行われ

た。

終了後、参加者全員に飲み物とアイスクリームが配られ、

散会となった。

▲始打式を行う井出理事長・学長 ▲オムニコートにて整備された 2 面のテニスコート

▲テニス部のメンバー ▲東門からグランドへの道路脇に設置された自動車部のガレージとその奥にあ
る新しいテニスコート
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千葉歯科医療センター教職員研修会開催
2018 年 7 月 24 日 ( 火 ) 午後６時から、千葉歯科医療セ

ンター教職員研修会が研修医室にて開催された。今回は、

井出吉信理事長・学長から千葉キャンパスの将来構想につい

て説明が行われた。

冒頭、2013 年に大学機能が水道橋へ移転した後も、想定

以上の医療収入が維持されており、千葉歯科医療センターの

円滑な運営への協力に対して謝辞があった。

綿密な計画のもと約 10 年をかけて進めてきた水道橋移転

については、全教職員の協力を得て、西棟の完成をもって１

つの区切りがついたところである。次は千葉キャンパスの再

開発である。千葉病院の縮小、診療所への転換についても当

初の計画どおりに進めており、今年度から千葉歯科医療セン

ターとして新たなスタートを切ったところである。本学の擁

する３施設はそれぞれに特徴を生かし、教育、研究、診療を

通して社会貢献が求められている。水道橋病院は政財界の患

者も多く来院する都市型病院、市川総合病院はスキルスラボ

を併設した高齢者医療、全身疾患に対応した急性期病院であ

る。千葉歯科医療センターは、高度な歯科医療を提供できる

地域密着型の歯科診療として、ソフト、ハードともに充実を

図っていく必要がある。本学は他大学には類を見ないこれら

３施設の特徴を生かし、ブランド力・教育力を更にあげてい

くことが肝要である旨の説明があった。

続いて、千葉キャンパスの具体的な将来計画について、講

堂跡地に新たな千葉歯科医療センターの建設、体育館、図書

館、厚生棟、合宿棟の改修、テニスコート、サッカー場、ト

ラック等の整備等の説明があった。2020 年度に開院後の新

たな千葉歯科医療センターの診療システム等については、教

職員が知恵を出し合いセンター長を中心に検討し、各々が新

たな千葉歯科医療センターの当事者であることを念頭に意見

を出すよう、要請があった。

井出理事長・学長の説明をうけて、会場から活発な質疑・

応答がなされた。最後に、本学３施設の特徴を生かした教

育、研究、診療を次世代に繋いでいきたいとのメッセージが

あり、研修会は閉会となった。

▲説明をする井出理事長・学長 ▲研修会の風景
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学内ニ ュ ー ス 

千葉校舎教養棟・実験動物施設の取り壊し
2018 年 6 月 18 日（月）より、教養棟の解体作業が始まっ

た。1981 年（昭和 56 年）に千葉キャンパスが開校してから

さいかち坂移転するまでの約 30 年間、教養科目の授業、放

課後のクラブ活動、東歯祭などで使われ、同窓生たちにとっ

て、数多くの思い出が詰まった校舎であった。2018 年 7 月

11 日（水）、実験動物施設についても解体作業が始まり、解

体作業が完了した。

今後については、厚生棟の耐震工事、講堂の解体、新たな

千葉歯科医療センターの建築が計画されている。

▲解体が進む教養棟 ▲更地となった教養棟跡

▲解体工事が開始された実験動物施設 ▲耐震工事により改修された体育館

▲かつてのグランドの端から望む千葉キャンパス ▲ひと影もない旧テニスコート
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入試ガイダンス・オープンキャンパス開催
2018 年７月  21 日（土）、８月４日（土）、８月  26 日（日）

に水道橋校舎新館血脇記念ホールにおいて、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、各入試科目の推

薦入学選考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。

７月 21 日（土）には解剖学講座の阿部伸一教授による「正

しく	" 噛む "	ことと『体の健康』の関係」、８月４日（土）に

は衛生学講座の杉原直樹教授による「むし歯予防の話　―む

し歯と糖質との関係―」、８月  26 日（日）にはクラウンブ

リッジ補綴学講座の佐藤	亨教授による「歯科審美治療って

ホワイトニングと歯科矯正治療？」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水道橋校舎

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。３回合わせて延べ

▲模擬授業を行う佐藤教授

601 名の参加があり、大盛況であった。

次回のガイダンスは、９月 29 日（土）に水道橋校舎新館血

脇記念ホールで開催予定である。

2018 年度「東京歯科大学顎骨疾患プロジェクトTravel Award」
受賞者出張報告

「東京歯科大学顎骨疾患プロジェクト Travel	Award」は、東


京歯科大学研究ブランディング事業の一環として、本学の若手


研究者に対し、顎骨疾患プロジェクトに関る優れた研究につい


て海外での学会発表を支援することを目的としている。学内公


募し、顎骨疾患プロジェクト推進委員会の審査により、今年度


は以下の５名を採択した。受賞者は、2018 年  7月25日 


（水）から 28日（土）にロンドン（イギリス）で開催された「96th　

General	Session	&	Exhibition	of	the	IADR」にて、研究成果

の発表を行い、大きな収穫を得て無事に帰国した。 ▶発表する渡邊大学院生

1．	小野寺晶子講師（生化学講座）：Enhancement	of	osteogenic	potential	in	iPSCs	derived	from	Gorlin	syndrome

