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2005年4・5月 

213号
本号の主な内容

・平成17年度東京歯科大学入学式
・法人評議員の改選
・平成17年度新入生学外セミナー開講

・平成 17年度大学院新入生学外総合
セミナー開講
・訃報 草野重行教授ご逝去
・平成17年度東京歯科大学歯科衛生士
専門学校入学式
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■平成17年度東京歯科大学入学式挙行


平成17年度東京歯科大学入学式は、平成17年4月

5日（火）午後1時から、井上 裕理事長、金子 譲

学長以下法人役員、大学役職者、教職員、父兄

会及び同窓会役員、さらに新入生保護者多数が

臨席する中、千葉校舎講堂において挙行された。

式は、本学管弦楽部及び混声合唱部の部員、

OBによる校歌演奏・合唱に続いて平井義人学生

部長の開式の辞で始まり、国家を斉唱した後、

井出吉信学監の呼名により新入生128名並びに

第2学年に編入となる学士編入者3名が紹介され

た。

次いで金子学長が訓示を、井上理事長が祝辞

をそれぞれ述べられた。続いて新入生代表の

河野由貴さんが力強く宣誓し、金子学長が新入

生代表の 田 彩さんのスーツ左襟に徽章を着装

された。最後に出席者一同で校歌を斉唱し、入

学式を滞りなく終了した。式後、小田 豊教務部長

により来賓及び列席した教員の紹介が行われた。

入学式終了後、新入生及び学士編入者は、学

年・クラス毎に教養棟の各教室に分かれ、クラ

ス主任、副主任と対面し、またお互いに自己紹介

をするなど、晴れて学生生活をスタートさせた。

なお、入学式に先立ち、午前10時より新入生

の保護者を対象として希望制による学内見学が

実施され、新入生のおよそ3分の1にあたる43組

の保護者が、マルチメディア対応の第1教室、臨

床基礎実習室、診察室、口腔科学研究センター、

図書館などの学内施設を見て回った。この見学

会は本年で数えて2回目の実施となるが、保護者

にとって学生生活の一端にふれる機会にもなり

好評を博していた。

訓辞を述べる金子学長：平成17年4月5日（火）、千葉
校舎講堂

祝辞を述べる井上理事長：平成17年4月5日（火）、千葉
校舎講堂

呼名され起立する新入生：平成17年4月5日（火）、千
葉校舎講堂

新入生保護者による学内施設見学：平成17年4月5日
（火）、千葉校舎
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訓　　示

東京歯科大学

学　長　金子　　譲

本日、3名の学士編入学者を含む131名の新入生を入学式式典に迎えたことを、諸君と同じように

大学も喜んでおります。諸君はこれからの東京歯科大学そして歯科界を担う大切な人材です。

東京歯科大学のルーツは、1890年明治23年に歯科医師の医育機関としてわが国最初に設立された

高山歯科医学院であり、そしてその10年後の1900年明治33年に改称して再出発した東京歯科医学院

であります。

東京歯科大学には115年という長い歴史がありますが、東京歯科大学の価値は、年数の長さとい

う物理的な単位にあるのではありません。明治というわが国が近代国家に向け、歩み始めたときか

ら大正、昭和と国の成長過程で、大学は幾多の困難に遭遇してまいりました。

しかし、時代が変遷しても変えることなく継承してきた建学の精神に基づいた教育理念によって

有為な人材育成を行ってきたことに、その価値があると私は考えます。

東京歯科大学の学風は、高山歯科医学院創立者である高山紀齋の進取の気性、開拓精神、そして

建学者血脇守之助のヒューマニティによって創られております。

諸君はこれからの6年間の中で、明日からの最初の1年で東京歯科大学の学風の大半を体得してい

ただきたい。というよりは体得するための習慣を身に付けていただきたいと思います。本日が歯科

医師としての開拓スピリットとヒューマニティを生涯求める旅の第一歩だと意識して日一日を歩ん

で下さい。

最初の1年間は、化学、生物、数学、体育、英語、文学、哲学、人類学など自然科学のみならず

人文科学の教科、つまり教養科目でカリキュラムが編成されております。

この1年間の時期とは、そうした教養科目によって、諸君が社会生活を営む上で必要な文化に関

する広い知識を得るというだけではありません。諸君がこれから人間として必要な「創造的活力」

や「心の豊かさ」、また「物事にたいする理解力」を養うために、その手段として教養科目の勉学

があるのです。わずか1年間ではありますが教養課程の時とは、諸君が人間を知り、自然を知る手

がかりとなるための準備をさせてくれる期間であります。

すでに諸君の高校までの初等教育にもこうした目標があったはずであります。しかし、諸君は今

日から歯科大学に入り歯科医師になるという明確な人生設計の端緒についたのですから、昨日の諸

君とは異なります。既に4年の大学生活を終えられた入学の皆さんも同様です。

今このときを「科学する心」と「ヒューマニズムの精神」とを得るための出発点としてください。

医療は「サイエンス アンド アート」であると表現されます。この言葉は、カナダ人でアメリカ

のジョンズ　ホプキンス大学の高名な内科教授であったウイリアム オスラーが、この言葉に託した

医療の理念であります。これを、「科学知識と技術」と訳されることがありますが、これは適切で

はないでしょう。

近年、病む臓器を診て、病む人間に目が向けられない医療、また倫理が忘れさられた医療事故な

どと医療に対して社会からの指弾も少なくありません。これらは、人間性の無い医療はごめんだと

いう国民の叫びであります。人間を大切に扱い、多様な患者の体と心のケアには「感性」が必要で

あり、この感性はアートに通じるものであります。

20世紀とくにその後半には目覚ましい科学技術の進歩がありました。これにより人類はこの時代

に、かつて比類なきほどの恩恵を享受いたしました。医学も同様であります。ともすると医学は科

学技術による診断と治療にだけ目が向きがちであったのかもしれません。このため「サイエンス ア
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ンド アート」を「知識と技術」と訳すことに同意があったことは否めません。国民は今、人間性を

復権させた医療を望んでおります。この望みは単なる思いだけではありません。インフォームド コ

ンセントなど人権に基づいた法的背景を持った要望であり、これが現在であり将来でもあります。

オスラーはアメリカ医学教育の優れた制度として、今日でも行われているレジデント制度を作り、

1917年に死去されております。この年代はロックフェラー研究所の野口英世がエクアドルに出かけ

黄熱病の病原体を発見し、米国で名声をさらに得ていたときでもあります。

一世紀前のオスラーが人間性を欠いた医学を危惧し、一世紀前の血脇守之助が「歯科医師である

前に人間たれ」と告げています。今日においても、なお医療に倫理と人間性が強く求められていま

す。こうしてみると医学には人間性が欠けやすい宿命があるのかもしれません。あるいは、病にな

ったとき如何に進歩した診断と治療でも、それが無機的であれば病人の不安は解消しないのも宿命

であるかもしれません。人間が人間を癒す。人間は人間によって癒されるのを望む。この関係が有

る限り、どのような時代にあっても医療と人間性とは普遍的な問題となります。

優れた知識技術によった診断･治療は当然であり、心を落ち着かせる医療が今後とも求められて

いきます。

諸君は、教養科目を目的をもって真剣に勉強してください。多くの本を読み、友人をつくり、ス

ポーツに文化活動にと趣味を行ってください。いずれも誠実に懸命に行ってください。こうするこ

とで、感性が磨かれ、人間性が養われていくでしょう。

さて、「サイエンスアンドアート」は「人間性に基づいた科学技術」ではいかがでしょうか。

教養課程での1年間の過ごし方に、諸君の将来の歯科医師像と諸君が行う歯科医療の行方がかか

っています。教養課程後の5年間は歯科医学の修得を通じて毎日が新しい日々となり、一気呵成に

過ぎるでしょう。また、そうあって欲しいと思います。

諸君は東京歯科大学の学生として、大学生活を大いに満喫してください。苦境に陥ったときには

大学が手助けをいたします。

最後になりましたが、平成17年度入学の新入生諸君、入学おめでとう。また、保護者の皆様あわ

せておめでとうございます。今後とも彼らの成長に力を貸してあげてください。

平成17年4月5日

祝　　辞

東京歯科大学

理事長　井上　　裕

128名の新入生の皆さん。また3名の学士編入の皆さん、厳しい入学試験に合格し、只今金子学長

から入学を許可されました。心からお祝いを申し上げたいと思います。この6年間は学業のみならず、

人間形成の6年間であり、すばらしい友人を作るときでもあろうと思います。

今、学長のお話にもありましたように、昨年の11月1日に野口英世博士の新千円札が発行されまし

た。今までの肖像画は、福沢諭吉先生をはじめ文人の方々であったわけですが、21世紀は科学の時

代ということで、本校とゆかりの深い野口英世博士が肖像画になったわけであります。皆さんご承

知の通りに清作少年は、手に火傷を負いましたが、母シカさんの愛情に支えられて手術を受け、医

学の道を志しました。本学の建学者血脇守之助先生が猪苗代を訪れた際に運命の出会いがあり、
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血脇先生を頼り東京に来て掃除や鐘を鳴らす学僕として真面目に働き、この高山歯科医学院から夜学

に通って、医師免許をとりました。筆舌では言い表せない努力があり、世界のノグチと言われる立

派な学者になったわけであります。野口博士は、「今日の私の栄光も勇気も、母の愛に負うもので

す。」と話しております。

私の好きな言葉に「1億の人に1億の母あれど、我が母に勝る母なし。」私事にわたって恐縮ですが、

私も子供の頃大腿部に大きな火傷をしました。その当時は、車も何もなく母親は私を抱いて病院に

担ぎ込み、点滴もなく水分補給のために注射をしたぐらいでしたので、治癒するまでの一ヶ月間ほ

とんど寝ずに看病して貰いました。この母の深い愛情は、私が歯科医師になった時、また政治の道

を志してからも、いつも影で私を支えてくれました。母・文は、103歳で亡くなりました。その時に

姉が詠んだ歌です。「よつの代を　さやけく生きて　ももみとせ　はらからよりて　ははをことほぐ」

「よつの世を　いきとし生きて　生まれしを　むかえし母は　ひそか旅立つ」本日この入学式に保護

者の方々、特にお母様がおいでになりますが、その愛情を一心に受けて6年間頑張っていただきたい

と思います。

血脇守之助先生のお言葉に、「世の中は五分の真味に二分侠気　あとの三分は茶目で暮らせよ。」と

ありますが、この言葉の意味は、ガリ勉ではなく五分はまじめにやりなさい。二分は男気を持って

行動し、あとの三分はしっかり遊べと。学生の本分は忘れることなく、クラブ活動に、そしてまた

いろいろな皆さんと出会い、すばらしい友人に巡り会うことを祈念しております。

保護者の皆さん、改めておめでとうございます。保護者の皆さんのご職業を拝見致しますと、約

76％が医師、歯科医師。それ以外のご職業の方が4分の1強ございます。本学とあまりゆかりのない

方々も78％いらっしゃいますので、学長の挨拶にもございましたが簡単に大学のことをお話させて

いただきます。本学は、明治23年の1月に創設されました。国会の開会と同じ年でございます。実に

116年を数えております。平成2年の100周年記念式典では、天皇皇后両陛下にご臨席を頂きました。

両陛下がご臨席になられることは単科大学では初めてのことだそうです。日本の歯科医学を語る時、

本校なくしては語りつくせません。金子学長のご挨拶に、「ただ長いだけではなく、私どもはそれに

研鑽をつんでいる。」という話が、訓辞にござました。歯科医学のみならず、私どもの大学は市川に

総合病院を持っております。今年、更に100床を増床し、570床となり、これまでの18診療科目から、

20診療科目を標榜する、千葉県の中核病院となっております。歯科医学と共に医学全般のカリキュ

ラムを整え、他の歯科大学にない非常によい教育環境を提供しているのではないかと思っておりま

す。昨年６月に金子学長が就任致しましたが、新しい体制で金子学長以下教授陣もこれからの教育

に専念できると張り切っておりますので、法人の私共も一生懸命これをバックアップしたいと思い

ます。また、縁あってお子様を大学にお預けいただいたわけでございますので、どうかひとつ今日

からは大学と親戚関係になっていただき、大学を温かく見守っていただきたいと思います。

東京歯科大学は、血脇イズムと申しまして、血脇先生の家族主義・人間教育が脈々と受け継がれ

ております。本日の入学式には、法人役員はもちろんでありますが、同窓会から天野会長をはじめ

同窓会幹部の皆さん、父兄会から 本会長がおいででございます。また、会場前列には、私が五十

数年前の学生時代に教えを受けた長谷川名誉教授もお出ででございます。この様なつながりを持っ

ているのが私どもの大学でございます。昨年の入学者には5代目の入学という方が二人いたのですが、

今年は3代目が7名、4代目が7名おられるそうです。私も驚きましたが、さらに六代目の入学生もい

るそうであります。東京歯科大学は古く歴史があるだけでなく、伝統のある大学でございますので、

今後6年間いろいろな意味で、主任の先生方をはじめとして、大学と綿密な連絡をとっていただき、

6年後には素晴らしい歯科医師となられることをお祈り申し上げまして、お祝いのご挨拶と致します。

入学おめでとう。

平成17年4月5日
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東京歯科大学大学院歯学研究科　平成17年度新入生

