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皆様、明けましておめでとうございます。

短い休みでしたが、ゆっくりお過ごしになら

れたことと思います。

昨年、文部科学省より大学に対して、中・

長期計画、特に中期計画について文書化する

よう通達がありました。東京歯科大学では、

すでに中期計画はきちんと立てております

が、文書として皆様にお示ししていなかった

ということで、今、一戸副学長を中心に文書

化をしているところでございます。

ご存知のように、本学は今年、創立130周

年を迎えますが、120周年の際に、水道橋へ

移転をするという大きな目標を立てて、みな

さまのご努力のおかげで順調に進んでまいり

ました。しかしこれは、単に水道橋に移転す

るということが目標ではなく、千葉歯科医療

センターを中心とした千葉キャンパス、市川

総合病院を中心とした市川キャンパス、教育

を中心とする水道橋キャンパス、これら3つ

のキャンパスを有機的に機能させることであ

り、これがまさに、東京歯科大学に於ける教

育・診療・研究の大きな特徴であると思って

おります。

今年中には、千葉キャンパスの新千葉歯科

医療センターが完成し、新しい診療教育体制

が始まります。また、市川キャンパスの市川

総合病院も、歯科診療室の移転、拡張を計画

しており、多職種連携ということでの、大き

な教育改革を進めてまいります。

近年、世間では働き方改革の重要性が問わ

れておりますが、これは、労働時間を短くし

て、楽をしろということでは決してなく、よ

り効率的に働くことであると思っておりま

す。各職員の方は、例えば課長は係長が何を

やっているのか、係長は係員がどのような仕

事をしているのかを把握していただき、職員

も各々一日にやること、一週間にやること、

一年にやることをきちんと計画を立てなが

ら、お互いに協力していただければと思いま

す。また講座に於いては、教授は講座員が何

をやっているのかを把握しながら、目標を明

確にした上でよく指導して頂きたいと思い

ます。

教員は、教育をやることが当たり前のこと

ですが、これも他の職場と違って教員も職員

も、もちろん看護師さんも衛生士さんも、全

て教育者だという自覚を持ち、学生教育にあ

たっていただければと思います。今年も宜し

くお願いいたします。

年頭のご挨拶

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
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▲市川総合病院にて挨拶をする西田病院長

2020 年１月６日（月）、水道橋校舎、市川総合病院、千

葉校舎において、2020 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 2020 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５時 45 分より市川総合病院講堂

において 2020 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１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 2020 年仕事始めの会が開催された。会場には、

教職員、大学院生らが多数出席し、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、髙橋俊之副センター長、小林事務部長

から年頭のご挨拶をいただいた。

2020 年仕事始めの挨拶

▲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
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教授就任のご挨拶

歯科麻酔学講座

松浦 信幸

この度、教授会のご推挙を賜り、2020 年１月１日付けで

歯科麻酔学講座の教授を拝命いたしました。50 年以上の伝

統ある本学歯科麻酔学講座の教授就任は、身に余る光栄であ

りますとともに、職責の重さに身が引き締まる思いでありま

す。井出吉信理事長・学長をはじめ、ご選考下さいました諸

先生方、また多大なるご指導を賜りました一戸達也教授に厚

くお礼申し上げます。

私は、2000 年に本学卒業後、大学院歯学研究科歯科麻酔

学を専攻し、金子 譲名誉教授、一戸達也教授のご指導のも

と研究、臨床、教育に従事させていただきました。大学院修

了後は東京大学医学部附属病院麻酔科医員、本学助手、助

教、講師を経て 2016 年からは歯科麻酔学講座准教授、また

歯科麻酔科診療科部長代理として勤務してまいりました。

歯科医療における歯科麻酔の役割は、患者生命の安全を守

るための全身状態の評価と管理であると考えます。急速な高

齢化が進む我が国において、複数の医科疾患を有する患者に

対していかに安全かつ安心な歯科医療を提供するかが求めら

れており、地域包括医療の推進とともに歯科麻酔の知識と臨

床技能の重要性が今後益々高まると思われます。歯科麻酔学

講座は、本学３病院それぞれに医局員を配置している数少な

い講座の１つであります。今後も各病院における多様な患者

ニーズに対応できるよう他職種との連携も強化し、より安全

で安心な歯科医療の提供に努めてまいります。

微力ではございますが、本学および歯科医学の発展に貢献

できるよう精励し、歯科麻酔学の研究、臨床、教育ならびに

人材の育成に教授としての責務を果たせるよう、より一層尽

力してまいります。　　

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお

願い申し上げます。

トピックス

国公私立大学における医学、歯学に関する教育・研究・患

者診療等に長期間従事し、顕著な功労があった者に授与され

る当該表彰において、千葉歯科医療センターの渡邉一史主任

歯科技工士が選考され、2019 年 11 月 15 日に文部科学省

において開催された表彰式で授賞された。本表彰は各校学長

の推薦により文部科学大臣から授与されるもので、今年度は

全国で 105 名が授賞したものである。

渡邉氏は、1981 年に水道橋病院に入職し、約 38 年にわた

り歯科技工士業務に携わり、その豊富な経験に基づいた技術

をもって、業務に精励してきた。責任感が強く、温厚、誠実な

性格は、幅広い教職員から信頼され、その勤務は他の職員の

模範となっている。また、若いスタッフ、歯科医師から技術的

な相談を受けることも多く、これに丁寧に対応している姿勢は、

次代を担う世代から良き相談者として慕われている。

歯科技工士という立場において、本学の発展に貢献してき

たことが高く評価され、今回の表彰となったものである。

渡邉一史主任歯科技工士が
令和元年度文部科学省医学教育等関係業務功労者表彰を受賞

▲受賞した渡邉主任歯科技工士
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2019 年 11 月 25 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 185 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、「シラバスの作成について」と題し、山本 仁教務

部長より講演が行われた。はじめに、シラバスの概要、カリ

キュラムプランニングについての説明があった。シラバスの

定義から、カリキュラムプランニングの３つの要素となる目

標の設定、学修方略、評価の原則の詳細説明があった。つづ

いて、シラバスの位置づけについて、事前学修に必要な時間

等のシラバスへの明記や自大学・他大学の教育リソース（講

義の教材、教育ソフトウェア等）の活用といった私立大学等

改革総合支援事業に関連した事項についてもあわせて紹介が

なされた。また、シラバス作成の注意事項について、具体例

を交えて説明があった。

最後に、成績評価の方法やディプロマポリシーとの関連性に

ついて質疑応答が行われ、大変有意義なセミナーとなった。

第185 回歯科医学教育セミナー開催

▲説明をする山本教務部長

2019 年 11 月６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 2019 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

の意を捧げご冥福をお祈りした。また、真珠院の石井道彦導

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、学生を代表して井内茉莉奈さん（第 2 学年）より

ご遺族に対して挨拶があり、次に、ご遺族を代表して有馬 淳

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。

2019 年度解剖諸霊位供養法会開催

▲学生代表の挨拶をする井内さん▲会場の様子
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2019 年 12 月 19 日（木）午後６時より、市川総合病院講