2．	木村麻記講師（生理学講座）：Activation	of	Gs-protein-coupled	receptors	increases	intracellular	cAMP	level	in	odontoblasts

3．	佐藤涼一助教（衛生学講座）：Light	conditions	affect	rhythmic	expression	of	Anol	in	submandibular	glands

4．	吉川幸輝レジデント（歯周病学講座）：Investigation	of	adhesion	of	Porphyromonas	gingivalis	Hgp44	to	Treponema	denticola

5．	渡邊豪士大学院生４年次（口腔顎顔面外科学講座）：Establishment	Of	iPS	Cells	Of	McCune-Albright	Syndrome	Model	Using	
CRISPR/CAS」

▲ 2018 年度顎骨疾患プロジェクト Travel Award 受賞者
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学内ニ ュ ー ス 

第 174 回歯科医学教育セミナー開催
2018 年７月 30 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 174 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、淑徳大学総合福祉学部実践心理

学科の大橋靖史教授（本学非常勤講師）による「メンタル不調

者への対応等について」と題した講演が行われた。

今回のセミナーは、修学指導担当教員から事前に質問をい

ただき、大橋先生に講演を組み立てていただいた。はじめ

に、大学生が抱えやすいメンタル不調の事例説明があり、事

前質問に対応した解説があった。①発達障害、②不安や強

迫、③うつやうつ病について、その概要と対応等について詳

細説明があった。

つづいて、大学生のうつ病の特徴の説明があり、メンタル

不調者への学生支援のあり方について、学生支援３階層モデ

ル、学生相談室や保健室の役割等について説明があった。

質疑応答も大変活発に行われ、大変有意義なセミナーと

なった。

◀説明される大橋教授

2018 年度「研究活動に係る不正行為の防止に関する研修会」開催
2018 年８月１日（水）午後６時より、水道橋校舎本館第１ き、鳥山佳則教授より「臨床研究法について」、村松敬研究

講義室において、「2018 年度研究活動に係る不正行為の防 部副部長より「研究費の適正使用ついて」、後藤多津子研究

止に関する研修会」が開催された。当日はテレビ会議システ 部副部長より「研究活動における不正行為について」と題し

ムで市川総合病院、千葉歯科医療センターにも配信された。 た講義が行われた。

本研修会は、研究活動に携わるすべての教職員を対象に行 本研修会では、プレテスト・ポストテストを実施し、出席

われた。はじめに、橋本正次副学長より挨拶があり、引き続 者は理解を深め、有意義な研修会となった。

◀研修会会場風景
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大学院ニ ュ ー ス 

第435 回大学院セミナー開催
2018 年７月４日（水）午後６時より、水道橋校舎本館西棟

ラウンジにおいて、第 435 回大学院セミナーが開催された。

今回は、トルコ国アンカラにあるハセッテプ大学歯学部歯周

病学講座教授のNermin  Yamalik 先生をお招きして、

「Degradation of non collagenous extracellular matrix(ECM)

components in periodontal and periimplants disease」と題

して講演をいただいた。

Yamalik 先生は、まず、歯周病の病理病態は歯周組織の結

合組織と非コラーゲン性の細胞外基質の破壊であるが、後者

についての解明はあまりなされていないことを強調された。

そして、その中でもプロテオグリカン（PGs）とグリコサミノ

グライカン（GAGs）は細胞外基質の主な構成要素であり、組

織の維持、細胞と細胞外基質との関係、細胞同士のコミュニ

ケーションに重要な働きをしているので炎症性疾患と組織破

壊の関連を解明することは治療へ寄与することになると述べ

られた。実際の講演では、多くの臨床例を用いた臨床研究を

もとに、歯周病とインプラント周囲炎にこれらの要素がどの

第436 回大学院セミナー開催

▲質問を受ける Nermin Yamalik 先生（右）

ように関与しているかロジカルに解き明かされた。講演終了

後には多くの質疑がなされ、成功裏にセミナーが閉じられ

た。

▶講演される疋田先生

2018 年７月 17 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 436 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。今回は東京大学大学