青木　雅憲 歯科補綴学第三講座 染田　英利 解剖学第一講座

阿部　智信 口腔外科学講座 高市　真之 オーラルメディシン・口腔外科学講座

荒野　太一 歯科補綴学第二講座 高橋　武志 歯科補綴学第三講座

安藤　正之（社）臨床検査学研究室 山　沙織 歯科保存学第二講座

飯塚　智彦 歯科補綴学第一講座 高山　裕樹 口腔外科学講座

岩沼　　治 解剖学第一講座 田口裕美子 歯科補綴学第三講座

大川　恵子 歯科麻酔学講座 宅間　裕介 歯科補綴学第二講座

大橋　卓史 解剖学第一講座 武田　　瞬 オーラルメディシン・口腔外科学講座

奥田　真平 解剖学第一講座 田中　公子 小児歯科学講座

鏡　　明展 臨床検査学研究室 田辺　耕士 歯科放射線学講座

嘉多山　俊 歯科矯正学講座 田原　紀彦 歯科補綴学第二講座

隈倉　慎介 歯科補綴学第一講座 土谷　穏史（社）病理学講座

黒岩　　司 口腔外科学講座 中川　兼佑 歯科補綴学第一講座

黒川　真衣 衛生学講座 成瀬　晋一 臨床検査学研究室

古池　崇志 歯科補綴学第一講座 福原　郁子 小児歯科学講座

小泉　儀明 歯科矯正学講座 淵　　和正（社）薬理学講座

古賀　剛人（社）微生物学講座 星谷　雄太 歯科保存学第三講座

國分　克寿 臨床検査学研究室 眞木佐恵子 歯科放射線学講座

腰原　輝純 歯科補綴学第二講座 宮下　　卓 歯科保存学第一講座

小徳　裕司 歯科保存学第三講座 村瀬　俊彦 歯科補綴学第二講座

齊藤　朋愛 オーラルメディシン・口腔外科学講座 矢島　哲郎 口腔外科学講座

佐野由美子 小児歯科学講座 山田　清貴 口腔外科学講座

新谷　明昌 歯科補綴学第二講座 山本　あや 歯科放射線学講座

杉澤　幹雄 歯科保存学第二講座 山脇　健史（社）臨床検査学研究室

須田　　鎮 スポーツ歯学研究室 竜　　正大 歯科補綴学第一講座

勢島　　典 歯科保存学第二講座 呂　　 （社）解剖学第一講座

泉水　祥江 小児歯科学講座 若野　新八 スポーツ歯学研究室 

※（社）は社会人大学院生
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■法人評議員の改選

平成17年3月31日をもって本法人寄附行為第 20

条第2項第2号、同第3号及び同第4号に規定する

評議員（平成17年4月1日付私立学校法改正に伴

い本法人寄附行為一部条項変更）が任期満了を

迎えることを受けて、平成17年3月14日（月）に

開催した第633回理事会において右記の方々が新

たに評議員に選任された。

評議員委嘱期間は平成17年4月1日から平成20

年3月31日までの3年間となる。

また、これまで第2号評議員をお務めいただい

た前市川総合病院長の高橋正憲評議員、前千葉病

院長の山田了評議員、第3号評議員をお務めいただ

いた梅田昭夫評議員、平 佐武郎評議員、村上嘉章

評議員におかれては、任期満了によりご退任さ

れた。

なお、寄附行為第20条第2項第１号に規定する

評議員（東京歯科大学歯科衛生士専門学校長）

は寄附行為規定役職者の任期となるため、この

たびの改選には該当しない。

記

【第２号評議員(法人職員)】（定数10名以上）

石井　拓男　　　井出　吉信　　　奥田　克爾

柿澤　　卓　　　金子　　譲　　　木崎　治俊

永井　 夫　　　畠　　　亮　　　藥師寺　仁

（重任　 9名）

平井　義人　　　 澤　孝彰　　　山口　秀晴

（新任　 3名）

【以上 12名】

【第３号評議員(本学卒業者)】（定数17名以上）

愛知　正晴　　　天野　　恵　　　内山　文博

岡　　英男　　　鹿島　 雄　　　川島　　康

後藤　次夫　　　小室　　甲　　　坂本　豊美

中久喜　喬　　　中村　　博　　　福岡　　明

藤村　　豊　　　三宅　直晴　　　渡邊冨士夫

（重任　15名）

浅野　薫之　　　澁谷　國男　　　関　　泰忠

増田　紀男 （新任　 4名）

【以上　19名】

【第４号評議員(学識経験者)】（定数７名以上）

熱田俊之助　　　井上　　裕　　　榊原悠紀田郎

千葉　光行　　　浪貝　一良　　　水野　嘉夫

矢内　良幸 （重任　 7名）

大友　　好 （新任 1名）

【以上　 8名】

■教授就任のご挨拶

この度、教授会のご推挙により平成17年4月1

日付けをもちまして、伝統ある東京歯科大学口

腔外科学講座の教授に就任いたしました。責任

の重さに身が引き締まる思いが致します。

口腔外科学講座は従来の口腔外科学第1講座、

第2講座が統合し、大講座を構築するという重要

な時期であります。現在、当教室にはお二人の

教授が就任されておられ、教育、研究、臨床に

口腔外科学講座

野　伸　夫

ご活躍されておられます。私は都立府中病院へ

の出向を含め東京歯科大学口腔外科学教室で約

20年間お世話になり、大学を辞した後も東京歯

科大学の関連病院である都立大塚病院に約9年間

勤務して参りました。この経験をもとに微力な

がら大学および口腔外科学講座発展のためお役

に立てばと考えております。そのためには当然

のことではありますが、少しでも両教授のお手

伝いができればと考えております。

東京歯科大学の関連病院は多く、当教室とし

てもいくつかの病院に医局員を派遣しておりま

すが、今後もこれらの病院と密な連携を図ると

ともに円滑な医局員交流を行っていかなければ

なりません。各病院において充分に力が発揮で

きるような医局員の養成も急務であり、そのた

めには医療施設の特徴を生かした病診あるいは
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病病の医療連携を推進し、多くの症例を経験す

ることがきわめて重要で、大学の発展の礎にな

るものと思われます。医療連携の充実を図るた

めできる限りの努力をして参りたいと思います。

私の専門とする口腔外科分野においては全身

的合併症をもつため、歯科病院における治療だ

けでは困難な症例が多くみられます。また高齢

化社会を迎え、各種の歯科治療に際してもリス

クを伴う症例がきわめて増加してまいりました。

今、まさに国立大学は行政法人化され構造改革

を行い、2校を除き医歯学総合の病院として生ま

昭和51年 3月 東京歯科大学卒業
昭和 51年 4月 東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔

外科学専攻）入学
昭和51年 4月 第59回歯科医師国家試験合格
昭和51年 7月 歯科医籍登録　第70112号
昭和 55年10月 東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔

外科学専攻）修了　歯学博士の学位受
領（東京歯科大学）

昭和 55年11月 東京歯科大学口腔外科学第2講座助手
（平成4年12月まで）

昭和 60年 8月 日本口腔外科学会認定医制度による口
腔外科認定医（第135号）

昭和 63年10月 東京都立大塚病院口腔科非常勤医師
（平成8年6月まで）

平成 4年 7月 日本口腔外科学会認定医制度による口
腔外科指導医（第335号）

平成 5年 1月 東京歯科大学口腔外科学第2講座講師
（平成8年5月まで）

平成 5年 4月 東京都立府中病院に歯科口腔外科医長と
して出向（平成7年3月まで）

平成 8年 6月 東京歯科大学口腔外科学第2講座助教授
（平成8年7月まで）

略　歴

れ変わってきております。そのような中、東京

歯科大学は私立の単科の歯科大学としては唯一

総合病院を擁しております。歯科病院と総合病

院の有機的結合を図りさらに高度な医療を提供

するためには大学および市川総合病院の先生方

のご協力が是非とも必要となって参ります。よ

ろしくご援助のほどお願い申し上げます。

今後とも東京歯科大学および口腔外科学講座

の発展のため粉骨砕身努力して参りたいと思い

ますので、皆様方にはなお一層のご指導、ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成 8年 6月 東京歯科大学学会評議員
平成 8年 7月 東京都立大塚病院口腔科指定医長に就

任（平成13年6月まで）
平成 9年 4月 東京歯科大学非常勤講師口腔外科学第2

講座担当（平成17年3月まで）
平成 9年 5月 東京都社会保険診療報酬請求書審査委

員会審査委員（平成17年5月まで）
平成 13年 4月 日本病院歯科協議会評議員（平成15年3

月まで）
平成 13年 6月 東京都社会保険診療報酬請求書審査委

員会専門部会委員（平成14年5月まで）
平成 13年 7月 東京都立大塚病院口腔科部長（平成17年3

月まで）
平成 16年 6月 東京都社会保険診療報酬請求書審査委

員会再審査委員（平成17年5月まで）
平成 17年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座教授
平成 17年 5月 東京歯科大学千葉病院医療連携委員会

委員長
平成17年 6月 東京歯科大学千葉病院口腔外科部長

この度、教授会のご推挙により平成17年4月1

日付けをもちまして泌尿器科教授に就任致しま

市川総合病院

泌尿器科

丸　茂　　　健

した。かねてより市川総合病院泌尿器科では腫

瘍学、内分泌学、内視鏡手術、臓器移植、血液

透析など多岐にわたって臨床と研究の成果が重

ねられ、広く社会に貢献してきました。このよ

うな重要な部門を維持、発展させていくことの

責務の重さを痛感致しております。

臨床、研究とならび、教育におきましては、

人の生命をあずかるにふさわしい人材を育てる

ことがその使命であり、その原点は患者と家族

への尊敬の念といたわりの気持ちであることを
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学生と若手医師に説いていきたいと思います。

次に、泌尿器科学の解剖、生化学、生理、病理、

免疫学、診断学、治療学の中で、将来どのよう

な領域に進もうとも必須の知識があります。歯

学部学生という若い時期に、彼らに医学的思考

の核となる知識を提供し、生涯利用していくた

めの機会を持って頂きたいと思っています。

一方、近年の医療情報の開示、インフォーム

ド・コンセントの真の意味での普及、対応する

個人情報の保護などによりわが国の医療システ

ムの大きな変革が眼前にあります。これらを勘

案した上で、世界の医療最前線の知識をリアル

昭和51年 3月 慶應義塾大学医学部卒業
昭和 51年 4月 慶應義塾大学医学部卒後訓練医（泌尿

器科学）
昭和51年 5月 第61回医師国家試験合格
昭和51年 7月 医籍登録第232792号
昭和 51年 4月 慶應義塾大学医学部卒後訓練医（泌尿

器科学）
昭和52年 5月 芳賀赤十字病院外科出向　　
昭和53年 5月 琉球大学保健学部付属病院泌尿器科出向
昭和54年 7月 国立栃木病院泌尿器科出向　　　
昭和55年 1月 慶應義塾大学医学部助手（泌尿器科学）
昭和55年12月 国立東京第二病院泌尿器科出向　　　
昭和56年 6月 慶應義塾大学医学部助手（泌尿器科学）
昭和57年 2月 琉球大学医学部付属病院泌尿器科出向
昭和57年 8月 慶應義塾大学医学部助手（泌尿器科学）
昭和 57年 9月 ドイツ連邦共和国Wurzburg大学医学部

泌尿器科学教室に研究留学
昭和58年12月 慶應義塾大学医学部助手（泌尿器科学）
昭和59年 2月 東京電力病院泌尿器科科長として出向
昭和 61年 4月 日本泌尿器科学会専門医制度による泌

尿器科専門医(第610530号)