堂において、2019 年度災害医療特別講演会が開催された。

今回は当院 DMAT 隊の台風 15 号における出動報告に引き

続き、講師に済生会横浜市東部病院副院長の山崎元靖先生を

招き、「DIG を用いて市川の風水害について考える」と題し

た講演をいただいた。

山崎先生は救命救急センター長として救急医療に精通して

おり、日本 DMAT や神奈川県での活動を通し災害医療を積

極的に牽引されている。今回の講演テーマである風水害につ

いては、2019 年は台風 15 号・19 号が続けて関東地方に上

陸し、いずれも甚大な被害をもたらしたこともあり、関心の

高いテーマとなった。

今回の講演には新たな試みとして、災害について参加者全

員自らが考えるため DIG を用いた形式での参加型講演会と

なった。DIG とは Disaster Imagination Game の略で災害・

想像力・遊びの言葉の通り、災害について楽しみながら考え

る図上訓練であり、災害医療、風水害についての講義のあ

と、西田次郎病院長、菅 貞郎副病院長をはじめ病院幹部の

方々でグループを組み、また参加者にも同じテーブルで３人

１組となり DIG を実施した。今回の災害想定は大型台風に

よる風水害として、市川市の真間川が氾濫し浸水するハザー

ドマップを用いて、地図上で当院の立地条件と浸水状況を確

認し、市内の病院をマーキングすることから始めた。台風前

日の状況から議論をはじめ、被害が予想される中でどのよう

に職員への連絡をして人員を確保するか、また病院自体の備

えは十分なのか等を検討・確認することや、真間川氾濫時に

は当院として何ができるのか、災害拠点病院として地域とど

のように向き合うべきか、特に停電時に地域の人工透析患者

をどこで対応すべきかなどについて、病院幹部をはじめ職員

の方々からも段階的に意見を出していただいた。地図を見な

がらさまざまなことに思いを巡らし、実際に起こりうるであ

ろう災害時の状況を想像しながら、同じテーブルの参加者に

は活発な意見交換が行われ大変有意義な講演会となった。

2019 年度災害医療特別講演会開催

2019 年度第７回水道橋病院教職員研修会開催

▲DIGを用いた図上訓練の様子

2019 年 11 月 28 日（木）午後６時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、2019 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、「個人情報保護について」と題して、個人情報保

護委員会委員長の鳥山佳則副病院長による講演が行われた。

講演は、「USB メモリー等の記録媒体の管理」「個人情報

保護法と病院マニュアル」「個人情報の定義」等について説

明があり、特に記録媒体については個人管理ではなく講座等

での管理徹底をと注意喚起があった。

今回の研修会は、個人情報の取扱いについて改めて考える

機会となり、教職員にとって有意義なものであった。
▲説明をする鳥山副病院長
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2019 年 12 月 27 日（金）、水道橋校舎、市川総合病院、

千葉校舎において、2019 年仕事納めの会が開催された。

水道橋校舎では、午後５時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１年を締めくく

る挨拶が述べられた。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「2019 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、満場となる中、片倉 朗水道橋病院長、

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１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・法人主事の挨拶により

中締めとなった。

市川総合病院では、午後５時 45 分より市川総合病院講堂

において 2019 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、西田次郎市川総合病院長より

１年を締め括る挨拶が述べられた。

千葉校舎では、千葉校舎歯科臨床研修医室において 2019

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、

柴原孝彦副センター長、大久保 剛副センター長から１年を

締めくくる挨拶をいただいた。

2019 年仕事納めの会開催

▲挨拶をする片倉病院長

▲会場のようす

▲橋本副学長による乾杯

2019 年 12 月 21 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、2020

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。また、臨床検査病理学講座の松坂賢一

教授による「口の中の病気はむし歯だけではありません」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、水道橋校舎新館、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。74 組 103 名

の参加があり、大盛況なガイダンスとなった。

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催

▲模擬授業をする松坂教授

▲会場のようす

▲会場のようす ▲会場のようす
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2019 年 11 月７日（木）午後６時より、水道橋校舎本館西棟ラ

ウンジにおいて、第 455 回大学院セミナーが開催された。今

回は、東京慈恵会医科大学放射線医学講座教授の尾尻博也先

生をお招きして、「頸部組織間隙・筋膜および頸三角の解剖」

と題して講演をいただいた。

頸部は頸筋膜で区分される組織間隙の集合体として形成さ

れ、画像診断における鑑別診断、適切なアプローチおよび病

変の進展様式の把握においてきわめて重要である。本講演で

は頸筋膜や組織間隙の画像解剖とともに、病変の由来する組

2019 年 11 月 28 日（木）午後６時より、水道橋校舎本館

西棟ラウンジにおいて、第 456 回大学院セミナーが顎骨疾

患プロジェクト（若手サイエンスアカデミー企画）と共催で開

催された。今回は松本歯科大学総合歯科医学研究所特任教

授の高橋直之先生をお招きして、「破骨細胞研究から学んだ

こと」と題して講演をいただいた。

講演では、骨を破壊する病気の要因となる破骨細胞の形成

メカニズムを中心にお話しいただいた。1980 年代初頭に骨

芽細胞が破骨細胞を調節することが予想されたが、その仲介

因子は不明であった。高橋先生らは、骨芽細胞と血液系細胞

を培養皿で共存させると破骨細胞が出現することを見出し、

この成果が破骨細胞分化誘導因子 RANKL の同定に繋がっ

た。現在、抗ヒト型 RANKL 抗体 (Denosumab) は新たな骨

粗鬆症治療薬として臨床応用されている。一方、T 細胞由来

の RANKL は破骨細胞の形成に寄与しないが、その役割につ

いても言及され、免疫抑制細胞をがん微小環境で誘導すると

の仮説を述べられた。さらに破骨細胞前駆細胞の性状につい

ても触れられ、血流中を流れる前駆細胞が骨吸収刺激にとも

第455 回大学院セミナー開催

第456 回大学院セミナー開催

織間隙の画像上での特定、各組織間隙に含まれる解剖学的構

造、これらより生じる病変の鑑別診断の進め方と、臨床医が

用いる頸三角が対応する組織間隙について説明をいただい

た。

質疑においては、医科に対する口腔外科領域の特徴や悪性

腫瘍の取り扱いに関して活発な議論が行われた。臨床および

研究において活躍する本学の大学院生のみならず、本学に勤

務する歯科医師にとっても大変有意義な時間となった。

ない骨組織に遊走して破骨細胞に分化することを示された。

また、長年の研究者人生から導き出した、研究を円滑に進め

るコツについてもお話しいただき、大学院生のみならず若手

研究者にとっても極めて有意義なセミナーとなった。

◀講演される尾尻先生

▲講演される高橋先生
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◀講演される南嶋先生

2019 年 12 月 18 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 457 回大学院セミナーが顎骨疾

患プロジェクト（若手サイエンスアカデミー企画）と共催で開

催された。今回は群馬大学大学院医学系研究科生化学講座教

授の南嶋洋司先生をお招きして、「低酸素応答の分子メカニ

ズムから、その臨床応用まで」と題して講演をいただいた。

我々のように個体の生存に酸素が必要な細胞は、どのよう

にして酸素濃度を『感知』しているのだろうか？　また、低

酸素環境に対してどのように『適応』しているのだろうか？　

長年の疑問への答えは、Gregg Semenza のグループによる

① 転 写 因 子 HIF (hypoxia-inducible factor) の 発 見、Peter 

第457 回大学院セミナー開催

Ratcliffe や Bill Kaelin のグループによる②癌抑制遺伝子 VHL

がコードするユビキチンリガーゼ pVHL によって HIF のα-

サブユニット (HIFα) がプロテアソームでの分解へと導かれ

ることの発見、さらに、③その HIFαのユビキチン依存的蛋

白分解には、プロリン水酸化酵素 PHD による HIFα上のあ

る特定のプロリン残基の水酸化が必要であることの発見、こ

の３つの発見が突破口となって解明され、Gregg、Peter、

Bill の３人はその功績を称えられて本年のノーベル医学・生

理学賞を受賞するに至った。今回は、この低酸素応答の分子

メカニズムと、我々の病気の治療へと応用する試みについて

お話しいただき、有意義なセミナーとなった。
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2019 年 12 月 10 日（火）から 11 日（水）まで、中国の中華