院医学系研究科セル＆ティッシュ・エンジニアリング寄付講

座特任准教授の疋田温彦先生をお招きして、「骨代謝細胞

ネットワーク再現系を用いたカップリング制御機構の解析」

と題して講演をいただいた。

本学では本年４月に、共焦点レーザースキャン顕微鏡

LSM880 が導入され、蛍光イメージングがより精細かつ高

速に行えるようになったのみならず、二光子励起位相差顕微

鏡による SHG イメージングが可能になった。疋田先生は、

骨系細胞の三次元イメージングおよび定量解析におけるスペ

シャリストであることから、骨代謝細胞ネットワーク再現系

の概要とともに二光子励起位相差顕微鏡の基本的な知識と効

果的な応用について丁寧でわかりやすい解説をお聞きするこ

とができた。
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長期海外出張報告

歯内療法学講座　講師　間 奈津子

　2017 年７月 31 日より 2018 年７月 28 日までの１年間、

アメリカ・オレゴン州ポートランドにあります Oregon 

Health & Science University School of dentistry, Department 

of Restorative dentistry に長期海外出張させていただきまし

た。本稿ではその概要についてご報告させていただきます。

　ポートランドは、全米で住みやすい街１位になるなど近年

注目されている都市です。人口 60 万人のコンパクトシティ

で環境保全に力を入れており、通勤には自転車あるいは公共

交通の利用が推奨されていました。緯度は日本の稚内とほぼ

同等ですが、地中海性気候に属しているため冬でも比較的暖

かく住みやすい街です。

　私の所属した Restorative dentistry は、日本の講座体制と

は異なり、保存修復と補綴を含みます。Restorative

dentistry の主任教授の Jack L. Ferracane 先生以下、常勤医

員が約 20 名で構成されており、非常勤の先生方も多く、大

学の中心的な役割を担っていました。主に専任教員の仕事

は、大きく分けて病院実習前の学生教育、クリニックでの学

生指導、診療、研究です。教員ごとに、それぞれにかけるエ

フォートをパーセンテージで定めており、１週間の予定が組

まれます。朝８時から午後５時まで効率よく仕事をし、仕事

後は家族との時間を大切に過ごします。そのワークライフバ

ランスは日本でも見習う必要があると実感しましたし、多く

の先生方から日々のバランスについて考えるように教わりま

した。そのような背景から、女性の先生方が多く活躍してい

るのも印象的でした。様々な国の出身者が多くグローバルな

環境のオフィスで、年齢、性別、家族構成、出身は関係な

く、大学でもダイバーシティを重視したマネージメントが徹

底されていると感じました。

　病院実習前の学生教育では、保存、補綴といった縦割りの

講義・実習ではなく、修復・補綴方法あるいは窩洞の形態に

よって実習コースを行います。コースディレクターは専門の

先生が担当しますが、Restorative dentistry は歯牙解剖から

CAD/CAMコースまで皆で協力して学生教育を行っていま

す。毎回実習の最後に採点され学生は厳しく結果を求められ

るため、ランチタイム、放課後、週末は必ず学生が自習をし

ていました。

　出張中の私の研究は、主に新規バルクフィルのグラスハイ

ブリッド修復システムの材料学的検討と CAD/CAMセラ

ミックの接着に関する検討の２つのテーマを主軸とし進めま

した。また並行して、主任教授の研究プロジェクトに参加

し、いくつかの新規のコンポジットレジンの材料学的評価を

行いました。象牙質表面処理方法の違いによって CAD/CAM

セラミックとの接着強さに与える影響を µ-TBS を用いて検

討をし、結果を主著論文として作成しています。また、今年

の 11 月に行われる第 37 回日本接着歯学会学術大会と来年

６月の第 97 回 IADR で発表を予定しております。

　このような貴重な長期海外出張の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、古澤成博教授

に厚く御礼申し上げます。また、出張中すべての面で力添え

をいただきました歯内療法学講座の皆様に重ねてお礼申し上

げます。ありがとうございました。

▲フェラケーン主任教授とともに ▲ラボのメンバーとともに
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練を行うプログラムで、昨年 10 月より当大学第５学年計