略　歴

タイムで入手し得るIT利用や国際交流のシステ

ムで世界をリードし、市川総合病院から新しい

診断・治療の情報が発信できるよう臨床を充実

させることは、医療におけるリスクマネージメ

ントの確立とともに常に目指すべき方向である

と考えます。

また、信頼される市川総合病院の一部門、泌

尿器科としてそれぞれの医師が役割を分担し、

責任を果たしうる体制の整備、近隣の医療施設

との連携に心血を注ぐ所存でございます。何卒、

皆様のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。

昭和 61年 4月 日本泌尿器科学会専門医制度による泌
尿器科指導医(第860279号)

昭和61年 4月 日本泌尿器科学会評議員
昭和62年11月 Asia-Pacific Society for Impotence

Research 理事
平成 7年 4月 腎癌研究会世話人代表 (平成11年10月

まで)
平成 8年 3月 日本性機能学会東部地方会会長 (平成8

年3月、学会主催)
平成12年 9月 慶應義塾大学医学部助教授（泌尿器科学）
平成15年 9月 日本泌尿器科学会専門領域委員会委員
平成15年 9月 血尿の診断ガイドライン作成委員会委員
平成 15年 9月 T  he International Journal of Urology,

deputy editor（平成17年5月まで）
平成 16年 3月 日本臨床検査標準協議会・尿沈渣標準

化委員会委員長
平成16年 4月 PADAMガイドライン検討ワーキング委

員会委員
平成17年 4月 東京歯科大学市川総合病院泌尿器科教授
平成17年 4月 東京歯科大学学会評議員

平成17年4月1日から東京歯科大学市川総合病

院整形外科教授として赴任いたしました。総合

市川総合病院

整形外科

白　石　　　建

病院を併設した歯科大学は世界に一つとお聞き

しております。そのような、誇りと伝統のある

大学病院に勤務することを大変光栄に存じます。

そこで、私がこの大学病院で行う教育、研究、

臨床の各分野における今後の抱負を述べさせて

いただきます。

まず、教育ですが、整形外科は、運動器を扱

う点、またその運動器を構成する骨や関節を扱

う点で、歯科・口腔外科と共通する点が多くあ

ります。歯科の卒前教育では、各関節の解剖と
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機能を知った上で、感染症を含めた関節の障害 手の整形外科医には、救急医療における上肢、

に対する整形外科的な考え方を、歯科との違い 下肢、脊椎の外傷に対するプライマリケアーの

の上で教授してゆくつもりです。また、骨代謝 マスターを必須項目として指導します。これに

と骨粗鬆症は、整形外科と歯科との共通項目と よって、市川市の急性期病院としての役割を十

して、さらには整形外科で扱う人工骨や人工関 分に果たせるように努めるつもりです。また、

節などを歯科との関連の上で学んでいただくこ 中堅以上の整形外科医とともに、上下肢および

とも重要と考えております。 脊椎における代表的疾患に対し、市川市の基幹

次に研究です。骨に親和性の高いインプラン 病院、中核病院として高度専門医療を積極的に

ト、人工骨を開発することは、整形外科におけ 取り入れて行く所存です。特に、私の専門分野

る最大の課題であり、歯科との共通点でもある である脊椎脊髄外科では、独自に開発した低侵

と思います。この分野の研究には東京歯科大学 襲後方手術を整形外科の特色の一つに置きたい

市川総合病院は、とても良い環境であると考え と考えております。脊椎疾患は社会の高齢化に

ております。この環境を生かし、未踏の分野で 伴い、増加の一途を辿っており、整形外科の中

ある脊椎の人工椎弓開発など、さきがけとなる で最も需要の大きい分野です。この臨床分野で、

有意義な共同研究が行えることを期待しており これまでの実績を生かすことが出来れば、地域

ます。 の医療、および病院の経営にも貢献できるもの

最後に診療です。整形外科は、外傷に始まり と考えております。

外傷に終ると言っても過言ではありません。若 皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。

略　歴

学　歴 職　歴
昭和44年 3月 東京都立立川高等学校卒業 昭和52年 5月 慶應義塾大学病院整形外科助手
昭和46年 4月 慶應義塾大学医学部入学 昭和53年 6月 平塚市民病院整形外科医員
昭和52年 3月 慶應義塾大学医学部卒業 昭和54年 6月 国立東京第2病院整形外科医員
昭和52年 5月 医師国家試験合格 昭和55年 6月 静岡日本赤十字病院整形外科医員
昭和52年 5月 医籍登録　第235323号 昭和56年 9月 浦和市立病院整形外科医員
昭和52年 5月 慶應義塾大学医学部整形外科学教室助手 昭和57年 9月 慶應義塾大学病院整形外科学チーフレジデント
平成 5年 2月 博士（医学）の学位受領（慶應義塾大学医学部） 昭和58年 6月 浜松療護園整形外科医員
平成 6年 9月 慶應義塾大学整形外科学教室客員講師 昭和59年 1月 東京電力病院整形外科医員
資　格 昭和62年 1月 済生会宇都宮病院整形外科医長
昭和52年 5月 第63回医師国家試験合格 平成元年 1月 社会保険埼玉中央病院整形外科医長
昭和52年 5月 医籍登録　第235323号 平成 3年 8月 英国ロンドン大学医学部ハマースミス
昭和59年 4月 日本整形外科学会　認定医 病院整形外科留学senior registrar
昭和61年 4月 日本整形外科学会　リウマチ医 平成 6年 9月 国立栃木病院整形外科医長
平成 6年 9月 栃木県整形外科医会　理事 平成13年 4月 済生会宇都宮病院整形外科医長現在に
平成13年 4月 栃木県整形外科医会　常任理事 いたる
平成14年 6月 日本脊椎脊髄病学会　評議員 受　賞
平成15年 4月 日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科指導医 平成 5年 2月 岩原賞（優秀学位論文　慶應義塾大学
平成16年 3月 日本整形外科学会　脊椎脊髄病医 医学部整形外科学教室）
平成16年 6月 Member of the European Cervical Spine 平成14年 6月 Mario Bonni Award: （最優秀演題18th 

Research Society annual meeting of the European Cervical
Spine Research Society）

平成16年 6月 大正富山Award （平成16年度最優秀
臨床論文　第33回日本脊椎脊髄病学会）
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術、自己弁温存手術、左心室形成術など、常に

市川総合病院 時代に即した診療に心がけたいと思います。当

心臓血管外科 科の特性として外科技術が治療成績を大きく左

申　　　範　圭
右いたします。ハイレベルの外科技術を維持す

るには、症例数の獲得も重要な要素であり、病

診連携を強化し地域との信頼関係を構築したい

と考えております。

教育では、学部学生には講義を通じて、全身

この度、教授会のご推挙により、平成17年4月 疾患である循環器疾患を理解して頂き、更に感

1日付けをもちまして市川総合病院心臓血管外科 染性心内膜炎など歯科疾患と心疾患の関連性を

教授に着任いたしました。伝統ある本学の教授 学んで頂ければ幸いです。臨床研修医には、内

を拝命することは、身に余る光栄でありますと 科、一般外科、救急医療などの基本となる臨床

ともにその責任の重さを痛感しております。 研修の上に、個々の症例を通して実践的な医学

市川総合病院は、市川市のみならず県西部を を教育したいと考えております。

代表する中核医療機関であることは周知のとお 研究では、薬剤放出性冠動脈ステント時代に

りであります。当院における循環器医療にあっ おける外科的冠血行再建法、心不全に対する外

ては循環器科がその任を担い実績を残されてき 科療法、心房細動に対する外科治療法などに関

ましたが、総合病院としての循環器医療の充実 する臨床研究を行いたいと考えております。

には外科部門すなわち心臓血管外科が必要であ 微力ではございますが、東京歯科大学ならび

るとの判断がなされたものと理解しております。 に市川総合病院の発展のために精進努力してま

診療では、後天性心疾患（冠動脈疾患と弁膜 いる覚悟でございますので、皆様にはご指導ご

症など）を中心に診療に当たりたいと考えてお 鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ります。具体的にはオフポンプ冠動脈バイパス

略　歴

昭和57年 3月 慶應義塾大学医学部卒業 平成 4年 1月 川崎市立川崎病院心臓外科副医長
昭和57年 4月 慶應義塾大学医学部外科学教室入局 平成 4年 6月 静岡赤十字病院心臓血管外科副部長

研修医 平成 6年 4月 静岡赤十字病院心臓血管外科部長
昭和57年 5月 第73回医師国家試験合格 平成 8年 7月 日本胸部外科学会指導医 第31号
昭和57年 7月 医籍登録　第414298号 平成 8年12月 日本外科学会指導医 第S003151号
昭和58年 5月 社会保険埼玉中央病院（現埼玉社会保 平成 9年 5月 慶應義塾大学医学部外科学教室（心臓

険病院）外科医員 血管外科）助手
昭和59年 6月 厚生連伊勢原協同病院外科医員 平成11年 4月 慶應義塾大学医学部外科学教室（心臓
昭和60年 5月 慶應義塾大学医学部外科学教室（心臓 血管外科）講師

血管外科）助手 平成11年 6月 日本冠動脈外科学会評議員
昭和61年11月 日本外科学会認定医　第1520号 平成14年12月 日本外科学会外科専門医　第1901848号
昭和61年11月 済生会宇都宮病院心臓血管外科医員 平成15年 5月 慶應義塾大学病院心臓血管外科診療副
昭和62年11月 慶應義塾大学医学部外科学教室（心臓 部長

血管外科）助手 平成16年 4月 心臓血管外科専門医認定機構心臓血管
平成元年 5月 国立療養所晴嵐荘病院心臓血管外科医員 外科専門医　第5100656号
平成元年12月 日本胸部外科学会認定医 第117号 平成16年 4月 東海大学医学部外科学系心臓血管外科
平成 2年 2月 医学博士の学位受領　慶應義塾大学第 助教授

2169号
平成 3年 1月 オーストラリア・シドニー・セントビ

ンセント病院心臓胸部外科クリニカル
フェロー



平成17年5月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第213号　　（13）

この度、教授会のご推挙により、平成17年3月

16日付けをもちまして口腔外科学第一講座助教

授を拝命いたしました。その後4月1日付けで新

設された千葉病院口腔インプラント科に配置換

えとなり、現在、科長も勤めさせていただき、

その重責に身の引き締まる思いでおります。昭

和55年、口腔外科学第一講座に入局して以来、

24年間諸先輩方から数多くのことを教えていた

だきました。今後は、これらの経験をもとに新

しい診療科を築き上げ、発展させていきたいと

決意しております。

インプラント科では、「インプラントに関する

有益な情報を継続して発信できる診療、教育、

研究の拠点を目指す」を目標に掲げております。

現在、インプラントに関する基礎的あるいは臨

床的な治療根拠はコンセンサスが得られていな

千葉病院

口腔インプラント科

矢　島　安　朝

■助教授就任のご挨拶
いことが多く、まだまだ未成熟な学問であると

いわれております。これを完成された学問にし

ていくためには、多くの臨床データの蓄積や分

析、さらにこれらを裏付ける基礎研究との統合

が必要であり、臨床家に有益なエビデンスを作

り上げることこそ大学病院の使命である思いま

す。幸い学内には一流のインプラント基礎研究

者やインプラント治療を行っている専門性の高

い各講座の先生方、さらに学外には本学出身の

著名なインプラント臨床家がいらっしゃるため、

これらの先生方のご指導を仰ぎ、インプラント

科の目標を達成した上で、インプラント学を確

立されたものとするよう精進して行きたいと思

います。また日々の診療におきましては、患者

中心の医療を念頭に、医療安全に関する厳密な

システムの構築と高い倫理観を持った医局員、

スタッフの育成を心がけて行く所存であります。

微力ではありますが、東京歯科大学の発展に

少しでもお役に立てるよう努力して行くことを

誓い、助教授就任のご挨拶とさせていただきま

す。今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜ります

よう何卒宜しくお願い申し上げます。

このたび、教授会のご推挙により、本年3月16

日付けで歯科矯正学講座助教授を拝命いたしま

した。また4月1日からは、新設されました口腔

健康臨床科学講座へと異動し、水道橋病院矯正

歯科に勤務しており、その重責に身の引き締ま

る思いであり、今後も教育、研究、臨床に研鑽

を励んで参りたいと思います。

大学を卒業して以来、瀬端正之、一色泰成名

誉教授、山口秀晴主任教授および谷田部賢一教

授に師事し、矯正歯科の専門医としての研鑽を

積んで参りました。これを基盤として、卒前臨

水道橋病院

矯正歯科

末　石　研　二

床教育では不正咬合の診査診断能力の基礎を修

得させ、また、臨床研修では実際の不正咬合患

者にたいしての基本的な対応能力の育成を図り

たいと考えています。診療では、高いレベルの

医療技術の構築と医療安全を柱として、院内お

よび地域社会への展開を視野に、包括的歯科治

療における矯正歯科の役割を構築したいと考え

ています。すなわち、診断、治療にはEBMの導

入を行い、質の高い治療の確立と合理性をはか

ります。また、院内他科との協力体制を確立し、

保存、補綴、インプラント科と高度歯科医療の

一翼を担う必要があると考えています。小児歯

科との連携では、顎顔面の発育や歯の萌出異常

が認められる疾患について、専門外来の展開を

含め、共同治療の道を模索したいと考えていま

す。さらに、医療の地域への展開や水道橋病院、

口腔健康臨床科学講座の責務である臨床研究の

構築等、多くの課題があり、診療各科、講座一
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同を挙げて進みたいと思います。皆様の、今後

とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願

いを申し上げ、助教授就任のご挨拶とさせて頂

きます。

この度、平成1７年3月16日付けで内科学講座

助教授を拝命いたし、4月1日より水道橋病院内

科に移籍いたしました。身に余る光栄であると

同時にその重積に身が引き締まる思いがいたし

ます。

研修医制度の変化に見るように現代社会では、

歯科、医科において今までなされていた細分化

された高度な専門的な医療に加え、より全人的

な立場にたった医療の提供も求められておりま

す。今後は歯科大学病院における内科として、

歯科と医科の連携をはかり内科的な立場から患

水道橋病院

内科

仁　科　牧　子

者さまの全身の管理を行うことはもちろん、必

用に応じて他科との連携も適切なタイミングで

とれるように努めて参りたいと思います。

さらに生活習慣と口腔疾患の関連、摂食・嚥

下機能と認知機能の関連、咬合と運動機能の関

連など、歯科的な問題と全身の問題との関わり

について教育、研究を深めていきたいと考えて

おります。専門であります内科、神経内科の分

野では社会的、経済的な背景をも考慮した１人

１人に合ったオーダーメイド医療の提供を心が

けて研鑚を積んで参ります。

水道橋病院は現在、理想的な基幹的歯科病院

を目指し構造機構改革が推し進められておりま

す。そのような状況のもと、はなはだ微力では

ございますが東京歯科大学の発展にお役に立て

ますように努力して参ります。今後とも皆様の

ご指導ご鞭撻をたまわりますよう、宜しくお願

い申し上げます。

私は、高校と教育センターで38年間に亘り理

科教育に携わってきました。その間、生徒が実

物やモデルを観察したり、また実験を通して五

感を働かせ、驚き、考え、感激するのを目の当

たりにして教える喜びを感じ、やる気を持ち続

けてきました。理科の楽しさをより多くの生徒

に伝えようと、教材・実験器具の開発等に、同

好の士と共に力を入れてきました。退職後は理

科関係の仕事に従事できればと希望していたと

ころ東京歯科大学から選考の機会が与えられ、

採用いただきました。思ってもいなかった教育

環境が整った大学での生活に感激するとともに

責任の重大さを痛感しております。

化学研究室

小　澤　　　誠

教育に対する抱負ですが、学生一人一人を大

切にし、誠実に対処していきます。見事大学に

合格した学生は、緊張が切れ、教養の授業には

興味を示さなくなりがちですが、教材研究に努

めプリントを活用します。実験に勝る方法は無

いと思いますが、ベターを求め努力します。学

生は、数年後には人の命を預かる責任ある立場

に立つわけで、自分自身を厳しく律していくこ

とが求められます。それは日頃の学生生活の中

から次第に培っていくものだと思いますが、教

える側としては、学生に厳しくそして優しく接

していくことが肝要と思っています。

実習では安全に留意し、基礎基本を重視し、

器具の取り扱いが上手な手先の器用な学生が一

人でも多くなればと思っています。実験の目的

を理解し、感動が得られる授業を目指します。

わからないことが多く戸惑う毎日ですが、与

えられた機会を生かし学生のため、大学のため

今までの経験が生かせればと決意を表明した次

第です。宜しくお願いします。
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この度、国際歯科医学情報支援研究室助教授

の任を拝命し、4月1日に着任しました。

世界の七不思議と言われている"ストーンヘン

ジ"で有名なイギリス南部のソーズベリー市の出

身です。

この国際歯科医学情報支援研究室は、日本の

歯科大学では初めて設けられた画期的な研究室

で、その最大の目的は、国際雑誌への論文の投

口腔科学研究センター

（国際歯科医学情報支

援研究室） 

Jeremy Williams

稿と掲載を支援するものであります。

また、今後は、アクセプトされるための論文

の書き方についてのワークショップの開催、歯

科医学に関する英語教材の開発など、やりたい

事は数多くありますが、あせらずに一つずつ地

道に研究を重ねて行き、着実に結果を残せるよ

うにしたいと考えています。

これまで、医学・工学など、様々な分野の論

文校閲を行ってきましたが、今後はこの研究室

で歯科医学英語を専門として研究していけるこ

とを大変光栄に思っています。この研究室の存

在によって、東京歯科大学からの論文投稿掲載

数が更に増えていくように、また、今後の歯科

医学界の発展に少しでも役立てるよう自分の持

てる力を最大限発揮できるよう努力していく所

存ですのでどうぞよろしくお願いいたします。

私はこの4月より市川総合病院内科に勤務して

おります。専門は神経内科疾患、とくに脳血管障

害およびパーキンソン病です。この度、市川総合

病院では、大学・病院執行部、脳神経外科の菅助

教授をはじめとする多くの方々のご尽力により、

新棟に脳卒中センターがオープン致しました。脳

卒中は現在死因の第3位、医療費の第2位、要介護

原因の第1位を占めるいわば"国民病"で、おそらく

今年中に経静脈的血栓溶解療法の認可がおりるで

あろうといわれています。北米では"Brain Attack"

というスローガンのもとに既に10年前から本療法

が施行され、発症3時間以内に治療する必要があ

ることから救急疾患として重視されています。私

はこの７年間、慶大神経内科の病棟医長として、

超急性期脳梗塞を含む神経疾患の臨床に携わって

市川総合病院

内科

野　川　　　茂

参りました。今後、本院における脳卒中急性期治

療の一翼を担うものとして、脳神経外科の先生方

と協力して努力してゆきたいと存じます。ご承知

のように、脳梗塞のうちの心原性脳塞栓症の予防

には、抗凝固療法が必要となります。歯科・口腔

外科の先生方には、抗凝固療法下での抜歯処置な

どを御願いする機会もあるかと存じますので、そ

の節には宜しく御願い致します。

また、神経内科疾患の中にはいわゆる"難病"と

よばれる神経変性疾患が含まれます。その中心と

なるのは振戦、筋強剛、無動を3徴とするパーキ

ンソン病ですが、最近では多くの新薬や外科的治

療法が開発され、患者様のADLは格段に改善され

つつあります。私は慶應病院で長らくパーキンソ

ン病専門外来を担当してきた経験から、このよう

な神経変性疾患の治療、あるいは在宅治療の確

立・病診連携などにも積極的に関わってゆきたい

と考えております。もしやという患者様がおられ

ましたら、是非ご紹介頂ければ幸いです。着任し

てまだ２ヶ月足らずですが、市川総合病院の職員

の皆様の医療に対する情熱に感銘を受けながら、

新たな気持ちで仕事をすることができました。こ

れからもどうか宜しく御願い致します。
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葉病院、市川総合病院、水道橋病院にて研修を学内ニュース
行う58名の歯科臨床研修医ならびに関係者の出

■博士（歯学）学位記授与 席のもと平成17年度歯科臨床研修開始式が行わ

○第539回（平17.4.13）授与 れた。式は古澤成博臨床研修副委員長の開式の

第529回（平16.5.12）合格 辞に始まり、呼名により歯科臨床研修医が紹介さ

奥　村　　　繁（微生物）第1604号・甲910号 れた後、金子 譲学長による訓示、石井拓男千葉

○第540回（平17.5.18）授与 病院長、畠 亮市川総合病院長、柿澤 卓水道橋病

第526回（平16.2.18）合格 院長ならびに一戸達也臨床研修委員長の挨拶が

英　介（病　　理）第1588号・乙689号 行われ、開始式は閉式した。

第532回（平16.9.8）合格 平成17年度歯科臨床研修医(58名)

石　井　　　建（口 外 Ⅱ）第1609号・甲912号 千葉病院(41名)

武　藤　功　英（補 綴 Ⅲ）第1611号・甲914号 浅井　友宏　　　阿部友里子　　　石井　啓裕

市瀬　　毅　　　今村　一成　　　色川　大輔

■平成17年度教育職員辞令交付式 大野　浩之　　　角　祥太郎　　　加藤　大二

平成17年度教育職員辞令交付式が、4月1日 亀井　亜美　　　神田　有希　　　久保　真基

（金）午前10時30分より千葉校舎第１会議室にお 小坂　薫子　　　斎藤　未来　　　篠�かほる

いて挙行された。 進士　明香　　　杉平　亮介　　　鈴木　博也

昨年までの教育職員の辞令交付は、各施設の 鈴木優一郎　　　薛　　玉実　　　高橋　直子

教授・助教授のみ千葉校舎で学長より辞令を交 瀧本　政輝　　　寺尾　卓弥　　　徳永　恵理

付していたが、本年度は全施設の教育職員が千 長久保多聞　　　西岡　優子　　　根津　　崇

葉校舎に集合し、辞令交付をすることとなった。 根本　　淳　　　野田　　壇　　　野田智佳代

これは、各施設の教育職員が東京歯科大学職員 林　　彦達　　　星野　充美　　　細井隆太郎

としての認識のもとに、一丸となって努力して 牧村　美紀　　　町田　和海　　　宮島　悠旗

欲しいという学長の意向によるものである。 宮谷真理子　　　向井　美弥　　　安田　真子

辞令交付に先立ち、金子 譲学長から本学の教 山口　透子　　　吉野　温子　　　

育職員として努力願いたい旨の訓辞があった。 市川総合病院(5名)

引き続き、金子学長より教授・助教授13名に対 酒井　克彦　　　清水　康成　　　福澤　幸子

し辞令の交付があり、藥師寺 仁副学長からは講 森谷有紀子　　　矢部健太郎

師・助手35名に辞令が交付された。 水道橋病院(12名)

伊藤　真輝　　　伊藤　輪人　　　氏家　　敬

川村　忠寛　　　河村　倫孝　　　菅谷　晃大

関根珠里亜　　　根本　詩子　　　早川　裕記

古澤　　圭　　　柳原　智子　　　渡邉佐代子

■平成17年度歯科臨床研修開始式

平成17年4月１日(金)午前9時30分より千葉校舎


実習講義棟３階歯科臨床研修医室において、千


辞令交付式で訓辞される金子学長：平成17年4月1日
（金）、千葉校舎第１会議室

平成17年度歯科臨床研修開始式：平成17年4月1日
（金）、千葉校舎歯科臨床研修医室
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■平成17年度病院助手新任式 矯正歯科　井上　恵実　竹井　邦男

平成17年4月1日(金)午後1時より千葉校舎第1教 インプラント科 木村　哲也

室において平成17年度病院助手新任式が行われ

た。式は中川寛一千葉病院副病院長の開会の辞に ■平成17年度新入生父兄会開催

より始まり、石井拓男千葉病院長より千葉病院、 平成17年度新入生父兄会が、平成17年4月5日

市川総合病院ならびに水道橋病院の新任病院助手 （火）の入学式終了後、午後2時10分から千葉校舎

を代表して渡邉直子病院助手に辞令が交付され 講堂において行われた。大久保信男父兄会副会長

た。その後石井拓男千葉病院長、柿澤卓水道橋病 の開会の辞に続いて、吉田昊哲父兄会会長が挨拶

院長の挨拶が行われ、新任式は閉式した。 した。続いて、大野 誠父兄会常務理事が父兄会

平成17年度新任病院助手（40名） の目的と事業内容について説明し、青木栄夫常務

千葉病院 理事による父兄会役員の紹介が行われた。

保 存 Ⅱ　渡邉　直子　西川　景子　奥澤やすよ 引き続いて、井出吉信学監より学生修学の指

茂木　麗奈 導方針、平井義人学生部長より学生生活の指導

児　　歯　山 智子　山下　治人　財部賀央里 方針、小田 豊教務部長より学生勉学の指導方針

竹内　智子 の説明が行われ、午後3時10分に終了した。

口　　外　渡邊　　章　宮　　忠仁　嘉多山尚子 午後3時20分からは、場所を厚生棟1階食堂に移

丸山　志帆 して新入生父兄歓迎懇談会が行われた。小山捷三

歯科麻酔　稲川　元明　二宮　麻子　緒方　　奏 父兄会副会長の開会の辞で始まり、井上 裕理事

補 綴 Ⅰ　石橋　甲基　鈴木美夏子 長、金子 譲学長及び吉田父兄会会長が挨拶され、

補 綴 Ⅱ　近藤　麻理　五十嵐由佳 高市武父兄会顧問の発声で乾杯した。歓談中に

補 綴 Ⅲ　本間　慎也　田口　貴子　甲野　千穂 は第1・2学年主任及び各クラス主任・副主任が

齋藤　　茜 紹介された。最後に、新入生の保護者を代表し

矯　　正　大峡　　潤 て大峰秀樹氏が挨拶され、小山父兄会副会長の

ス ポ 歯　秋場　岳史 閉会の辞をもって午後4時20分に終了した。

臨　　検　小池　吉彦

市川総合病院 ■第205回大学院セミナー開催

オーラルメディシン 西久保周一　宇治川清登　栗山　智宏 平成17年4月5日（火）午後5時から千葉校舎第

有坂　岳大 1教室において、第205回大学院セミナーが開催

水道橋病院 された。今回はスウェーデン・イエテボリ大学

保 存 科　松本　信哉　水戸部明子 歯学部齲蝕学講座のProf. Dowen BirkhedとAssoc.