口腔医学会民営専門委員会に所属する歯科医師 21 名が本学

を来訪した。中華口腔医学会民営専門委員会とは、会員

20,000 名の歯科医師が所属する中国の学術組織で、今回は

その中の口腔医療分科会のメンバーが来訪した。20 年前に

留学生として本学大学院歯科理工学講座で学ばれた劉 佳先

生もその一員として来訪された。

10 日は、クラウンブリッジ補綴学講座の佐藤 亨教授による

審美歯科についての講義を聴講し、新館での授業見学、解剖

標本室見学を行った。11 日は、水道橋病院の歯科麻酔科、

補綴科、保存科を見学した。その後行われた井出吉信学長と

の面会では、井出学長と中華口腔医学会民営口腔医療分科会

会長の賀 周先生よりご挨拶をいただき、中国における歯科診

療に関する意見交換が活発に行われた。

中華口腔医学会民営専門委員会の来訪

▲参加者全員の集合写真

▲佐藤教授による講義の様子 ▲約 25年前劉先生が大学院生時代に開催された学長主催パーティー（前列右か
ら３番目）
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この度、2018 年９月１日から 2019 年 11 月 30 日までの

１年３か月、カナダ・オンタリオ州にあるトロント大学歯学部

（Faculty of Dentistry, University of Toronto： 以 下 UofT 

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いたします。

出張先であるトロントは、五大湖の１つであるオンタリオ湖

に面したカナダ最大の都市です。近年の移民政策から人口が

急増しており、シカゴを超える北米で屈指の都市となっていま

す。日本でトロントといえば「ナイアガラの滝に行く際に寄る場

所」、「羽生結弦選手の拠点」として認識されている方が多い

のですが、実は毎年 3,500 人以上の若い日本人がワーキング

ホリデーを利用してトロントに長期滞在しています。北米４大

プロスポーツリーグのうち３つの本拠地もあり、昨シーズンの

NBA で「トロント・ラプターズ」が初優勝した時には街は狂喜

乱舞となり、月曜日の優勝パレードに 200 万人以上が集まる

など、非常に魅力のある街です（この時トロント大学の全職員

には、仕事を休んでも怒らないで OK をするよう一斉メールが

配信されました）。

UofT Dentistry はそんなトロント中心地にあり、世界最高峰

の小児専門病院である「SickKids」をはじめとする多数の病院

が立ち並ぶ中にあります。お世話になったのは、細胞外マト

リックス研究の権威として知られている Christopher McCulloch

教授の研究室です。研究室メンバーは移民大国カナダを表す

かのように、純粋なカナダ人は McCulloch 教授のみで、イン

ド、香港、中国、ポルトガル、ポーランド、ウクライナ、イラ

ンからの人達とその２世で構成され、まさにダイバーシティ研

究室でした。その中で私は、McCulloch 教授と Pamela Arora

先生に研究指導をしていただき、３人のチームを組んで研究

を行いました。チームの研究テーマは、線維芽細胞に存在す

る Flightless I と IQGAP1 という２つのタンパク質の相互作用

と、それによる線維芽細胞の動態・機能への影響を明らかに

することでした。研究はうまくいかないことも多かったのです

が、２人の適切な指導により、蛍光免疫染色、共免疫沈降

法、質量分析法などを用いた良好なデータも得られ、2019 年

内に論文を投稿することができました。

学生教育の面では「Summer Student Program」という学

生研究プログラムに関わることができました。これは、研究に

興味のある歯学部学生が夏休みの期間に研究をして発表をし、

すばらしい発表をした学生には IADR などの国際学会での発表

と滞在費を支給するという、興味深いプログラムでした。私は

Arora 先生と一緒に、歯学部１年の Ajay Plaha 君の研究指導

に携りました。彼は夏休みの大半を削って研究に取り組んだ結

果、見事２位に輝き、2020 年４月にカナダのマニトバ州にて

開催される国際学会にて発表することになりました。UofT 

Dentistry 学生の研究への興味と情熱を間近に感じることがで

き、大いに刺激を受けました。

研究はもちろんですが、それ以外にも長期出張でなければで

きない多くの貴重な経験をすることができました。この経験を

今後の研究、教育に有効活用できるよう努めて参ります。この

ような長期出張の機会を与えていただきましたことを井出吉信

学長はじめ諸先生方に厚く御礼申し上げます。また、同じ

UofT Dentistry に留学されたご経験から、多大なるご支援を賜

りました井上 孝名誉教授、出張中すべての面でお力添えいた

だきました松坂賢一教授ならびに臨床検査病理学講座の皆様

に重ねて御礼申し上げます。最後に、異国での生活という不安

の中、一緒に過ごしてくれた妻と娘に感謝していることを記して

ご報告とさせていただきます。ありがとうございました。

長期海外出張報告

臨床検査病理学講座　助教　中島 啓

▲ McCulloch 教授（上段中央）と研究室のメンバー。私の送別会のために、イ
ラン人の大学院生がフォトフレームを作ってくれた時の画像。非常に嬉し
かった。

▲ UofT Dentistry 構内のパネル前で。訪問者が写真を撮って、Instagram
などの SNS に上げるために設置されている。
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令和２年武道始め開催
2020 年１月８日（水）午後６時 30 分より、水道橋校舎別

棟学生活動室・道場にて、武道系クラブ顧問・部長、関係教

職員を迎え「令和 2 年武道始め」が開催された。

関谷 凌君（第３学年、弓道部主将）の司会により、井出吉信

学長および新谷誠康柔道部顧問が挨拶を述べた後、柔道部、

少林寺拳法部、弓道部、剣道部の順に演武が披露された。

演武終了後は、参加者全員で校歌を斉唱し、滞りなく終了

した。

▲柔道部

▲弓道部

▲少林寺拳法部

▲剣道部

◀挨拶する新谷柔道部顧問
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令和２年鏡開き開催

第 1 学年 武井すみれさんが
第 92 回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技出場

2020 年１月８日（水）武道始め終了後より、水道橋校舎本

館西棟ラウンジに会場を移し、鏡開きが開催された。橋本正次

副学長が挨拶を述べた後、各クラブの主将より決意披露があ

り、それぞれ来年度のデンタルで上位入賞を宣言していた。

2020 年１月４日（土）から７日（火）、日本製紙アイスア

リーナ（北海道釧路市）にて開催された第 92 回日本学生氷上

競技選手権大会フィギュア競技アイスダンス準選手権クラス

に、武井すみれさん（第１学年）がアイススケート部を代表し

て出場した。本学入学前からのパートナーとともに、曲に合

わせ華麗なアイスダンスを披露し、見事準優勝を獲得した。

その後、佐藤 亨学生部長より乾杯の発声後、学生はそれ

ぞれ磯辺餅やきな粉餅などを頬張りながらも、時折クラブ顧

問や部長と歯学体やその他の試合に向けた対策等を話し合う

など、有意義な時間を過ごしていた。

▶挨拶する橋本副学長

▲鏡開きの様子 ▲鏡開きの様子 ▲鏡開きの様子

▲華麗なスケーティングを披露する武井さん ▲表彰式の様子
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2019 年 11 月 29 日（金）、 図 書 館 で は 図 書 館 シ ス テ ム

（iLiswave-J V2 富士通・2011 年 12 月導入）を新システムへ

と移行した。新たに導入したシステムは「iLiswave-J V3 富

士通」であり、これまでに導入したシステムとしては、５世

代目となる。今回のリプレースでは、ホームページと OPAC

（蔵書検索）の統合、検索機能の充実、スマートフォンアプリ

の展開を目標としている。今後はシステムを通じた、より良

い図書館サービスの提供を進めていきたい。

図書館システムリプレースについて

◀新しくなった図書館ホームページ

本学教員著書について
図書館では本学教員が執筆した著書（本学の教員名が標題紙に記載されているものに限る）については、特に収集に努めてお

ります。著書発刊のおりには、ご一報ください。

眞木吉信、石塚洋一 編著
エビデンスを臨床に！齲触予防マニュアル
医歯薬出版 , 2019.（デンタルハイジーン；別冊）.