132 名を対象に、連続する５時間の講習を 20 の実習グルー

プ毎に行った。今回、当プログラムの教育効果が歯科大学生

の偶発症に関する知識向上に有効か否かを検討した。その結

果、全体の正答率は講習前 39％（  95％信頼区間： 38-

41％）、講習後 87％（ 85-89％）で、有意に上昇した。講習

前後ともに 20 実習グループ間で正答率に差を認めず、教育

効果についてもグループ間差を認めなかった。各問題別正答

率も、全問題で有意に上昇した。各問題の識別指数はすべて

正の値であった。本教育プログラムは、基本的手技の訓練、

ビデオ映像を用いた基本的知識の伝達と病態イメージの仮想

体験、 High fidelity simulator を用いた実践的訓練を統合し

たプログラムである。学習者は仮想体験を実体験に近づける

訓練を受けることができたと考えられた。

講習前後の評価に同じ模擬問題を使用していること、さら

に実践的学習の内容を筆記試験で評価をすることに限界はあ

るものの、本学習プログラムが一定の学習効果を発揮するこ

とが示された。今後は、反復実習システムの構築、卒後研修

や衛生士短大生に対する実習などさらに拡充した実習を行う

必要があると考えている。

2018 年７月 27 日（金）、 28 日（土）に奥羽大学（福島県郡

山市）で開催された第 37 回日本歯科医学教育学会総会およ

び学術大会において、市川総合病院救急科の鈴木 昌教授が

第 17 回（ 2018 年度）日本歯科医学教育学会教育システム開

発賞を受賞した。

受賞演題名は、「高機能シミュレーターを使用した偶発症

対応実践型教育プログラムの開発」であった。我が国が迎え

た超高齢社会による基礎疾患を有する患者数の増加に伴い、

歯科診療中の重篤な偶発症の発症も増加していることから、

社会からは医科・歯科連携を円滑に推進できる歯科医師が求

められている。そこで我々は市川総合病院での学生実習にお

いて、総合病院の特性を活かしてそのような人材の養成に力

を入れていくことが必要であると考えている。しかし、救急

医療を要する致死的偶発症への対応は、歯学部学生にはその

遭遇頻度の低さや患者救命と同時に教育を行う道義的な観点

からも実際に臨床で経験することは非常に困難であり、講義

形式の受動的な教育が中心とならざるを得ない。

そこで我々は、歯科大学生を対象にした偶発症に対する実

践的教育プログラムを開発した。ビデオ映像教材を作成して

偶発症を仮想体験し、 High fidelity simulator で疑似体験訓

▶実習をする鈴木教授

鈴木 昌教授が第 17 回（ 2018 年度）日本歯科医学教育学会教育システム
開発賞を受賞
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▲受賞した内藤大学院生（左）と阿部伸一教授

杉浦貴則大学院生が第 69 回日本電気泳動学会総会において
若手優秀ポスター賞を受賞

2018 年８月８日（水）、９日（木）に北里大学相模原キャン

パス（相模原市）で開催された第 69 回日本電気泳動学会総会

において、オーラルメディシン・口腔外科学講座の杉浦貴則

大学院生がポスター部門で若手優秀ポスター賞を受賞した。

本賞は、会員の厳正なる審査、投票の結果、優れた発表を

行った若手研究者に与えられるものである。

受賞演題は「ムチンの分子マトリックス電気泳動における

泳動原点のアルシアンブルー陽性物質」であり、従来、通常

の手法で分析することが困難であったムチンが、近年、開発

された分子マトリックス電気泳動法により、分析が容易に

なったことに着目した研究であり、新規性や研究デザイン、

クオリティなどにおいて高い評価が得られた。今後のさらな

◀杉浦大学院生（左）
る研究により、新規バイオマーカーの発見など臨床への応用

と野村教授（右） が期待される。

内藤 哲大学院生（解剖学、研究ブランディング事業：咀嚼嚥下班）が
第 60 回歯科基礎医学会総会・学術大会でモリタ優秀発表賞を受賞

2018 年９月５日（水）から７日（金）に九州大学百年講堂

（福岡市）で開催された第 60 回歯科基礎医学会総会・学術大

会において、解剖学講座の内藤 哲大学院生が優秀ポスター

発表賞（モリタ優秀発表賞）を受賞した。本賞は 123 エント

リー演題の中から７名に授与され、受賞ポスターは会場入口

付近に３日間掲示され、多くの研究者から suggestion を受

けることができる。

受賞内容は現在解剖学講座ならびに研究ブランディング事

業「咀嚼嚥下班」で取り組んでいる『筋の骨付着部における

“筋 ‐ 腱 ‐ 骨 ” 複合体の形態形成プロセス』を調べたグ

ループの研究成果の一部で、内藤大学院生が今回代表して発

表したものである。発生初期に筋断端には desmin、そして

将来の腱から軟骨へ移行する部位全体に Sox9、そして将来

腱に成熟する部分には転写因子である scleraxis のｍ RNA が

強発現していることを in situ hybridization 法で組織内での

局在を調べる手法により示し、それぞれの組織は別々に発生

するのではなく、何らかの相互作用をもって作られていく可

能性を示唆した。咀嚼嚥下の機能を十分に発揮させるために

は、この運動器複合体が “ 機能の要 ” となるが、変形性関節

炎など顎関節部、特に関節円板から外側翼突筋付着部を含め

た器質的な損傷を受けるとその多くは瘢痕修復に移行し、機

能的・生体力学的な再生が困難な場合がある。再生医療へ向

けた基盤研究として、特に顎関節部を中心とした組織複合的

な形態形成過程の解明を目指している。
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国際交流部ニ ュ ー ス

中国・温州医科大学との友好協定締結

▲調印後の呂副校長（左）と井出学長

2018 年９月６日（木）午前 10 時より、水道橋校舎本館特

別会議室において、温州医科大学（中国・浙江省）との友好協

定調印式が行われた。

この調印式には、中国・温州医科大学から、呂 一軍副校

長をはじめ４名の先生が来日され、本学から井出吉信学長、

一戸達也副学長、橋本正次副学長、齋藤 淳教授（国際交流部

長）、加藤靖明事務局長、楊 隆強助教が出席した。また、温

州医科大学を卒業し、本学小児歯科に一般専修科生として在

▲出席者全員の記念撮影

籍している、蘇 琳先生が陪席した。

調印式では加藤事務局長司会のもと両校出席者の紹介があ

り、その後、呂副校長、井出学長より挨拶をいただき、協定

書への調印を行った。続いて、両校紹介のプレゼンテーショ

ン、記念品交換、記念撮影を行った。

調印式終了後には、水道橋校舎本館と水道橋病院を見学

し、ホテルでの昼食会にて、研究・臨床・教育における今後

の両校の交流について意見交換がなされた。
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学生会ニ ュ ー ス 