総合歯科　飯田　　聡 Prof. Peter Lingstromを講師にお迎えして、それぞ

口腔外科　渡辺　玲子 れ「Use of Fluoride in Different Age Groups」と

補 綴 科　山本　るみ　松崎　文頼　永島絵梨奈 「Caries Risk Assessment in Children, Adults and

Elderly」と題する講演を伺った。

Birkhed教授の講演では、フッ化物のライフス

テージにわたる応用方法について、母子・乳幼

児期に多発する乳歯・永久歯の歯冠部齲蝕から、

成人・老人期に現われる歯根面齲蝕の予防に対

するフッ化物応用のメニューについて非常にわ

かりやすく解説していただいた。またLingstrom

助教授は、小児、成人、高齢者のペダゴギック

モデルを応用したカリエス・リスクの評価方法

とそれに基づいた齲蝕の予防手段について、最

新の研究成果をもとに興味深いお話を伺った。石井病院長より辞令を受ける渡邉病院助手：平成17年
4月1日（金）、千葉校舎第1教室
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特に、日常なにげなく使用しているフッ化物配

合歯磨剤の効果的な使用法を「イエテボリ・メ

ソード」として科学的な実証性のあるものとし

て提案するなど、齲蝕予防先進国としてのスウ

ェーデン・モデルに接することができた。1時間

半に渡る大変内容の濃い講演の後、活発な質疑

が行われた。 

講演されるProf. Birkhed：平成17年4月5日（火）、
千葉校舎第1教室

■平成17年度新入生・学士編入者オリエンテーション実施

平成17年度新入生オリエンテーションが、平成

17年4月6日（水）午前9時から教養棟第5教室にお

いて行われた。

まず、学生生活に関する事項として、井出吉信

学監より学生生活の心構えについて、教務部の

立場から小田 豊教務部長、学生部の立場から

平井義人学生部長、教養の立場から 澤孝彰教

養科目協議会幹事よりそれぞれ解説が行われた。

次いで学務関係について、高畑悟郎教務副部長

より教養系学科の教科概要、河田英司教務副部

長より基礎系学科の教科概要、佐野 司教務副部

長より臨床系学科の教科概要、一戸達也教務副

部長より共用試験について、石井拓男千葉病院

長より千葉病院の概要について説明が行われ、

引き続き平井学生部長により校歌が紹介された。

午後は大原正志健康管理センター主任より学

生生活における健康管理についての説明があり、

引き続き事務関係の説明の後、千葉校舎及び千

葉病院の施設を見学し、午後4時に終了した。

■新入生水道橋校舎・病院、市川総合病院見学

新入生オリエンテーションの一環として、平成

17年4月7日（木）に東京歯科大学水道橋校舎・病

院並びに市川総合病院の見学が実施された。

新入生は午前9時50分に水道橋校舎（TDCビル）

2階血脇記念ホールに集合し、槇石武美水道橋病

院副病院長の進行で、柿澤 卓水道橋病院長の挨

拶、槇石副病院長から水道橋病院スタッフの紹介、

谷田部賢一水道橋病院副病院長から水道橋校舎の

施設並びに水道橋病院の診療システム等に関する

説明を受けた後、約45分間で院内を見学した。

新入生は引き続き市川総合病院2階講堂に移動

し、午後2時から山根源之市川総合病院副病院長

の進行で、畠 亮市川総合病院長より挨拶及び診

療科の紹介、各科部長より教育概要の説明を受

けた後、病院施設を約1時間にわたり見学した。

■平成17年度大学院歯学研究科入学式

平成17年4月8日（金）午前10時から千葉校舎

第1会議室において、平成17年度東京歯科大学大

学院歯学研究科入学式が挙行された。 澤孝彰

大学院教務部長の開式の辞に続き、新入生代表

國分克寿君に金子 譲学長から入学許可証が授与

された。続いて金子学長の訓辞、奥田克爾大学院

研究科長の挨拶の後、新入生を代表して國分克寿

君が宣誓し、入学式を終了した。

真剣な表情を浮かべ話に聞き入る新入生：平成17年4
月6日（水）、千葉校舎第5教室

入学許可証の授与：平成17年4月8日（金）、千葉校舎
第1会議室
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■大学院オリエンテーション「研究施設説明会」開催

平成17年4月8日（金）午後1時から千葉校舎第1

教室において、本年度の大学院新入生を対象にオ

リエンテーション(研究施設説明会)が開催された。

説明会は、奥田克爾大学院研究科長の挨拶の後、

TDC-Netの活用について河田英司情報システム管

理委員長、図書館の文献検索について岸正孝図書

館長、実験動物施設について鈴木 実験動物施

設管理部長、山本 哲講師、アイソトープ研究に

ついて佐藤 裕アイソトープ研究室主任、研究機

器管理部の概要について川口 充研究機器管理部

長、大学院ベーシックセミナーについて 澤孝彰

大学院教務部長、学外総合セミナーのプレゼン

テーションについて奥田大学院研究科長から、

それぞれ説明が行われた。

■千葉病院個人情報の保護に関する研修会開催

平成17年4月13日（水）午後6時より千葉校舎講

堂において千葉病院データ管理者会議主催による

個人情報の保護に関する研修会が開催された。今

■東京歯科大学教授懇談会開催 回の研修会では弁護士、医師である児玉安司先生

「東京歯科大学教授懇談会」は、4月12日（火） (千葉病院顧問弁護士・三宅坂総合法律事務所)を

午後6時からホテルニューオータニ幕張「翠鳳の 講師にお迎えし、「個人情報の保護に関する法律

間」において、大学役員・幹部と教授との懇談会 のスタートにあたって」と題した講演が行われ、

が開催された。 千葉校舎・市川総合病院・水道橋校舎の各施設か

この懇談会は大学役員・幹部と本学全教授が一 ら総勢443名が出席した。山口秀晴データ管理者

堂に会し懇親を深めることにより、本学教職員と

しての結束をはかることを目的として企画された

ものである。

懇談会は井出吉信学監の司会進行のもと、藥師寺仁

副学長の開会の挨拶のあと、井上裕理事長、金子譲

学長の挨拶があり、熱田俊之助常務理事の乾杯の

挨拶によって懇談会が始められた。

終始和やかな雰囲気で会は進行し、交流、懇親

を深め、午後8時に永井 夫事務局長の閉会の挨

拶で今後の本学の発展を祈念し、盛会裡のうちに

終了した。

挨拶される井上理事長：平成17年4月12日（火）、ホ
テルニューオータニ幕張

懇談会風景：平成17年4月12日（火）、ホテルニュー
オータニ幕張

説明会の受講風景：平成17年4月8日（金）、千葉校舎
第1教室

講演される児玉先生：平成17年4月13日（水）、千葉
校舎講堂
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会議議長の司会のもと、石井拓男千葉病院長の 若手研究者の集い（YDRS）で教育講演を、また

挨拶が行われ、その後児玉先生により4月1日よ 第3学年の薬理学の授業で2時間の講義を行った。

り施行された個人情報保護法についての基本的

なコンセプトから具体的な対応まで非常にわか ■第4回水道橋病院口腔外科症例報告会開催

りやすい解説をしていただき、午後7時40分に研 平成17年4月14日(木)午後4時より、血脇記念ホ

修会は終了した。 ールにて第4回水道橋病院口腔外科症例報告会が

開催された。この会は、紹介医の先生方との密

■第206回大学院セミナー開催 接な病診連携をはかり、日常取り組んでいる臨

平成17年4月14日（木）午後5時30分から千葉 床についての相互理解を深めるため、年1回開催

校舎第2教室において、第206回大学院セミナー されている。

が開催された。今回の講演では“Transfer of the 会の冒頭で金子 譲学長より挨拶が述べられ、

AQP1 cDNA forthe correction of radiation-induced 続いて柿澤 卓水道橋病院長・口腔外科科長によ

salivary hypofunction: progresstoward the clinic” を る口腔健康臨床科学講座開設および水道橋病院

主題として、本学客員教授のDr. Bruce J. Baum の機能機構改革に関する講演、高野正行口腔外

(GTTB,NIDCR, NIH)が、この10余年来推進して 科科長代理による水道橋病院口腔外科の現況に

いる唾液腺への遺伝子導入研究の進展状況につ 関する講演があった。更に、北浦宏明病院助手、

いて講演を行った。講演の中で頭頸部の放射線 上谷史子病院助手による症例報告が行われた。

照射による唾液腺機能障害を回復するために、 また、今回は特別講演として微生物学講座の

放射線照射に抵抗性の強い小葉間あるいは小葉 奥田克爾教授をお迎えし、「口腔内バイオフィル

内の管上皮細胞にAQP1（1型水チャネルタンパ ム感染症と全身疾患」と題したご講演をいただ

ク）の遺伝子を導入することで唾液分泌の機能 いた。各講演・発表とも、約250名を超える参加

回復が実現可能になること、導入持続効率の高 者との活発な質疑応答が行われた。ホールのロ

いベクターとしてhuman adeno-associated virus ビーでは口腔外科をはじめとする水道橋病院各

（導入効率は弱いが、免疫反応が低い）が現在最 科によるポスター展示も行われた。

良であること、ヒトに生理的特長が似ているミニ 報告会終了後は、東京グリーンホテル水道橋

ブタを用いて良好な結果を得たこと、臨床試験で にて懇親会が行われた。日頃お世話になってい

はフェイズ1からフェイズ2の中間段階にあること る紹介医の先生方との交流を深め、盛会のうち

の説明を行った。今回の講演で、研究の立ち上げ に終了した。

から、諸問題の解決に向けての過程を知ることが

でき、先端の研究をリードしていく研究者の姿勢

を充分に学べた貴重な90分であった。

Dr. Baumはこのほかに、教室主催のオープンセ


ミナーと第6回唾液腺機能診断・回復を目的とした


■第98回歯科医師国家試験

第98回歯科医師国家試験は平成17年3月16日

（水）、17日（木）の両日に実施され、4月19日（火）

に合格者が発表された。今回は、全国で3,343名が

ポスター展示風景：平成17年4月14日(木)、水道橋校
舎血脇記念ホール

講演されるDr. Baum：平成17年4月14日（木）、千
葉校舎第2教室



柳

平成17年5月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第213号　　（21）

受験し2,493名が合格。合格率は74.6％であり、

昨年実施された第97回国家試験の合格率74.2％と

ほぼ横ばい状態であった。

本学からは本年3月卒業の第110期生114名、既

卒者15名の計129名が受験し110名が合格した。

合格率は85.3％（新卒者のみは91.2％）で、私立

歯科大学・歯学部17校の中では新卒者の合格率

で1位、国公立大学を含めた総合順位は第9位と

なる。

■平成17年度新入生学外セミナー開講

平成17年度新入生学外セミナーが4月20日(水)