下野正基、大坪邦彦編著
成人矯正に必須の歯周治療
ー適切な矯正歯科治療を行うためにー
医歯薬出版 , 2019.

予防指導・処置がどの程度効果的であったかを、臨床現場で把握することは困難です。治療
とは異なり、健康を維持するのに寄与していたかを見きわめることが難しいからこそ、予防に
は EBM（根拠に基づく医療）の実践が求められています。

本書では齲蝕予防の処置・指導について、エビデンスをふまえた推奨度順に、その知識と実
践方法をわかりやすく解説しています。個々の患者さんに適したより質の高い予防処置・指導
を行うために、齲蝕予防の指針としてご活用ください。 （石塚洋一・衛生学）

成人の約 80％が歯周疾患に罹患しているといわれるなかで、歯周疾患のリスクをもった成人の
矯正治療には、一貫した歯周治療とケアが重要です。

本書では、矯正治療と歯周治療について、（１）基礎編：「歯周組織の仕組み」「歯の移動と歯周
組織」「歯周組織にやさしい矯正力」、（２）臨床編：「歯周治療と矯正治療」「矯正治療を行う患者
への歯周治療のポイント」、（３）ケア編：「矯正治療における歯科衛生士の関わり」「歯肉の変化へ
の対応」を、きれいな写真やイラストを多用しながら、わかりやすく説明しています。

矯正治療にともなう歯周組織の変化と病変を、基礎からの目と、矯正・歯周治療の専門医の目、
そして、日本歯周病学会認定歯科衛生士の視点からしっかりと捉えており、矯正治療や歯周治療
について学ぶ学生たちに、ぜひ、読んでもらいたい一冊となっています。 （橋本貞充・生物）
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卒業研究発表会開催

東京歯科大学短期大学入試説明会開催

2019 年 11 月 21日（木）午前９時 30分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて、短期大学歯科衛生学科第１期

生である第３学年学生 48名による卒業研究発表会が開催さ

れた。本発表会は、歯科衛生士専門学校から継続して行われ

ており、短期大学としてははじめての研究発表会であった。

卒業研究は、卒業後、臨床の場に身を置いたとしても、日進

月歩の歯科医療に適切に対応できるよう、研究マインドを培

うことを目的としている。会場は、第１・２学年学生や論文

指導にあたった指導教員の先生方等、多くの関係者により埋

められた。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第３学年学生が受け持ち運営

を行った。石井拓男学長による開会の挨拶に続き、スライド

を用いた４分間の口頭発表と２分間の質疑応答が始まった。

緊張の中、各自が今まで行ってきた研究成果について懸命に

発表していた。研究テーマは基礎から臨床まで幅広い分野で

行われ、それぞれがとても興味深い内容であった。また質疑

応答では、各学年の学生を中心に内容に踏み込んだ質問が多

く出され、活発な討議がなされた。

本研究成果は、卒業研究論文集としてまとめられた。これ

は学生１人１人の努力と、東京歯科大学および短期大学の指

導教員による長時間にわたる親身な指導の結果である。終日

にわたって行われた研究発表会は、山田好秋短期大学副学長

の挨拶と総評をもって盛会裡に閉会した。

2019 年 12 月８日（日）午前 10時より、水道橋校舎本館

14階第２教室において、2020 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 33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後、歯科衛生士の業務や短期大

学の概要説明がなされた。その後、14階実習室において体

験実習が行われ、学内見学、個別相談が実施された。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、教職員が対応に

あたった。

▲卒業研究発表会の風景

▲卒業研究発表会を終えて集合写真

▲杉戸博記教学部長による参加者全体への説明



回想と抱負

16 297 号　2020年 3月 31日発行

回想と抱負 2019-2020
石川智大
歯学部１年

元号が変わり新しい時代になった今年、私は大学生活をス

タートさせました。新たな環境に順応しつつ新たな人間関係

を築いて、充実した 2019 年を過ごせたと思います。日々の

授業では、高校生の時とは異なり、歯科医師になるために必

要な専門的内容や、専門的知識の土台となる基礎科目を教わ

りました。これにより、日々の勉強が将来に直結するという

感覚を実感できたと思います。とはいえ、歯科医師になるた

めの道のりは始まったばかりであり、2020 年になり学年が

変われば、より専門的なことを学んでいくこととなるため、

さらに精進していきたいです。また、年度が変われば、新入

生や編入生との新たな人間関係が築かれていくので、2020

年は今年よりも充実した日々を送りたいです。

伊藤高志
図書課

私にとって 2019 年は、人生のターニングポイントとなる

１年になりました。日本では「平成」から「令和」へと新し

い元号に移り変わったように、私自身も 30 年近く勤め上げ

た前職を退職し、「東京歯科大学」の一員として新しいス

テージに進むこととなりました。この節目となった１年を振

り返り、こうして「東京歯科大学」で無事テイクオフできた

のも、ひとえに図書課の皆さんをはじめ、関わっていただい

た方々のお陰だと、心より感謝を申し上げます。誠にありが

とうございました。

2020 年は、東京で再び開催されるオリンピックイヤーで

はございますが、本学にとっても新しい千葉歯科医療セン

ター構築の１年です。私も微力ではございますが、今までの

経験を基に現場の皆さんと一丸となって、よりよいシステム

を構築するように全身全霊で取り組んでいく所存です。

浦井俊夫
法人事務局経理部長

「ワ～ッ！！」歓声と大きな拍手に包まれて、上皇陛下御

夫妻が、サントリーホールの２階席に入って来られました。

2019 年８月、『ウエストサイド・ストーリー』で知られる

世界的指揮者レナード・バーンスタインが、1990 年札幌で

創設した国際教育音楽祭の東京公演。世界的な音楽家を教授

陣に、世界中から集まる若手音楽家を育成する教育プログラ

ムで、毎年夏の１か月間、各国の若者たちが切磋琢磨し、国

際交流を深め、掛替えのない経験を胸に旅立つ、その集大成

のコンサートです。今回の公演はゲルギエフが指揮を執りま

した。その繊細で瑞々しい演奏に、会場全体が大きな感動の

輪で包まれました。若者が成長する姿を目の当たりにし、同

じ空気を吸って、共に感動する。何物にも代えがたい時間で

す。オリンピックイヤーの 2020 年も素晴らしい出会いがあ

ることを願っています。

尾谷始子
千葉歯科医療センター 歯科衛生士長

平成から令和になった昨年、千葉ではようやく新センター

に向けて運営委員会が立ち上がりました。１月から基礎工事

が始まります。私はこれまで歯科衛生士として千葉病院開院

から勤務してきました。お陰様で充実した環境のもと、多く

の患者さんとかかわることができ、大変やりがいのある歯科

衛生士人生を送ることができました。これから新センターの

スタッフといろいろなことを決めていかなければなりませ

ん。いずれにしても、来院するすべての患者さんが口腔内の

健康をとおして QOL の向上が図れるように、また、歯科衛

生士にとってやりがいのある充実した環境である新センター

になって欲しいと思います。すてきなセンターができるよう

に、全力でもうひと頑張りしたいと思います。

菅野亜紀
短期大学講師

2019 年は短期大学開学以来はじめて３学年が揃い、14

階がさらに賑やかになりました。2020 年は短期大学初の卒

業生が輩出されるとともに、４月から専攻科が開学して、新

たな進路の選択も可能となります。短期大学の歯科衛生士教

育の発展に少しでも貢献できるよう努めていきたいと思いま

す。

個人的には 2019 年は科研費が採択され、喜びつつも成果

をあげる苦しさも改めて感じた年でした。大学院以来、久し

ぶりに動物にも触れ、さまざまな実験を経験する機会にも恵

まれました。2020 年は月日に自身が流されないよう、１日

１日を大切にして、ステップアップを目指していきたいと思

います。2020 年もどうぞよろしくお願いいたします。

倉田 裕
内部監査室

2019 年は平成から令和へと時代が移り、清新な気分が漲

る１年でした。明けて 2020 年は本学が 130 周年という節

目を迎える年であるとともに、56 年ぶりに東京でオリン

ピックが開かれる年でもあります。次の 140 周年に向けて、

本学が新たなスタートを切るにふさわしい年となることで
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しょう。加えて、私立学校の規範である改正後の私立学校法