第 50 回全日本歯科学生総合体育大会（歯学体）結団式
2018 年７月 20 日（金）午後６時 30 分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて、第 50 回全日本歯科学生総合

体育大会（歯学体）結団式が行われた。

井出吉信理事長・学長、佐藤 亨学生部長から激励のお言

葉をいただき、続いて陸上競技部主将の佐藤海介君（第４学

年）が挨拶、柔道部主将の和田勝行君（第４学年）が力強い選

手宣誓をした。歯学体評議委員の小林勇太君（第４学年）の司

会で、各クラブ主将から戦いに挑む決意発表が行われた。最

後に参加者全員で校歌を斉唱し、閉会した。

◀選手宣誓をする和田君

【主将代表挨拶】
佐藤海介（第 4 学年）

　今年も歯学体の季節がやってきました。各クラブのみなさ
んは、忙しい勉学の合間を縫って、一生懸命練習してきたこ
とと思います。
　大会では、日頃の練習の成果を充分に発揮し、悔いのない
戦いをしてきてください。また、東京歯科大学生としての自
覚を持ち、スポーツマンシップにのっとり、ベストを尽くし
てください。皆さんの健闘を祈っています。

【選手宣誓】
和田勝行（第 4 学年）

　私たち選手一同は、日頃鍛錬した心・技・体をいかんなく
発揮し、東京歯科大学の名に恥じぬようフェアプレーに努め
ます。
　そして、ここでしか得ることができない貴重な経験を人間
性豊かな歯科医療人への成長の糧とすることを誓います。

第５学年佐藤祐太郎君　平成 30 年度（第 24 回）スチューデント・クリ
ニシャン・リサーチ・プログラム日本代表選抜大会参加
2018 年８月 24 日（金）、日本歯科医師会館において平成 君（第 5 学年）が研究テーマ「ビルベリー抽出物の歯周病原

30年度（第 24 回）スチューデント・クリニシャン・リサー 性菌に対する抗菌作用」（指導教員：微生物学講座・石原和幸

チ・プログラム日本代表選抜大会（主催：日本歯科医師会／ 教授）についてポスター発表を行った。

デンツプライシロナ）が行われた。参加校数 26 校、 26 名 残念ながら結果は入賞とはならなかったが、来場者に対し

（男 14 名・女 12 名）の参加者の中、本学代表の佐藤祐太郎 て英語で説明を行った。

▲来場者に英語で説明をする佐藤君
◀ポスターの前に立
つ佐藤君
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第 2学年坂梨敬哉君が第 21回世界大学オリエンテーリング選手権大会出場

▶競技中の坂梨君

2018 年 7 月 17 日（火）から 21 日（土）、フィンランド・

クオルタネにて開催された第 21 回世界大学オリエンテーリ

ング選手権大会に、坂梨敬哉君（第２学年）が日本代表として

出場した。世界大学オリエンテーリング選手権大会とは、世

界の大学生・大学院生によるオリエンテーリング競技の世界

選手権大会である。

オリエンテーリングは特別に作られた地図を使って大自然

の中を駆け巡り、チェックポイント（コントロール）を辿りな

がら可能な限り短時間で走破するもので、地図読みやナビ

ゲーション技術とアウトドアレクリエーションを繋ぎあわせ

たスポーツである。結果は、男子団体リレー 32 位（出場者

42名）、男子長距離 83 位（同 93 名）、男子中距離 75 位（同

100 名）であった。
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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。