から4月22日(金)までの2泊3日の日程で、木更津

市の「かずさアカデミアパーク」で行われた。

本セミナーは「歯科大学1年生としての学習の

心構えの確立」、「How to learn，how to studyの習

得」、「新入生同志の親睦を深めること」の3点を

目的として行われ、今回で8回目を迎えた。新入

生は20日（水）午前9時30分に千葉校舎に集合し、

午前10時に出発。午前11時30分より佐藤 亨学生

部副部長の司会で開講式が行われた。

昼食後、午後1時より、金子譲学長による講演、

小沢 誠千葉西警察署副署長の講演と続き、午後

2時40分より佐野 司教務部副部長によるコンセン

サス・ゲームが行われ、午後4時から1回目のグル

ープ討議に入った。グループ討議は、新入生を11

のグループに分け「モラル・ルール・マナー」と

いうテーマについて行われた。午後6時30分から

はテーブルマナー講習会を兼ねた夕食会があり、

ホテルマンよりフォーク、ナイフの使い方など細

かなマナーについて説明があった。マナーに興味

を持っている新入生が多く、先生方と親睦を深め

ながらも熱心に説明を聞いていた。

2日目の21日（木）は、午前9時から河田英司教

務副部長によるself-learningの重要性(コンピュー

タスキル)について講演があり新入生は実際にパ

ソコンを操作しながら学んでいた。続いて2回目

のグループ討議があり、午後からは金 煕勍大学

院生（歯科矯正学講座）より外国人留学生から新

入生へのメッセージと題した講演が行われ、先

生の生い立ち、経験から学んだことなどを話さ

れ新入生にエールを送った。午後1時50分から

4時20分まで3回目のグループ討議が行われ、午

後4時30分からは吉野文浩精神・神経科講師より

「こころの健康管理について」と題した講演があ

り、午後5時20分から中澤 章先生より「臨床医か

ら新入生へのメッセージ（歯科医療の現場から）」

と題した講演があった。続いて、午後6時30分か

らは懇親会が行われ、崎山浩司解剖学講座助手

による校歌の練習やビンゴゲームなどを通じて

おおいに盛り上がり親睦が深まったが、楽しい

時間も束の間、その後は翌日のグループ発表に

向け自主的に準備に取り組む新入生の姿が目立

った。

最終日の22日（金）は、午前9時から各グルー

プの発表を行った。「モラル・ルール・マナー」と

いうテーマについて各グループとも異なる視点で

捉えている点が興味深く、グラフを使うなど分か

りやすく説明しているグループが多かった。また

質疑応答も活発に行われ、充実したグループ発表

となった。

最後に 澤孝彰教養科目幹事による閉講の辞に

より幕が閉まり、3日間に亘るセミナーを終了し

た。帰路は東京湾アクアライン・海ほたるを経由

し、午後2時、全員無事に大学へ到着した。

Aクラス男子学生「各講演で多くのことを学び

パソコン操作に真剣に取り組む新入生：平成17年4月
20日（水）、かずさアカデミアパーク

学生生活始めてのグループ討論をする新入生：平成17
年4月21日（木）、かずさアカデミアパーク



（22） 第213号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成17年5月31日発行

ました。特に中澤章先生のお話はこれから私たち

が歯科医師として臨床を行うとき、患者さんとの

コミュニケーションの大切さ、記録をとって自分

の技術を磨くことなど、非常に有意義な講演でし

た。」

Bクラス女子学生「学外セミナーの中で特に得

られたものはコミュニケーションです。グループ

の討議を通して忙しいながらもたくさんの人と相

談したり、考えたりできました。コミュニケーシ

ョンに自信が持てました。」

■大学院春期ベーシックセミナー開催

大学院春期ベーシックセミナーが、平成17年4月

25日（月）、26日（火）、27日（水）、28日（木）、

5月9日（月）、11日（水）に開催された。このベ

ーシックセミナーは大学院新入生を対象とし、

基本的な研究技術の修得を目的として、研究機

器管理部や関連講座の協力を得て、平成12年度

より開催されているセミナーである。口腔科学

研究センターに設置されている保健情報学、生

体素材学、細胞生物学、分子生物学、分析生物

学および細胞形態学の研究機器の使用に関する

セミナーに参加し、実際にどんな研究機器があ

り、自分の研究にどう活かせるのかを体験した。

研究生活をスタートさせたばかりの学生達には、

大変貴重な時間であった。

細胞生物学のベーシックセミナー風景：平成17年4月
28日（木）、細胞生物学研究室Ⅰ

■第41回歯科医学教育セミナー開催

平成17年4月25日（月）午後6時から千葉校舎

第1教室において、第41回歯科医学教育セミナー

が開催された。今回は、東京都病院経営本部経

営企画部職員課の大井泰弘課長をお招きし、「臨

る臨床研修制度－」と題した講演を伺った。

はじめに、都立病院の改革状況について、患

者数・病床数や医師・歯科医師などの職員数、

収支などの病院の概要、病院改革マスタープラ

ンの考え方、再編整備の具体的方策を詳細に説

明された。続いて、都立病院における臨床研修

について説明があり、人材確保と育成のこれか

らの考え方として、新たなレジデント制度の構

築やスペシャリストの育成、医師採用ルートの

多様化などを挙げられた。研修制度として、卒

後2年間のジュニアレジデント、続く3年間で専

門分野の基礎的研修を行うシニアレジデント、

少数ながら専門分野についてさらに研鑽を積む

サブスペシャリティレジデント等の制度を紹介

され、研修医はこの間専門医や認定医の資格を

取得、都立病院の常勤医師となってからは海外

派遣研修制度も設けられているとのことである。

都立病院での歯科臨床研修は2年課程で、1年目

に「基本習熟コース」、2年目に「基本習得コー

ス」を設定し、研修病院の連携や開業に有用な

内容の研修なども検討しているとのことであっ

た。レジデント制度の確立や都立病院間の連携

への取り組みなど本学の臨床研修にとって大い

に参考となるセミナーであった。

講演される大井課長：平成17年4月25日（月）、千葉
校舎第1教室

■市川総合病院平成17年度第1回従来型CPC開催

市川総合病院において、平成17年度第1回従来

型CPCが、平成17年4月27日(水)午後6時から精神

神経科部長の吉野文浩講師の司会のもと、病院

講堂において多数の参加者を得て行われた。

今回は、「高熱、筋強剛、意識障害を発症し、

数日後に死亡した鬱病の1例」と題し、精神神経

床研修教育システムについて－都立病院におけ 科森 秀和病院助手から症例提示があり、臨床経
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従来型CPC実施風景：平成17年4月27日（水）、市川
総合病院講堂

過と種々の検査結果に基づいて、病理を担当し 伴い、看護部門を中心として稼働開始の準備作業

た臨床検査部田中陽一助教授をはじめとする出 が4月初旬から段階的に開始された。そして、外

席者の間で検討が行われた。 来診療が休診である5月1日（日）を既存病棟から

北病棟に患者を移動する日とし、医師、看護部そ

して事務部の多くの教職員が休日返上で作業にあ

たった。

午前8時30分に開始された患者の移動は、ナー

スステーションの引越を含め、大きな混乱も無い

まま順調に進められ、午後1時にはほぼ完了し、

北病棟は稼働を開始した。また、今回は北病棟を

フルオープンさせるため一時的に6階西病棟を休

棟とし、平成18年春に全病棟をオープンさせる予

定である。

■千葉病院第1回病診連携懇談会開催

■木曜会お花見会開催 5月としては肌寒い一日であったが、千葉県歯

市川総合病院教職員の親睦団体である木曜会 科医師会、千葉市歯科医師会、千葉県病診連携

主催による、恒例の「お花見会」が、平成17年4 協議会より多数の先生をお迎えして、千葉病院

月28日（木）午後7時より、ホテルオークラ東京 第1回病診連携懇談会を12日（木）に開催した。病

ベイにおいて開催された。 院見学では、放射線科のCT、MRI等の最新の機

この行事は、新人紹介を兼ねて毎年お花見の時 器、口腔インプラント科診療室・手術室、臨床

期に開催されている。当日は、約350名の参加者 研修医控室等をご覧頂いた。

を得て行われ、中島庸也木曜会委員長、そして木 講演会は中川寛一病診連携懇談会実行委員長

曜会会長の畠 亮市川総合病院病院長からの挨拶 司会の下、金子 譲学長による挨拶、石井拓男病

に続き、山根源之市川総合病院副病院長の乾杯の 院長による病診連携懇談会の概要説明がなされ、

発声により参加者一同盃を上げた。会は、新人 矢島安朝科長による口腔インプラント科の説明、

紹介、所属毎のクイズ形式によるゲーム大会と さらに本年4月より正式に開設した口臭外来、口

進められ、最後には風船争奪による抽選大会が 腔腫瘍外来、リラックス治療外来，慢性の痛み

行われて大いに盛り上がり、新人も含め職種を 外来・しびれ外来（ペインクリニック）、唇顎口

問わず、親睦を図ることができた。 蓋裂外来、顎変形症外来、障害者歯科外来Ⅰおよ

びⅡ、ドライマウス外来(口腔乾燥症外来)、味覚異

常外来、歯科金属アレルギー外来、セカンドオピ

ニオン外来の12種の専門外来の説明が行われた。

■市川総合病院北病棟稼働開始

平成17年3月の市川総合病院北病棟新築落成に

市川総合病院「お花見会」：平成17年4月28日（木）、
ホテルオークラ東京ベイ

参加者に口腔インプラント科診療室の説明を行う荒瀧講師：
平成17年5月12日（木）、千葉病院口腔インプラント科
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懇親会は会場を厚生棟に移し、山口秀晴副病 その人自身にとっては人生をも左右するような

院長の司会により、薬師寺 仁副学長による挨拶、 重みを持っているということを感じ、幼少期の

千葉県歯科医師会岸田 隆会長、千葉市歯科医師 経験の重要性を再認識した」「コーチングの手法

会宍倉邦明会長よりご挨拶を頂き、その後、講 を学び自分の行動を振り返ると、まさに目から

演会で説明を行った各部署によるポスターに対 鱗が落ちるレクチャーであった」等の感想が挙

する活発な質疑応答がなされ、和やかな雰囲気 げられた。

の中で第1回懇談会を終えた。 最後に、受講者に修了証書が授与され、2日間

の日程を終了した。本ワークショップを今後も継

■平成16年度第6学年担当者慰労会開催 続して実施することにより教育体制の改革と教育

平成17年5月17日（火）午後6時30分より、ホ 指導のより一層の充実ならびに歯科医師臨床研修

テルニューオータニ幕張シェルルームにおいて、 における指導歯科医の充実を目指している。

平成16年度第6学年担当者慰労会が行われた。

会は一戸達也教務部副部長の司会で進行。

金子 譲学長の挨拶に続いて藥師寺 仁副学長の

発声により乾杯した。暫しの歓談の後、佐藤 亨

総合講義検討委員長、井上 孝前第6学年主任、前

第6学年副主任の阿部伸一助教授、松坂賢一助教

授、山倉大紀講師、西堀陽平助手、伊藤太一助

手並びに小林友忠教務課長、冬野英雄前学生課

長、菅沼雅文学生課長がそれぞれ歯科医師国家

試験を終えての感想を述べた。

続いて佐藤 亨第6学年主任が平成17年度の国家

試験に臨む意気込みを語り、最後に井出吉信学

監の閉会の辞をもって、午後8時30分に閉会した。 ■第42回歯科医学教育セミナー開催

平成17年5月23日（月）午後6時から千葉校舎

■第17回カリキュラム研修ワークショップ開催 第2教室において、第42回歯科医学教育セミナー

平成17年5月21日（土）、22日（日）、千葉校舎 が開催された。今回は、「多肢選択形式問題の作

実習講義室・セミナー室およびホテルグリーン 成法（歯科医師国家試験問題・共用試験CBT問

タワー幕張において、第17回カリキュラム研修 題）」と題し、試験問題の作成に関するセミナー

ワークショップが開催された。本ワークショッ が行われた。

プは、平成18年度から必修化される歯科医師臨 はじめに、小児歯科学講座の藥師寺 仁教授か

床研修制度において、厚生労働省により示され ら、多肢選択形式問題の作成法について具体的

た「指導歯科医講習会の開催指針」にのっとり、 な作文例を示しての説明があった。良質な問題

「指導歯科医講習会」として認定され実施するも の条件として評価の妥当性、再現性、客観性を

のである。 挙げ、問題の作成過程では、出題範囲、問題の

今回は、千葉県・茨城県歯科医師会や本学同 主題（何を聞きたいか）の決定、主題の細分化、

窓会からの参加者、本学非常勤講師・専任教育 Taxonomyの選択、問題形式の選択を適切に行い、

職員など40名を対象とし、カリキュラム・プラ 特に主題の選択にあたっては国家試験出題基準や

ンニング、問題点の解決法に関する8つのセッシ モデル・コア・カリキュラム等の内容に留意し

ョンからなるプログラムが実施された。5グルー て、適正に行うことが重要だとのことであった。

プに分かれ、限られた時間内に討議、発表を行 続いて、歯科理工学講座の河田英司 助教授か

う凝縮された内容のワークショップに参加した ら、共用試験CBT問題の作成法、特に順次解答

受講者からは、「望ましい学習活動の中で、他人 式問題（W,Q問題）、多選択肢問題（L,R問題）

から見るとちっぽけで無意味だと思える事が、 の作成法についての具体的な説明があった。W

グループ討議風景：平成17年5月21日（土）、千葉校
舎セミナー室
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問題は診断・治療方針・治療法を問う第1問とそ