が４月から施行されます。透明性やガバナンスを重視した、

新たな視点からの学校法人運営が必要となります。わが国に

おける歯科医学教育の黎明期から継続してきた先駆的役割

を、本学が引き続き果たしていくことが期待されます。私事

ですが、継続雇用期間満了により、この３月末をもって退職

します。４月以降は、融通無碍に生きる幼い孫娘を手本とし

て過ごしたいと思います。４年間の在職中に賜ったご厚誼に

感謝申し上げます。

栗原絹枝
オーラルメディシン・口腔外科学講座

出向先から市川へ戻ってきた翌年、2019 年は助教とな

り、責任ある立場として勤務した最初の１年でした。大学病

院の責務である教育、臨床、研究として、学生や研修医の教

育、大学院生の研究指導を行う一方、当院泌尿器科の協力を

得て、腎移植患者の周術期口腔機能管理における前向き臨床

研究を開始しました。また、全身麻酔手術を受ける患者の周

術期口腔機能管理では、医科から依頼を受けた後、当科で治

療計画を立て、地域歯科医療機関と積極的な連携を行うとい

う地域中核病院としての地域連携の推進に携わりました。私

事としては、がん治療認定医や化学療法指導医の資格も取得

しました。「令和」という新しい時代が明け、非常に充実し

た１年でしたが、2020 年は少し肩の力を抜き、広い視野で

他科、多職種の方々と one team となって市川総合病院の発

展に貢献したいと思います。

酒井 遼
パーシャルデンチャー補綴学講座

大学院を卒業し新しい気持ちで迎えた 2019 年は、私に

とって感謝の年でありました。４月からは助教と補綴科副医

局長の職に就かせていただきました。新しい役職の仕事は大

変やりがいがあり、不安と緊張のなかでも充実した毎日を送

ることができました。しかし、自分自身の至らない点から関

係各所の方々にご迷惑をおかけしてしまったこともあり、そ

の点は大いに反省をしています。いろいろな方々への感謝の

気持ちが尽きない…そんな 2019 年でした。

2020 年も、周りの多くの方々への感謝の気持ちを忘れず

に仕事に取り組みつつ、ここ数年おざなりになっていたプラ

イベートも充実させたいと思います。

佐藤慶一
大学庶務課庶務係

2019 年は３月に結婚、４月からは大学庶務課への異動と

公私共に変化が大きく、忙しい１年でした。庶務課では想像

以上の多岐にわたる業務に驚かされましたが、幅広い業務を

経験することで能力の幅も広がってきたと感じています。

2020 年は、庶務課でのほとんどの業務が２度目となりま

す。去年の反省点や失敗の原因を正しく理解し、改善すると

同時に、さらに効率的に業務を遂行できるように、業務提案

も含め、業務の質の向上に努めていきます。また自身のスキ

ルアップのために、資格取得やセミナー参加にも積極的に挑

戦していきたいと考えています。

公私共に充実した日々を過ごせるよう、精進していきます

ので、ご指導ご鞭撻の程、お願い申し上げます。

柴尾裕加里
すがの訪問看護ステーション 所長

東京歯科大学すがの訪問看護ステーションは 2019 年６月

に開設しました。東京歯科大学市川総合病院をはじめ地域の

関係者から期待のお声をいただき、順調に利用者が増加して

います。

私は以前より地域看護、家族看護に興味があったので、訪

問看護ステーションの活動はやる気と期待に満ち溢れていま

した。しかし実際は今まで経験したことがない試練の日々で

した。訪問看護は限られた曜日、時間でしか利用者さんを看

ていくことができません。その中で何をどう整えていけば安

心して生活することができるのか。「生活によりそう看護」

の難しさと大切さを改めて実感した１年でした。日々起きる

問題をスタッフみんなで真剣に悩み考え取り組んでいく中

で、利用者さんとそのご家族の笑顔が見られた瞬間、看護師

としてのやりがい、訪問看護師としての使命を感じることが

できました。

2020 年はすがの訪問看護ステーションの理念である「あ

なたらしさにより添う看護」が提供できるよう更に看護の質

を向上していきたいと思っています。また東京歯科大学にお

ける学生教育の拠点の１つとしての役割を担っていけるよ

う、教育機関としての整備を構築していく所存であります。

関矢日向子
歯学部５年

平成から令和へ、学生生活は机上から臨床へ、自らを真剣

に考える１年でした。総合試験、CBT、OSCE 等、４年間の

集大成の試験勉強と並行し、３月にはスキー部門の主管校と

してデンタル運営に携わりました。学業との両立、運営の責

任、すべての要望を取り入れる難しさ、伝統ある大会の成功

はかけがえのない思い出となりました。仲が悪いと言われる

ほど忌憚なく言いあえる同期は宝物です。

４月からの登院実習は新しい発見の連続で、毎日が刺激的

です。先生方のきめ細やかなご指導のおかげで４年間学んだ

ことの理解がさらに深まり、実際の臨床と知識の結びつきが

強固になりました。日々患者さんに触れることで、２年後に

働く自覚が強く芽生え、幼少より憧れの父の背中やお世話に

なった心映えある矯正医の先生のように、どんな歯科医師に
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なりたいのか、何を勉強していきたいのか、自分と向き合い