＜学生に薦める図書紹介＞
玉先生 著
のほほん解剖生理学
永岡書店、2016年

　一見、少々ふざけたような印象を与える本である。漫画調の

書き方で、『玉先生』というキャラクターが、体の解剖生理に

ついて解説をしていく。解剖生理が日常生活に照らし合わせて

説明されるので、簡単に楽しく読めると思われる。

（湖城 麗 ・実用日本語）

寄贈資料紹介
　2018 年 8 月、故岡 肇先生（昭和 15 年卒）のご子息である

岡 伸二様より、血脇守之助先生や野口英世先生ほか多数の

著名人の書簡を寄贈いただいた。

　岡田 満先生は本学前身の東京歯科医学専門学校を第一期

生として、1908（明治 41）年に卒業。その後、1920 年（大

花崎皋平 著
静かな大地　
松浦武四郎とアイヌ民族
岩波書店、1988年

　現代日本の農漁業生産を大きく支える北海道が、アイヌ民

族の想像を絶する犠牲の上に成り立っていることを、日本人

は知る責務がある。本書は、幕末に蝦夷地を探査した松浦

武四郎を通じて、北海道成立史の一端を明かす。

（清水 真哉・独語）

正９年）４月に慶應義塾大学医学部歯科学教室の初代主任教

授に就任された。岡 肇先生は岡田 満先生の姪御様と結婚さ

れ、同教室にて専任講師を務められた。

　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。

▲血脇守之助直筆の書簡
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短期大学ニ ュ ー ス 

2019 年度第 2 回および第３回オープンキャンパス開催

▲大多和由美短期大学教授による参加者への説明

2018 年７月 21 日（土）、８月 25 日（土）に、2019 年度の

東京歯科大学短期大学への入学希望者を対象としたオープン

キャンパスが開催された。両日ともに、10時、13時 30 分

の２回に分けて行われた。７月 21 日の参加者は受験生 71

名、保護者 62 名、８月 25 日の参加人数は受験生 78 名、

保護者 66 名であり、来年以降の受験予定である高校１年生

および２年生が多かった。

オープンキャンパスでは、まず水道橋校舎本館 14 階の短

期大学教室で参加者全体に歯科衛生士の職務・将来性、短期

▲ラウンジでの学生による個別説明

大学の概要、学生生活、学生募集要項などについて、スライ

ドを交えて説明を行った。その後、短期大学実験室へ場所を

移し、実験室の機器を使用してのデモンストレーションを

行った。さらに、小グループに分かれ教員と短期大学学生の

引率のもと、水道橋校舎本館西棟５階実習室および水道橋病

院の見学を行った。見学終了後には、入学試験、学生生活、

学費・奨学金、授業内容などについて、自由に質問すること

のできる個別相談会を開催し、教職員および学生が対応にあ

たった。
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人物往来 

国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院 市川総合病院

■つくば歯科衛生士専門学校（学生 56 名、教員 6 名）

2018 年 8 月 1 日（水）　解剖学実習室、標本室見学

■東京歯科大学神奈川県支部連合同窓会（同窓 40 名、教員

1名）

2018 年 8 月 5 日（日）　水道橋校舎西棟見学

■埼玉県立大学 健康開発学科（学生 30 名、教員 2 名）

2018 年 9 月 19 日（水）　解剖学実習室、標本室、水道橋病

院見学

■ハンガリー・デブレツェン大学歯学部（学生 1 名、国際交

流部職員 2 名）

2018 年 8 月 1 日（水）　市川総合病院見学

■台湾・台北医学大学歯学部（学生 4名、国際交流部職員 2名）

2018 年 8 月 8 日（水）　市川総合病院見学

■脳血管研究所 美原記念病院（教員 2 名）

2018 年 8 月 24 日（金）　市川総合病院見学

■医療法人光川会　福岡脳神経外科病院（職員 1 名）

2018 年 8 月 31 日（金）　市川総合病院見学

海外出張

■中島 啓助教（臨床検査病理学）

トロント大学において歯根膜線維の形成・治癒におけるコ

ラーゲン受容体の機能解析に関する研究のため、2018 年 9

月 1 日（土）カナダ・トロントへ出発。

帰国は 2019 年 8 月 31 日（土）の予定。

■島﨑 潤教授（市病・眼科）

CME（Continuing Medical Education）in VNIO（Vietnam

National Institute of Ophthalmology） お よ び Dry Eye

Caravan 出席のため、8月 2 日（木）から 5 日（日）までベト

ナム・ハノイへ出張。

■小橋優子講師（市病・放射線科）

AMS（Asian Musculoskeletal Society）での招待講演のため、

8月 9 日（木）から 14 日（火）までインド・チェンナイへ出

張。

■海苔 聡助教（市病・整形外科）

Neuro Trauma 2018 での招待講演および発表のため、8月

12日（日）から 17 日（金）までカナダ・トロントへ出張。

■山本将仁講師（解剖学）

ニューヨーク大学顎顔面生物学講座、およびコンプルテンセ

大学解剖学講座との共同研究のため、8月 20 日（月）から

25日（土）まで、アメリカ・ニューヨーク、26日（日）から 9

月 2 日（日）までスペイン・マドリードへ出張。

■井上 孝教授（臨床検査病理学）

第 106 回 FDI 世界歯科大会への理事として出席のため、8

月 30 日（木）から 9 月 10 日（月）までアルゼンチン・ブエノ

スアイレスへ出張。

■茂木悦子客員教授（歯科矯正学）

16th International Orthotropics Symposiumの Symposist と

して講演するため、8月 31 日（金）から 9 月 10 日（月）まで

イギリス・ロンドンへ出張。

■松井淳一教授（市病・外科）、小橋優子講師（市病・放射線

科）

13th IHPBA（第 13 回国際肝胆膵学会）に出席、および発表

のため、松井教授は 9 月 1 日（土）から 9 日（日）まで、小橋

講師は 9 月 3 日（月）から 9 日（日）までスイス・ジュネーブ

へ出張。

■西井 康准教授（歯科矯正学）

10th World Implant Orthodontic Conference 2018 に出席、

および発表のため 9 月 5 日（水）から 9 日（日）までインドネ

シア・バリへ出張。

■新谷誠康教授、辻野啓一郎講師、木村基善レジデント（小

児歯科学）

Pediatrio Dentistry Association of Asia 2018 に出席、発表、

および Board Meeting のため新谷教授は 9 月 13 日（木）から

17日（月）まで、辻野講師、木村レジデントは 9 月 14 日

（金）から 17 日（月）まで、中国・北京へ出張。

■服部雅之教授（歯科理工学）

第 54 回 ISO/TC106 年次会議への出席のため、9月 15 日
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（土）から 23 日（日）までイタリア・ミラノへ出張。