れに関連した基礎科学的知識を問う第2問の2連

問形式であり、Q問題は臨床推論で検査・診断・

治療という一連の流れを追う4連問形式の問題で

ある。L,R問題は選択肢を7～15程度設定し、ま

ぐれ当たりを防ぎ、臨床の現場に即した2連問、

4連問形式の問題となっている。多肢選択形式問

題は、歯科医師国家試験や共用試験CBT、そし

て学内試験にも広く利用されている。その試験

問題の妥当性、客観性の確保は重要なポイント

であり、今後の本学での問題作成スキルをさら

に高めていくことが重要課題である。

講演する藥師寺教授：平成17年5月23日（月）、千葉
校舎第2教室

■骨結合型インプラント治療に関するオープン

セミナー開催

平成17年5月23日(月)午後6時より、水道橋校舎

血脇記念ホールにおいて、カリフォルニア大学ロ

サンゼルス校（UCLA）顎顔面口腔外科のPeter

K. Moy教授をお招きし、骨結合型インプラント治

療に関するオープンセミナーを開催した。Moy教

授はアメリカにおけるインプラント口腔外科の第

一人者であり、オッセオインテグレーション、特

に骨移植･骨増成手術に関する多くの文献を執筆

され、国内外で多くの講演をされている。今回の

セミナーでは、世界をリードするインプラント臨

床のトピックスに加え、臨床研究への取り組み、

Weintraub centerを中心としたバックアップ基礎研

究施設との連携、更にUCLAにおける研修プログ

ラムについてお話しいただいた。

骨結合型インプラントの臨床応用が開始されて

約40年が経過し、技術・材料とともに治療のコン

セプト自体が様々な進化を遂げている昨今、世界

披露され、会場に集まった約150名の参加者にと

って大いに刺激を受けたセミナーとなった。 

講演するMoy教授：平成17年5月23日(月)、水道橋校
舎血脇記念ホール

■平成17年度大学院新入生学外総合セミナー開催

平成17年度大学院新入生学外総合セミナーは

平成17年5月25日（水）から27日（金）の3日間

にわたり、かずさアカデミアパークで行われた。

大学院新入生53名の他、奥田克爾大学院研究科

長、 澤孝彰大学院教務部長、櫻井 薫大学院学

生部長及び講師として佐野 司教授（歯科放射線

学講座）、杉崎正志先生（東京慈恵会医科大学歯

科学教室教授、本学口腔外科学講座非常勤講師）、

Jeremy Williams助教授、また先輩大学院生を代表

して衣松高志大学院生（4年次、歯科保存学第二

講座）が参加した。

第1日目は午前11時30分から開講式、教職員お

よび大学院生の自己紹介が行われたあと、午後1

時より櫻井大学院学生部長よりオリエンテーシ

ョンがあり、引き続き杉崎先生の「臨床研究に

求められているもの1」、佐野教授の「臨床研究

に求められているもの2」、Williams助教授の「英

語で科学論文を書きましょう」、衣松大学院生の

「大学院学生生活について」と題したセミナー講

演があった。続いて午後4時20分からは、大学院

新入生の個人発表が行われた。各自が事前に海

外論文を読み、その内容の紹介、考察などを、

液晶プロジェクタを使用して5分間で発表、2分

間の質疑応答を行う形式で進行し、教員からは

プレゼンテーションの方法や考察のポイント等

について貴重なアドバイスが送られた。

第2日目は午前8時から大学院生が7グループに

分かれてグループ討議を行い、図書「臨床試験

最高レベルともいえる外科手技が余すところなく とは何か」の内容について活発な討論がなされ
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た。午前10時からは、前日の続きの個人発表が

午後5時15分までの長時間に亘って行われた。二

日間とおして行われた個人発表の中には、発表

から質疑応答まで英語で行われた発表もあり、

自分の将来の方向性をしっかりと見据えた今後

の研究につながっていくような発表が目白押し

であった。引き続いて午後6時から懇親会が催さ

れ、大学院生は教職員を交えて大いに語り合い、

親睦を深めた。

最終日は午前8時から2回目のグループ討議を

行い、午前10時から「かずさDNA研究所」を見

学した後、午後1時からグループ発表（各グルー

プ7分）、質疑応答（各グループ5分）が行われた。

各グループは短時間の討議ながら手際よく考察

をまとめ、質疑応答も前日までの個人発表と同

様に活発に行われた。引き続き午後2時40分から

閉講式が行われた後、全員無事に帰路についた。

グループ討議も大詰め。先生の指摘に思わずあんぐり：
平成17年5月27日（金）、かずさアカデミアパーク

DNAの神秘に興味津々、最先端の研究に触れた。：平
成17年5月27日（金）、かずさDNA研究所

本学教授（英語）草

野重行先生は、在職中

の平成17年4月20日に、

急逝された。享年48歳。

草野先生は、昭和55

年に千葉大学人文学部

人文学科（英文専攻）

をご卒業され、その後東京大学大学院人文科

学研究科（英語英文学専攻）修士課程、博士

課程で英文学を学ばれた。昭和62年4月、本学

の教養系英語研究室講師として着任された。

平成5年に助教授、平成13年には教授に就任さ

れ、逝去される前日まで、英語教育、科学英

語教育に従事された。

草野先生は、本学に着任以来、学生の英語

教育に情熱的に取り組まれ、そのかたわら英

国19世紀、20世紀の詩を中心に、英文学を幅

広く、深く研究された。その膨大な読書量か

ら生まれた真実の教養には、学生のみならず

教員をも啓発する力があった。

先生の通夜は4月22日午後6時から、告別式

は4月23日午後1時から、千葉県市川市法善寺

会館にてしめやかに執り行われた。

訃報 草野重行教授ご逝去
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トピックス 
■平成17年度特別奨学生決定 考慮する必要があるとされてきた。しかし、その衝撃

平成17年度特別奨学生が、選考委員会及び教授 力等の解明は、いまだ不十分であり、臨床に反映さ

会の議を経て下記のとおり決定した。 れるには至っていない。そこで，本論文では数種類

なお、特別奨学生には、東京歯科大学に在学し、 の運動に使用されるボール、器具を加衝物とし、振

学業成績・人物が優秀でかつ健康であり、他の学 り子型の加衝装置を用いた実験を行い、その結果、

生の模範となる学生が選出される。 加衝物の違いにより，衝撃力の大きさ，作用時間が

第6学年 14 岩村　枝里 55 小池　晶彦 異なることを報告している。

90 立木　千恵 121 藤代　結香 表紙を飾ったもう1編は、"Can mouthguards pre-

149 山村　紘子 vent mandibular bone fractures and concussions? -A

第5学年 12 石塚　洋一 41 小川　千晴 laboratory study with an artificial skull model-"で、

42 尾崎　亘弘 83 白谷　　聡 論文内容は、マウスガードの顎顔面頭蓋に対す

第4学年 1 青木　一充 36 木村　領太 る効果を視るため、その実験方法の確立および

44 小林　健一 56 佐藤絵美子　 下顎骨骨折および脳震盪に対するマウスガード

84 奈良　宏周 の安全性について検討したものである。その結

第3学年 14 伊藤　依子 28 岡田　玲奈 果、頭蓋模型ならびに振り子型の加衝装置を用

42 神田　万喜 63 重政　理香 いた本実験方法により、マウスガードの顎顔面

101 樋口はる香 頭蓋に対する効果が判定可能となった。現在、

第2学年 13 井上　裕梨 24 大泉　康輔 倫理的な問題等で実際、生体をもちいてマウス

40 木村　昇義 42 草薙　彩花 ガードの有効性を、衝撃実験により判定するこ

108 三友　啓介 とはできない。そのため、新しいマウスガード

第1学年 43 河野　由貴 46 斉藤　美香 材および製作されたデザインのマウスガードを

74 高谷久美子 評価するに適した有効な方法であることを示し

たものである。さらに、マウスガードは下顎骨

■スポーツ歯学研究室武田助教授の論文が国際学 骨折および脳震盪の予防、軽減に寄与する可能

術雑誌の表紙を2度飾る 性があることを実験的にも報告している。

本学スポーツ歯学研究室の武田友孝助教授の学 今回の表紙を飾った武田助教授の論文をとお

術論文が、DENTAL TRAUMATOLOGYのVol.20 して、我がスポーツ歯学研究室の日頃の研究活

（No.1）に2編と（No.3）に1編、そしてVol.21（No.3）に 動の一端をご紹介できればと思う。

1編が掲載され、しかもそのうち2度もその表紙を （スポーツ歯学研究室　石上惠一）

飾った。本国際雑誌は、"外傷歯とスポーツ歯学"

を扱うOfficial Publicationで、年6巻発刊されてい

る。今回表紙を飾ったのは、まず最初の2編のう

ちの1編"The influence of impact object characteris-

tics on impact force and force absorption by mouth-

guard material"で、論文内容は、これまでマウスガ

ード材およびマウスガードの衝撃吸収能を評価する

報告は、加衝物として鉄球を用いることが多かった。

しかし、フィールドでのスポーツ外傷は，ボールやバ

ット，スティックなどの器具との衝突によって起こるこ

とが多く，衝突する物質の性状、大きさなどにより歯
DENTAL TRAUMATOLOGY：表紙を飾った

の破折や脱臼の発生状況が変化すると言われる。そ Vol.20,No.1,February2004とVol.21,No.3,June 

こで、スポーツの種類によりマウスガードのデザインを 2005 
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学生会ニュース
■学生会主催新入生オリエンテーション 生の眼を様々に惹きつけていた。また、今回は初

恒例の学生会主催新入生オリエンテーションは の試みとして歯科衛生士専門学校生もオリエンテ

平成17年4月16日（土）午後1時から教養棟第5教 ーションに参加し、会場は超満員であった。

室で開催され、多数の新入生が出席した。 参加した新入生は楽しみながらも熱心に説明に

まず、川野洋介学生会総務委員長（5年）より 聞き入り、午後4時30分に終了すると直ちに興味

学生会の活動内容について説明があり、クラブ活 を持ったクラブ・同好会の下を訪ね、先輩たちの

動も含め課外活動も積極的に参加して文武両道の 温かい歓迎を受けた。

有意義な学生生活をおくってほしいとの新入生へ

のエールが贈られた。その後、今村嘉希前歯科学 ■硬式野球部春季リーグ優勝！

生交流会局長（5年）より延世大学校歯科大学と 硬式野球の春季関東歯学部リーグ戦が平成17年

の交流プログラムについて、また中尾 正前東歯 4月17日（日）から5月8日（日）までの3週間の日

祭実行委員長（5年）より東歯祭について説明が 曜日・祝日を利用して本学グラウンドにて開催さ

あり、引き続いて運動系・文化系それぞれのクラ れた。この大会はリーグ戦と銘打っているが、実

ブ・同好会の紹介が行われた。 際にはトーナメント方式で行われるもので、今年

クラブ・同好会の紹介は、午後1時15分から午 も昨年同様7校の参加校が優勝を争った。

後2時20分と午後2時30分から午後3時50分の二部 この大会で、本学硬式野球部は一回戦は日本大

に渡って行われ、授業で培ったプレゼンテーショ 学松戸歯学部を11－1で、二回戦は神奈川歯科大

ンの実力を遺憾なく発揮するクラブが多く見られ 学を15－1と圧倒的な得点力で一蹴し、見事決勝

る一方で、実技の披露で魅せるクラブもあり、手 まで勝ち上がっていった。決勝の相手は、久々の

作りのチラシの配布で魅せるクラブもありと新入 決勝進出で意気軒昂な鶴見大学歯学部。本学野球

部は、過去にも決勝までは勝ち上がっていくこと

は何度もあったのだが、近年は、最後の壁を乗り

越える事ができなかったこともあり、決勝戦前は

皆緊張状態であった。序盤、鶴見大学が攻勢をか

け、1回に3点を先制される。しかし、本学野球部

もすぐに奮起、逆襲に転じ、その後は取りつ取ら

れつのシーソーゲームとなった。手に汗を握る均

衡が破られたのは6回。本学野球部が一挙5点の猛

攻をかけ一気に鶴見大学を突き放したのである。

終わってみれば14－7と試合を見事ひっくり返し、

激戦を制していた。本学野球部が本大会を制する

のは実に9年振りの事であり、今年の歯学体制覇

へ向けて上々の一歩を踏み出した。

硬式野球部主将　三上智彦君（4年）

「ダメだ、ダメだ…」何度もそう思った。上の学

年が引退して人数が減り明らかに戦力が落ちたの

は否定できなかった。しかし、気持ちだけは絶対

に負けない。をテーマに練習に取り組んだ。迎え

た決勝、一回戦、二回戦とは比べものにならない

ほど厳しい戦いだった。優勝した時、今までやっ

てきたことは間違ってなかった。と思った。気持

ちで勝ち取った勝利！そして「あきらめない」と

見事なアカペラを披露する混声合唱部：平成17年4月
16日（土）、千葉校舎第5教室

先輩達の手厚い歓迎を受ける新入生＝平成17年4月16
日（土）、千葉校舎第5教室
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いう大切なことに気づいたという財産を僕たちは