真剣に悩んだ１年でした。2020 年はいよいよ最高学年。国

家試験に向けた毎日です。悔いのないよう思いきり真摯に取

り組みたいと思います。

寶崎 桜
短期大学１年

2019 年は、短期大学に入学し新しい環境での生活が始ま

りました。通学時間が高校時代に比べて長くなり、勉強も高

校の時の内容と大きく変わり、専門的な知識と実習を学ぶ

日々です。科目数が多く、90 分授業についていくのが大変

だと感じることもありますが、自分が興味のある分野につい

て学べるので楽しく授業を受けることができています。また

私は弓道部に所属しており、短期大学の先輩や歯学部学生と

の繋がりを多く持つことができました。

2020 年は、昨年に引き続き同じ目標に向かうクラスの友

人と共に勉学に励み、部活も楽しみながら充実した学生生活

を送りたいと考えます。そして、２年生に進級すると相互実

習、臨床実習が始まるので、より一層力を入れて１年を過ご

していきたいです。

武井優佑
口腔科学研究センター

新社会人１年目である 2019 年は、業務内容はもちろんの

こと、社会人としての立ち振る舞い、マナー等の数多くのこ

とを学びました。入職してから９か月、多くの学びを得られ

ましたのも、また無事新年を迎えられましたのも、周りの皆

様のご支援の賜物と心より感謝しております。

日々を過ごしていく中で、漠然とした不安に襲われること

もありました。しかし、先のことを考えすぎるのではなく、

目の前のことから確実にこなし、自身の実力を伸ばすことが

重要であると考えております。2020 年もまずは、目の前の

ことから確実にこなし、実力をつけて職務を全うできるよう

頑張りますので、皆様、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

富田敦子
教務課

教務課３年目となる 2019 年は、私にとって経験を積むこ

とで仕事の幅が広がりとても充実した年でした。入学から卒

業までトータルに学生と関わることができるのが教務課の魅

力です。中でも現在担当しているさいかち坂校舎は、１・２

年専用の校舎のため、学生との距離が近く成長が間近に感じ

られます。１・２年生では幼く感じた学生も、上級生になる

と新館で見かけるごとに落ち着いた雰囲気になっていきま

す。歯科医師になるという自覚が芽生え日々勉強に励んでい

るだけでなく、教職員みんなが One Team で国家試験合格

に向けて努力している成果だと思います。2020 年は東京歯

科大学の 130 周年、そして東京オリンピックも開催されま

す。記念すべきこれからの１年がとても楽しみです。

中島純子
老年歯科補綴学講座

本学に着任した 2019 年は、得ることが多い１年でした。

この 10 年以上医科大学の歯科口腔外科に所属し、口腔外科

や摂食嚥下、顎補綴に携わっておりましたので、久しぶりの

補綴科復帰となりました。歯科大学、大学病院補綴科に求め

られる職務の責任を感じると同時に多くの刺激を受け、学び

続けることの重要性を改めて痛感しています。また、講座や

市川病院のスタッフの温かいサポートが大変心強く、心から

感謝をしております。

2020 年、今年も学ばなくてはならないことに次々と直面

する日々だと思います。新しく得ること、改めて挑戦するこ

と、それらに私のこれまでの経験を活かして、自分ならでは

の貢献ができればと思っております。どうぞ、よろしくお願

い申し上げます。

橋本尚呂子
法人事務局庶務課

“One for All, All for One”  明らかに体格やパワーに差のあ

る相手にも、気負うことなく立ち向かう選手たちの強さは、個

人に与えられた役割を果たすため、そしてトライに繋げるとい

う、チーム目的のためです。サッカー高校選手権、24 年ぶり

に私の地元・静岡県代表が優勝しました。決勝前半に２点のビ

ハインドがあったにもかかわらず、試合終了残り５分で、セット

プレーから逆転決勝弾を決めました。チーム全員が最後まで

諦めず、攻め続ける姿勢に、感動しました。

組織の中で働く一職員として、自らの役割を明確にし、また、

限られた時間内で、いかに中身の濃いものとするかを目標に、

今年も多くの方のお力添えをいただきながら、努力してまいり

ます。

引間彩乃
水道橋病院庶務課

2019 年は、入職して２年目となる年でした。２年間を振

り返ると、昨年は失敗ばかりで「もう逃げ出してしまいたい

…」と思うことが多かったのですが、今年はたくさんの方に

助けていただきながら少しだけ気持ちに余裕を持って業務に

取り組めたかなと感じています。来年は今までの業務をしっ

かりとこなしながら、新しい業務にもチャレンジしていけた

らなと思います。プライベートでは、ジムに通い始めまし

た。通い始めればきっと体も引き締まってくるだろうと思っ

ていましたが、帰りに必ずコンビニに立ち寄り、ご褒美のお

菓子を買ってしまうので今のところまだ効果は出ていませ

ん。来年こそは割れた腹筋を手に入れたいと思います。
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三浦慶奈
口腔健康科学講座 摂食嚥下リハビリテーション研究室 大学院３年