■今村健太郎助教（歯周病学）

The Osteology Research Academy Courses in Ann Arbor に

参加するため、9月 16 日（日）から 22 日（土）までアメリ

カ・アナーバーへ出張。

■小髙研人助教（歯科放射線学）、小谷地雅秀大学院生（口腔

病態外科学） 

24th EACMFS Congress（European Association for Cranio

Maxillo Facial Surgery）に出席、および発表のため、小髙助

教は 9 月 17 日（月）から 23 日（日）まで、小谷地大学院生は

9月 16 日（日）から 23 日（日）まで、ドイツ・ミュンヘンへ

出張。

■菅原圭亮講師（口腔病態外科学） 

24th EACMFS Congress（European Association for Cranio

Maxillo Facial Surgery）での発表、および ミュンヘン工科大

学での研究打合せのため 9 月 17 日（月）から 27 日（木）まで

ドイツ・ミュンヘンへ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

Congress of ESCRS（European Society of Cataract ＆

Refractive Surgeons）に参加、Alcon Ltd 会議出席、および

DOC（International Congress of German Ophthalmic

Surgeons）に出席するため、9月 19 日（水）から 10 月 2 日

（火）までオーストリア・ウィーン、ドイツ・ボンへ出張。

■寺田紗織臨床講師、太田友香非常勤講師、高橋晶子研究補

助員（水病・眼科）

ESCRS（European Society of Cataract ＆ Refract ive

Surgeons） に出席、および発（欧州白内障屈折矯正手術学会）

表のため、9月 21 日（金）から 27 日（木）まで、オーストリ

ア・ウィーンへ出張。

■楊 隆強助教（薬理学） 

Multidisplinary Diagnosis and Therapy in Oral Diseases

Forumに出席、および招待講演のため、9月 20 日（木）から

24日（月）まで中国・青島へ出張。

■松井淳一教授（市病・外科）

第 25 回および第 26 回チェコ・日本外科シンポジウムに出

席、および発表のため 9 月 20 日（木）から 10 月 1 日（月）ま

でチェコ・プラハへ出張。

■山添真治助教（市病・放射線科）

CIRSE2018 に出席、および発表のため 9 月 22 日（土）から

26日（水）までポルトガル・リスボンへ出張。

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科）佐々木文教授（市病・臨床

検査科）、小橋優子講師（市病・放射線科）

International Skeletal Society 45th Annual Meeting に出席、

および発表のため佐々木教授は、9月 21 日（金）から 28 日

（金）まで、穴澤教授、小橋講師は、9月 22 日（土）から 28

日（金）までドイツ・ベルリンへ出張。

■東 俊文教授（生化学）

米国骨代謝学会 ASBMR Annual Meeting 2018（Mechanistic 

and Therapeutic Advances in Rare Skeletal Diseases）に出席、

およびマギル大学との研究打合せのため、9月 24 日（月）か

ら 28 日（金）までカナダ・モントリオールへ出張。

■井上 孝教授（臨床検査病理学）

トルコ歯科医師会学術大会講演者として特別講演および、同

会内における歯科教育会議での演者として参加するため、9

月 26 日（水）から 30 日（日）までトルコ・アンカラへ出張。

■溝口利英講師（口腔科学研究センター）

米国骨代謝学会 ASBMR 2018 に出席するため 9 月 27 日

（木）から 10 月 2 日（火）までカナダ・モントリオールへ出

張。
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大学日誌 

2018 年 8 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 

1〜4年生夏季休暇（〜8/31）


短大 学生夏季休暇（〜8/31）
 臨床検査運営委員会
水 第 50 回全日本歯科学生総合体育大会（7/30〜8/10） 研究活動に係る不正行為の防止に関す

研究活動に係る不正行為の防止に関する研修会 る研修会
［防火・防災安全自主点検日］

リスクマネージャー・ICT 会議
研究活動に係る不正行為の防止に関す
る研修会 

木 

金 

土 学部入試ガイダンス・オープンキャンパス 

日 

月 

火 緩和ケア委員会 

水 リスクマネージメント部会 

木 感染制御委員会、午後のリサイタル 

金 

土 山の日 

日 

月 

火 緩和ケア委員会 

水 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］ 

木 

金 NST カンファレンス 

土 

日 

月 ［機器等安全自主点検日］医療安全委員会 

火 褥瘡対策委員会 緩和ケア委員会 

糖尿病教室
水 5年生全体集合

糖尿病教室カンファレンス 

木 

金 

土 短大オープンキャンパス 

日 学部入試ガイダンス・オープンキャンパス 

月 医療サービス委員会 

火 緩和ケア委員会 

水 

木 

金 学生部（課）協議会
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大学日誌 

2018 年 9 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 

5 年生第 1 回総合学力試験
土

［防火・防災安全自主点検日］ 

日 

1〜4年生授業再開


6 年生第 2 回総合学力試験（〜9/4）

月 薬事委員会

短大前期授業再開


短大教授会、臨床教育委員会


感染予防対策チーム委員会
火 緩和ケア委員会
保健安全管理委員会、大学院セミナー

水 薬事委員会 医療安全講演会
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 

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 移植医療評議会・移植医療運営委員会 

土 研修歯科医選考試験 

日 

短大前期授業終了
医療安全管理委員会

月 総合講義検討委員会
キャンサーボード

総合講義検討委員会・作業部会

衛生委員会、薬事委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護委員会、教職員研修会
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 