2019 年に大学院３年目に突入しました。この１年を振り

返ると、入局してから少しずつ知識と技量を身につけてきた

“ 自信 ” と、まだまだ未熟である自分自身に “ 焦り ” が入り

交ざり、研究でも診療でも葛藤した年でした。私が憧れる人

物像は、好きなゾンビ映画にでてくる主人公のように強さ

と、優しさと、決断力と、応用力があり、どんな世界でも生

き残れるような人でしたが、研究に疲れて鏡に映るのはゾン

ビのような私でした。しかし 2020 年は大学院４年生になる

ため今一度気を引き締め、憧れの人物に近づけるよう ” 人格

の陶冶 “ に努め、４年間の研究の集大成とこれからの診療へ

つなげていきたいと思います。

山本恵史
薬理学講座

2020 年１月より講座幹事を拝命いたしました。2019 年

は単に講座の一員として勤めて参りましたが、前任の高橋先

生から多くの引き継ぎ資料を受け取るなかで、資料の量より

も圧倒的に大きな責任感が渡され、同時に心地いい使命感を

感じました。薬理学講座は笠原正貴教授のもと、新たに作り

上げている最中の若い講座であると自覚しています。ドラマ

「グランメゾン東京」において、笠原教授がシェフ・ド・

キュイジーヌ（総料理長）であるならば、私はスー・シェフで

ある木村拓哉さんのような中核をなす人材になり、グランメ

ゾン東京もとい薬理学講座を講座幹事として三つ星にすべく

尽力する飛躍の年にしたいと思います。

若槻瑞穂
水道橋病院庶務課

2019 年は私にとって変化の年でした。初めての上京、初

めての１人暮らし、そして新社会人となり入職と、毎日が新

しいことの連続であり、瞬く間に時が過ぎていったように思

います。新しい環境の中で、生活も仕事も頑張ることは非常

に大変なことでした。満員電車に耐え切れず途中下車した

り、時には黒焦げのおかずを食べたりもしました。上手くい

かないことばかりでくじけそうにもなりましたが、周囲の

方々の支えがあって、なんとかやっていくことができまし

た。感謝申し上げます。

入職して９か月、生活も仕事も少しずつではありますが慣

れてきました。今年は社会人２年目になる年ですので、落ち

着きをもって、１つ１つのことを着実にこなしていきたいと

思います。2020 年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい

たします。
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人物往来

国内見学者来校

海外出張

水道橋校舎・水道橋病院

■文京学院大学（学生 117 名、引率教員 4 名）

2019 年 11 月 1 日（金）、8 日（金）　解剖学実習室、標本室

見学

■東京歯科大学同窓会

2019 年 11 月 4 日（月）　水道橋校舎本館、西棟ラウンジ、

新館、水道橋病院、さいかち坂校舎見学

■旭川歯科学院専門学校（学生 32 名、引率教員 2 名）

2019 年 11 月 13 日（水）　標本室、水道橋病院、短期大学

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

2019 年 12 月 24 日（火）、25 日（水）　解剖学実習室見学

市川総合病院

■千葉県眼科医会（医師 20 名）

2019 年 11 月 21 日（木）　眼科外来、眼科病棟、手術室、

角膜センター

■香港大学（学生 3 名）

2019 年 12 月 18 日（水）　市川総合病院各診療科

■齋藤 淳教授、今村健太郎講師、吉田 航大学院生（歯周病

学）

American Academy of Periodontology 105th Annual 

Meeting で の 発 表 の た め、11 月 1 日（金） か ら 11 月 7 日

（木） までアメリカ・シカゴへ出張。

■島﨑 潤教授（市病・眼科）

Hong Kong Ocular Surface Workshop 2019 での講演のた

め、11 月 4 日（月） から 11 月 6 日（水） まで中国・香港へ出

張。

■瀧川 穣講師（市病・外科）

Annual Meeting 2019 of American Pancreatic Association

での発表のため、11 月 6 日（水） から 11 月 10 日（日） まで

アメリカ・ハワイへ出張。

■坂本輝雄講師（歯科矯正学）

The 9th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial 

Congress 2019 and 12th Annual Meeting of THAICLEFT で

の発表のため、11 月 10 日（日） から 11 月 14 日（木） まで

タイ・コーンケーンへ出張。

■山口剛史講師（市病・眼科）

The 15th International Ocular Inflammation Society 

Congress and 5th Assembly of Ocular Inflammation Society

への出席および、角膜炎のシンポジウムでの招待講演発表の

ため、11 月 13 日（水） から 11 月 17 日（日） まで台湾・高

雄へ出張。

■鈴木 昌教授（市病・救急科）

米国心臓学会蘇生科学シンポジウムへの出席および研究打ち

合わせのため、11 月 15 日（金） から 11 月 19 日（火） まで

アメリカ・フィラデルフィアへ出張。

■海苔 聡助教（市病・整形外科）

The Cervical Spine Research Society’s 47th Annual Meeting

での発表のため、11 月 20 日（水） から 11 月 25 日（月） ま

でアメリカ・ニューヨークへ出張。

■平山雅敏助教（市病・眼科）

Xiamen Winter Symposium への参加、講演のため、11 月

23 日（土） から 11 月 24 日（日） まで中国・廈門へ出張。

■小鹿恭太郎講師（市病・麻酔科）、渡邊 章講師、成田真人

講師（口腔顎顔面外科学）

口唇口蓋裂など先天性異常児の医療援助のため、11 月 24

日（日） から 12 月 1 日（日） までベトナム・ホーチミンへ出

張。

■武田友孝教授（口腔健康科学）

ト ゥ ル ク 大 学 と 研 究 打 ち 合 わ せ な ら び に 1st European 

Association for Sports Dentistry2019 にて講演および、フラ

ンス国立スポーツ医科学研究所の見学のため、11 月 25 日

（月） から 12 月 3 日（火） までフィンランド・ヘルシンキ、

フランス・パリへ出張。
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■後藤多津子教授（歯科放射線学）

第 67 回 JADR 総会・学術大会および、第 4 回 IADR APR 学

術大会への参加のため、11 月 26 日（火） から 12 月 2 日

（月） までオーストラリア・ブリスベンへ出張。

■澁川義幸教授、木村麻記講師（生理学）

4th Meeting of the International Association for Dental 

Research での発表のため、11 月 26 日（火） から 11 月 28

日（木） までオーストラリア・ブリスベンへ出張。

■石原和幸教授（微生物学）

4th Meeting of the International Association for Dental 

Research での発表および、JADR 評議委員会参加のため、

11 月 27 日（水） か ら 11 月 30 日（土） ま で オ ー ス ト ラ リ

ア・ブリスベンへ出張。

■中川 健教授（市病・泌尿器科）

経済産業省委託技術協力活用型・新興国市場開拓事業「イン

ドネシア泌尿器腹腔鏡普及促進事業」における専門家として

CiptoMangunkusmo 病院で現地泌尿器科医師に対して講義

と臨床指導のため、11 月 28 日（木） から 12 月 1 日（日） ま

でインドネシア・ジャカルタへ出張。

■一戸達也教授（歯科麻酔学）

中国歯科学会、鎮静・鎮痛学会における講演のため、11 月

29 日（金） から 12 月 2 日（月） まで中国・北京へ出張。

■島﨑 潤教授（市病・眼科）

インド角膜学会への参加のため、12 月 12 日（木） から 12

月 16 日（月） までインド・クマラコムへ出張。

■山口剛史講師（市病・眼科）

Ophthalmological Society of Taiwan での講演のため、12 月

12 日（木） から 12 月 15 日（日） まで台湾・台北へ出張。

■阿部伸一教授（解剖学）

台北医学大学 4 年生へのインプラント解剖学の講義のため、

12 月 15 日（日） から 12 月 16 日（月） まで台湾・台北へ出

張。
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大学日誌

2019 年 11 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

1 金
短大 3 年生臨床・臨地実習Ⅲ期終了

［防火・防災安全自主点検日］

2 土

3 日
文化の日
高架水槽工事断水（本館）

4 月 文化の日　振替休日

5 火
水病感染予防対策チーム委員会
保健安全管理委員会

6 水
短大振替授業（月曜日分）
解剖慰霊祭、水病薬事委員会

臨床検査運営委員会
リスクマネージャー・ICT 会議
教職員インフルエンザワクチン接種日

7 木
大学・水道橋病院内部監査
振替授業（月曜日分）
大学院セミナー

感染制御委員会
内視鏡室委員会
手術室運営委員会
プログラム委員会

カルテ指導委員会

8 金 教職員インフルエンザワクチン予防接種

9 土 推薦入学選考、帰国子女・留学生特別選抜

10 日

11 月
公認会計士中間監査（水道橋）（〜11/12）
短大教授会

薬事委員会
市川リレーションシップカンファレンス

12 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会
人事委員会、図書事務連絡会

緩和ケア委員会
診療材料検討委員会
地域連携委員会

教職員インフルエンザワクチン接種日

13 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
水病リスクマネージメント部会
教職員インフルエンザワクチン予防接種

救急委員会
ICU 運営委員会
CPC

公認会計士中間監査（千葉）

14 木
公認会計士中間監査（〜11/15）
脳卒中センター運営会議
治験・倫理審査委員会

15 金
倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
NST カンファレンス
栄養管理委員会

16 土 患者サロン

17 日 短大推薦入学選考、短大教授会（臨時）

18 月
学生部（課）協議会
臨床教育委員会

市川総合病院内部監査
医療安全管理委員会

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

19 火 図書委員会 緩和ケア委員会

20 水
公認会計士中間監査（水道橋）（〜11/21）
国際交流部運営委員会

［機器等安全自主点検日］

褥瘡対策委員会
輸血療法委員会

21 木

短大 3 年生卒業研究発表会
課長会、TDC ビル協議会
水病診療録指導委員会
水病医療安全委員会・感染予防対策委員会
水病個人情報保護委員会・病院運営会議

図書委員会
衛生委員会

業務連絡会

22 金
第 720 回理事会
第 250 回評議員会

がん薬物療法小委員会
業務改善委員会

23 土 勤労感謝の日

24 日 計画停電（本館）

25 月 キャンサーボード
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2019 年 12 月

26 火

医療監視
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
緩和ケア委員会

千葉歯科医療センター内部監査

27 水
水病業務連絡会、教養科目協議会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会

糖尿病教室
糖尿病カンファレンス

28 木
5 年生全体集合
水病教職員研修会

部長会
管理診療委員会
研修管理委員会

医療連携協議会

29 金
法人・収益事業・短大内部監査
教務部協議会、水病研修歯科医全体集合

30 土 修学指導関係者・父兄個別面談会

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

1 日

2 月
短大前期追・再試験（〜12/24）
短大教授会、臨床教育委員会

［防火・防災安全自主点検日］

3 火

第 4 回東歯学会理事会
水病感染予防対策チーム委員会
水病教職員研修会（ビデオ上映）
保健安全管理委員会

緩和ケア委員会

4 水
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
水病薬事委員会

臨床検査運営委員会
リスクマネージャー・ICT 会議
臨床検査部運営委員会

5 木 短期大学実地調査
後期健康診断、後期健康診断
感染制御委員会、プログラム委員会

カルテ指導委員会

6 金 後期健康診断、後期健康診断

7 土

8 日 短大オープンキャンパス、一般入試説明会

9 月

10 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会
人事委員会、図書事務連絡会
水病給食委員会

後期健康診断、後期健康診断
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

11 水
第 3 回目 HB ワクチン接種
水病リスクマネージメント部会

救急委員会
ICU 運営委員会

12 木
午後のリサイタル
手術室運営委員会

13 金
一般（Ⅰ期）、センター（Ⅰ期）願書受付開始（〜1/24）
倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会

診療報酬研修会

14 土

15 日

16 月
短期大学実地調査
学生部（課）協議会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
医療安全管理委員会

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
研修管理小部会
医療連携委員会

17 火
水病褥瘡対策委員会
国際交流部運営委員会

BLS 講習会
緩和ケア委員会

18 水
短期大学内部監査
大学院セミナー

糖尿病教室
糖尿病カンファレンス
褥瘡対策委員会
地域連携委員会
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19 木

1〜4 年生前期追・再試験（〜12/24）
水病診療録指導委員会
水病医療安全委員会・感染予防対策委員会
水病個人情報保護委員会・病院運営会議

部長会、衛生委員会
災害医療特別講演会

業務連絡会

20 金
教務部協議会、第 1 回予算委員会

［機器等安全自主点検日］
NST カンファレンス
業務改善委員会

21 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス 患者サロン

22 日

23 月 キャンサーボード

24 火
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、緩和ケア委員
会

25 水
1〜4 年生冬季休暇（〜1/7）、短大冬季休暇（〜1/7）
水病業務連絡会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会

26 木 課長会、TDC ビル協議会 管理診療委員会

27 金 仕事納めの挨拶、仕事納めの会 仕事納めの挨拶 仕事納めの挨拶

28 土 仕事納め 仕事納め 仕事納め

29 日 高架水槽工事断水、年末年始休業（〜1/5）

30 月

31 火

2020 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

1 水
元日
年末年始休業（〜1/5）
1〜4 年生冬季休暇（〜1/7）、短大冬季休暇（〜1/7）

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月
仕事始め、4 年生総合学力試験
仕事始めの挨拶、短大教授会

［防火・防災安全自主点検日］

仕事始め
仕事始めの挨拶

仕事始め
仕事始めの挨拶

7 火
6 年生第 4 回総合学力試験（〜1/8）
5 年生全体集合
保健安全管理委員会

緩和ケア委員会
プログラム委員会

8 水

1〜4 年生授業再開、短大 1 年生後期授業再開
短大 2 年生臨床・臨地実習Ⅰ期再開
水病感染予防対策チーム委員会
令和 2 年武道始め・鏡開き

救急委員会
臨床検査運営委員会
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

9 木
水病リスクマネージメント部会
水病薬事委員会

感染制御委員会
手術室運営委員会
治験・倫理審査委員会

カルテ指導委員会

10 金 臨床教授連絡会、講座主任教授会、人事委員会 感染予防対策講演会

11 土
水病第 38 回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク
ショップ─指導歯科医講習会─（〜1/12）

12 日

13 月 成人の日

14 火 図書事務連絡会
緩和ケア委員会、地域連携委員会
診療材料検討委員会

15 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
水病第 2 回地域医療連携委員会・懇親会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

褥瘡対策委員会
輸血療法委員会
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16 木
水病診療録指導委員会
水病医療安全委員会・感染予防対策委員会
水病個人情報保護委員会・病院運営会議

脳卒中センター運営会議
災害対策委員会
病院機能評価キックオフ講演会

17 金 倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会

18 土 大学入試センター試験（〜1/19） 患者サロン

19 日 専攻科入学試験（Ⅱ期）

20 月
水病東京都 HIV・エイズ診療従事者臨床研修（歯科）

［機器等安全自主点検日］
医療安全管理委員会

21 火

水病東京都 HIV・エイズ診療従事者臨床研修（歯科）
立入検査（東京都福祉保健局）
図書委員会、大学院セミナー
国際交流部運営委員会

緩和ケア委員会

22 水
水病業務連絡会
教養科目協議会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会

糖尿病教室、糖尿病カンファレンス
保険診療検討委員会
DPC 症例検討委員会

23 木
課長会、TDC ビル協議会
水病教職員研修会

部長会、衛生委員会

24 金
栄養管理委員会、NST カンファレンス
がん薬物療法小委員会
業務改善委員会

25 土

26 日

27 月
薬事委員会
キャンサーボード
市川リレーションシップカンファレンス

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

28 火
水病教職員研修会（ビデオ上映）
第 186 回歯科医学教育セミナー

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、
緩和ケア委員会

29 水

30 木
1〜4 年生後期授業終了
水病市川総合病院との医療安全相互ラウンドチェック

内視鏡室委員会
管理診療委員会

業務連絡会

31 金
1〜4 年生後期授業（予備日）
水病医療事故防止の為の相互チェック
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阿部潤也　　　井上直記　　　上田貴之
上原　彩　　　鎌田美樹　　　河合宏明
佐藤正樹　　　世木田　晋　　関根仁美
染屋智子　　　髙橋恭子　　　田島大地
多田美穂子　　橋本尚呂子　　船山雅史
正木史明　　　水島知也　　　山本美紀

橋本貞充

編集後記

　2020年。TOKYO Olympic Year。創立130周年の記念とな

る1年のスタート。東京の街と共に東京歯科大学も大きな変

化を続けていきます。

　令和の年のそれぞれの回想と抱負のなかにある、キラリと

ひかる言葉たち。みんなの思いが詰まってる。

　これからどんな人と出会うのだろう。今までとは全く違う

環境の中で、新たな人間関係を築いていくことへの期待と不

安。机上から臨床へと踏み出す前の4年間の集大成。学業と

クラブの両立の難しさ。登院の1年間、どんな歯科医師にな

りたいのか？　何を勉強したいのか？　自分と向き合って

真剣に悩む毎日があった。忌憚なくものを言い合える同期の

仲間が一生の宝物になっていく。これから、悔いのないよう

に真摯に取り組む、覚悟の1年がはじまる。

　仕事を始めた頃、新しい環境になじめなかった。満員電車

に耐えきれず、途中下車したこともあった。失敗ばかりで、

くじけそうになって、もう逃げ出だしてしまいたいって何度

も思った。それでも、何とかやってこられたのは、たくさん

のまわりの人たちの助けがあったから。だからこそ、今、少

しだけ気持ちに余裕を持って仕事に向うことができる自分

がいる。そこにあるのは感謝の思い。ジムの帰り、コンビニ

に立ち寄って手にするのは、頑張っている自分への大切なご

褒美。なりたい自分になると、そっと心に決めている。

　忙しさの中、少しずつ知識と技量を身につけたことへの自

信と、まだまだ未熟な自分に気づかされた時の焦りが交錯す

る葛藤の日々。責任ある立場になって初めて気づくことがあ

る。圧倒的に大きな責任感と使命感。強さと優しさと決断力

と応用力があり、どんな世界でも生き残れる人になれるのは

いつ？憧れの人に近づけるように人格の陶冶に努めていれ

ば、いつかきっと。多職種連携で、チーム全員が最後まで諦

めなければ、トライはできると信じてる。One for All, All 

for One!! 

　ひとそれぞれに人生のターニングポイントとなる時があ

る。やる気と期待に満ちあふれていた仕事だって、実際に始

めてみると、今まで経験したこともない試練の日々。それで

も、問題のひとつひとつを、スタッフ全員で真剣に考え、取

り組んでいく中で、確かな答えを見つけていく。ゴールにあ

るのは、患者さんと家族の溢れるほどの笑顔の瞬間。

　やりがいのある人生を送ることができたか。そっと未来の

自分に聞いてみる。その答えは、きっと、Yes ！！

 
広報・公開講座部長：橋本貞充

東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（2020年2月現在）

 

1890年から130年の時が流れ、大きな変革のなか、東京歯科大学は、
これからも、水道橋畔に建ち続けます。

鏡開きの会。ちょっと甘いきな粉餅。お汁粉？ぜんざい？磯辺巻き。
大根おろしをたっぷりのせたからみ餅。

令和2年1月8日、武道始めの日。別棟の道場。柔道、剣道、少林寺拳法、
そして弓道部。選ばれた学生たちの、ちょっと緊張した演武。

第295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。
2頁　第51回全日本歯学学生総合体育大会開催
入賞部門＜個人戦＞
弓道部　優勝　髙橋彩音　→　髙橋綾音
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