1〜4年生前期授業終了
短大前期授業予備日（〜9/12） 緩和ケア委員会

11 火 臨床教授連絡会 診療材料検討委員会
全体教授会、人事委員会 地域連携委員会
図書事務連絡会、大学院セミナー

科研費公募要領等説明会
科研費使用ルール説明会 

1〜4年生前期授業予備日（〜9/13）

12 水

基礎教授連絡会
大学院運営委員会
大学院研究科委員会
リスクマネージメント部会
科研費公募要領等説明会

救急委員会
ICU 運営委員会、CPC
科研費公募要領等説明会
科研費使用ルール説明会 

科研費使用ルール説明会

内視鏡室委員会
木 短大教授会（受験資格判定を含む）

手術室運営委員会
業務連絡会 

1〜4年生前期定期試験（9/27）
短大前期定期試験（〜9/28）

金 倫理審査委員会・利益相反委員会
衛生委員会
大学院セミナー 

土 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］患者サロン 

日 

月 敬老の日 

火 第 175 回歯科医学教育セミナー 緩和ケア委員会 

輸血療法委員会
水 教務部協議会

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
 部長会
木 感染予防対策委員会、病院運営会議 災害対策委員会
個人情報保護委員会、情報システム管理委員会 衛生委員会 

［機器等安全自主点検日］

金 5年生全体集合 NST カンファレンス、栄養管理委員会 

土 

日 秋分の日

16
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24 月 振替休日 

25 火 教職員研修会
緩和ケア委員会
地域医療支援病院運営委員会 

26 水
業務連絡会、データ管理者会議
診療録管理委員会、
医局長会、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 

27 木 教職員研修会ビデオ上映 管理診療委員会 

28 金 図書委員会
給食運営会議、業務改善委員会
がん薬物療法小委員会 

29 土 学部入試ガイダンス・オープンキャンパス 在宅療養支援ネットワーク協議会 

30 日
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東京歯科大学広報　編集委員
（2018年10月現在）

委員長 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

第288号の記事中に次の間違いがありましたので、お詫びして訂正します。
31頁　純資産の部　繰越収支差額　増減 
　　　((△ 890,675))　→　((890,675))

真新しいテニスコートの上での記念撮影

重機での解体が進む教養棟

編集後記

　結団式の日、そこに集った仲間たちは、確かに総合３位以

上での勝利を目指し、宣言した。

　どんなに練習を重ねたとしても、本番の試合で結果が出せ

るとは限らない。ほんの100分の何秒の差、わずかなタイミ

ングの違い、一瞬の迷い。たった１打、あと１点、その1ポ

イントが決まらない。こんなはずじゃ無かった、と。

　すべてが終わったあと、優勝を勝ち誇った者もいれば、悔

し涙で敗退して行った仲間もいた。

　確かなのは、来年のデンタルに挑むのは、もう、今、ここ

にいるメンバーじゃないということ。思いを新たに、次のス

テージが始まっている。

　総合優勝の硬式庭球部と少林寺拳法部、男子団体優勝の弓

道部と水泳部、総合準優勝の柔道部と弓道部、そして、総合

３位の水泳部とサッカー部。

　勝てないことへの歯痒さに背中を押され、目標に向かって

懸命に日々の練習を続け、仲間と共に勝利した、一生の思い

出に残る素晴らしい夏。　

　歯科医師として社会に出たときに、自分が戦っているもの

が何なのか？　大事な何かに気づくための大切な時間。

　最強だって言われても、必ず試合で勝てる訳じゃない。　

日々、大きなプレッシャー中で戦っている。柔道でのオール

デンタル五連覇。近藤 周くんが達成した確かな記録。

　五つの金メダルを胸に懐きながら、６年間の日々を振り返

る。彼が歩いた道は、後輩たちの確かな道標となる。

　真新しいテニスコートのお披露目の日、フェンスの向こう

では、油圧ショベルの爪が音を立てながら、教養棟の壁を小

さなコンクリートの欠片に変えていく。

　新しいものに心を奪われた瞬間に、古いものは過去のもの

となっていき、住む人がいなくなった建物はかつての輝きを

失い、荒廃していく。古いものを捨てなければ、新しいもの

は入らない。

　そこにいた人たちの思いは、カメラで切り取られたいくつ

もの風景と、思い出の記憶の中に幾重にも重層し、長い時間

の流れのなかで磨かれていき、苦い思いやつらい出来事は、

いつか、懐かしさと愛しさの中に包埋され結晶する。

　創立130周年に向け、千葉キャンパスが新しく生まれ変わ

るための、はじめの一歩。

広報・公開講座部長：橋本貞充
教養棟の更地に残された河津桜
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