絶対に忘れない。

優勝の賞状を掲げて全員で記念撮影：平成17年5月8日
（日）、御殿町グラウンド

■混声合唱部春のミニコンサート開催

平成17年4月18日（月）、混声合唱部の「春のミ

ニコンサート」が千葉校舎第5教室で開催された。

このコンサートは昨年より「混声合唱部の活動に

もっと知ってほしい」という趣旨で企画されて始

まったものであり、唱歌よりも親しみやすいポッ

プス系の楽曲を中心に選曲。平原綾香の「Jupiter」、

山口百恵の「プレイバックPart2」など、世間でも

よく知られているヒット曲の数々が全8曲アカペ

ラで披露され、一曲歌い終わる度に聴衆から暖か

い拍手を貰っていた。

混声合唱部主将　飯島俊彦君（4年）

「春のコンサートは、皆さんに混声合唱部の活動

をもっとよく知ってもらおうと始めたものです。

今回は前回よりも多くの来場者を迎えてうれしく

思っています。私達のコンサートを一人でも多く

聞いてもらえるようにこれからも頑張っていきた

いと思います。」

■BIG BAND JAZZ部定期演奏会開催

平成17年5月14日（土）にBIG BAND JAZZ部の

定期演奏会が本学千葉校舎講堂にて開催された。

今回は初の試みとして日本大学WHITE RHYTHM

ECHOES ORCHとのジョイントしており2部構成

で演奏会を行った。第一部は午後4時30分より日

本大学ORCHが登場し5曲を演奏した。休憩を挟ん

で、本学BIG BAND JAZZ部LITTLE SOUNDS

ORCHESTRAは第二部午後5時10分より登場。CM

でも有名なJAZZの名曲「IN THE MOOD」、JAZZ

スウィンド＆ファイアーの「GET AWAY」などバ

ラエティーに富んだ演奏を披露し、聴衆の耳と心

を潤していた。

当日会場は土曜日の夕方とはいえ、子供連れの

母親や学生・クラブOB、学校教職員など多くの

人で賑わっており、昨年同好会からクラブに昇格

して以来、確実にファンを増やしていることを伺

わせた。

BIG BAND JAZZ部主将　青木一充君（4年）

「3月に5年生が引退して、人数的にも実力的にも今

回の演奏会が出来るか不安でしたが、OB・先生に

ご協力していただいて素晴らしい演奏会にすること

が出来ました。今年は、地域に密着した活動をして

いくことをテーマとしていますので、町内会の盆踊り

にも参加するなどクラブとして東京歯科大学生とし

て地域に貢献していきたいと思います。」

頬を膨らませ吹き込んだ：平成17年5月14日（土）、千
葉校舎講堂

■管弦楽部ミニコンサート開催

管弦楽部のミニコンサートが平成17年5月17日

（火）に千葉校舎教養棟第6教室にて開催された。

平日の授業終了後に午後6時30分から午後7時30

分のわずか1時間という短時間の演奏会である

が、POPSからはSMAPの代表曲「らいおんハー

ト」、アニメ『天空の城ラピュタ』より「君をの

せて」、クラシックからは「カノン」といった馴

染み深い名曲を10曲演奏し、秋の定期演奏会と

はまた雰囲気の違う、ひと時の癒しの空間を演

出していた。

管弦楽部主将　菊地容子さん（4年）

「今回のミニコンサートは、今年がはじめてでし

たが、私たちにとってとてもよい経験になりまし

た。これからも部活動の１つとして、続けていき

以外の分野からもダンサンブルな楽曲であるアー たいと思います」
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図書館から

■「Books Pick UP」 ■雑誌製本のお知らせ

平成17年4月1日より「医学・歯学分野のいろい 2004年刊行雑誌の製本を次の日程で進めており

ろな歴史」をテーマとして掲示している。この掲 ます。作業中は利用者の皆さまにご不便をおかけ

示内容はホームページ上の「テーマ別図書リスト」 いたしますが、ご了承ください。

からも、閲覧可能。

図書館では年4回、テーマを決めて、図書資料 千葉校舎図書館

のポスター掲示とホームページ上への掲載を行っ 5月　雑誌タイトル A-G（和洋）

ている。 6月 〃 H-Z（洋）

7月 〃 H-Z（和）

■本学教員著作リスト 8月 〃 歯科関係（和洋）

（本学の教員名が標題紙に記載されているものに

限る。） 市川総合病院分館

山根源之[ほか]編著　「歯科初診患者の医療面接 5月　雑誌タイトル I-Z（洋）

プロダクト」 砂書房 6月 〃 A-H（洋）

井上孝編著　「病態からみた発生」 南山堂 7月 〃 A-Z（和）

なお、ご利用に際し、詳細はカウンターへお問合

■「利用問い合わせ機能」について せください。

ホームページ上にある「利用問い合わせ」機能

で、自分が借りている資料や、予約状況を確認す ■水道橋病院分館図書室の利用者対応について

ることができます。 次回、館員が居る予定は7/12（火）、8/23（火）

利用するにはパスワードの登録が必要です。図 です（変更あり）。


書館カウンターまでお問い合わせください。


■夏休みの千葉校舎図書館開館予定

■「大型プリンターの予約確認」について 今年度の夏休み期間中の開館予定は下記の通り

大型プリンターの予約状況がホームページ上 です。


で確認できるようになりました。また利用方法


もご覧いただけます。 7月 平　日　9：00～20：00


土　曜　9：00～13：00

■図書館の蔵書検索画面から、NACSIS-CAT 休館日　日曜　祝日


の検索が可能に 7/26～28（蔵書点検のため）


NACSIS-CATとは、国立情報学研究所（NII） 8月 平　日　8/1～19 9：00～18：00


が提供している、全国の大学図書館等が所蔵す 8/22～　 9：00～20：00


る図書・雑誌の総合目録データベースです。当館 休館日　土曜　日曜　


の蔵書検索で該当資料がなかった場合に、続けて


このデータベースを検索することができます。こ


れにより本学に所蔵のない資料の、他大学等の所


蔵情報を、確認できるようになりました。


他大学の図書館や資料をご利用になりたい場


合は、図書館カウンターまでお問い合わせくだ


さい。
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歯科衛生士校ニュース
■平成17年度歯科衛生士専門学校入学式

歯科衛生士専門学校第57期生の入学式は、4月

4日（月）午前10時から千葉校舎講堂において、

来賓、学校関係者、在校生ならびに新入生父母

臨席のもとに厳粛裡に挙行された。

式は橋本貞充学生部長による司会、開式の辞に

始まり、国歌斉唱後、眞木吉信副校長から新入生

一人一人が呼名・起立により紹介され、次いで

下野正基校長が訓辞を述べられた。引き続き、

井上 裕学校法人東京歯科大学理事長の代理とし

て熱田俊之助常務理事、金子 譲東京歯科大学学

長ならびに中井麗子歯科衛生士専門学校同窓会

会長からご祝辞をいただいた。その後、在校生

を代表して原 亜矢香さんが歓迎の辞を述べ、次

いで新入生を代表して 橋 舞さんが誓詞を述べ

た。また、新入生には歯科衛生士専門学校の徽

章が校長より授与され、代表の有馬潤子さんの

襟に輝いた。最後に在校生のリードで出席者全

員が校歌を斉唱し、式は終了した。

入学式に続き、嶋村一郎教務部長から新入生

ならびに保護者に、ご臨席頂いた来賓の方々およ

び教職員が紹介された。さらに新入生は記念写

真撮影の後に、学年主任・副主任からオリエン

テーションを受け入学式当日の日程を終了した。

呼名により起立・紹介される新入生：平成17年4月4日
（月），千葉校舎講堂

誓詞を述べる新入生代表：平成17年4月4日（月）、千
葉校舎講堂

訓　　辞

東京歯科大学歯科衛生士専門学校

校　長　下野　正基

桜の花もほころび、まさに春たけなわの本日、ここに東京歯科大学学長ならびに東京歯科大学歯

科衛生士専門学校同窓会長をはじめ、多数のご来賓のご臨席をいただき、平成17年度の入学式を迎

えることができましたことは、誠に喜ばしいことと存じます。

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

て、心からお祝い申し上げます。

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

その後、平成元年にこの千葉の地に移転し、現在に至っておりますが、この間、本校の卒業生は、

1,977名を数え、歯科医療や保健福祉の現場においてめざましい活躍をされております。

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

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

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



高

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

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

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

より施行されることになりました。本校ではすでに昨年度より三年制を実施し、教育の充実を図っ

てきておりますが、その一つとして、大学付属病院という恵まれた環境での臨床実習に加えて、地

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

ーズに対応できる歯科衛生士を育てるための努力をしております。

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

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

祉にわたる広い分野について多くのことを学ばなければなりません。この三年間は皆さんにとって

かけがえのない青春の大切な時期です。勉学はもとより様々な面で充実した学生生活を送っていた

だきたいと思います。

「心が変われば、行動が変わる。行動が変われば、習慣が変わる。習慣が変われば、人格が変わ

る。人格が変われば、運命が変わる。」これは、現在アメリカのニューヨークヤンキースで活躍し

ている松井秀喜選手の母校、石川県星稜高校野球部の部室に貼ってあった言葉です。松井選手は高

校生の時から、この言葉に触発され、人知れぬ努力を重ねて今日を築いたのだと思います。どうか

皆さん、今皆さんが心に抱いている希望に満ちた向学心、向上心を必ず行動として表して下さい。

その行動を習慣化して下さい。そうすれば、ものの見方や考え方が変わってきます。継続していけ

ば必ず皆さんの人格や運命が変わるはずです。歯科衛生士としての専門性を身につけるだけでなく、

ひとりの人間として、ひとりの女性として、誰からも慕われ、尊敬されるように一人ひとりの人格

を磨いて下さい。

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

します。

平成17年4月4日

誓　　詞

第57回新入生代表

橋　舞

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

よう務めることを確く誓約いたします。

平成17年4月4日

平成17年度新入生

青野ちさみ 浅野　祥代 有馬　潤子 石川恵里香 石川　智恵 石田　佳織

伊藤真奈美 稲生　梨沙 内山久美子 宇山　麻子 浦津えりか 大木さゆり

小川　晶子 笠井　恵佳 川木　裕未 川辺　朋美 北原　蓉子 木村　麻美

栗原　亜希 齊藤　明香 四関　友美 関口あゆみ 関矢　寛子 橋　　舞

森ひとみ 田中　潤子 冨　理英 中関　恵美 中村瑛梨佳 新沼　桐子

蓮見　亜耶 比佐美智子 藤村　真理 増田　和栄 升田菜穂子 松尾佳代子

松本真理子 丸山　有紀 水野　晃子 宮内　　舞 望月　扶美 森本　陽子

矢作友里絵 山崎　詩織 種　晴香 渡邉　祐美
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■第6回ＦＤワークショップ開催 和やかな雰囲気のうちに会は進行した。最後にビ

平成17年4月26日（火）午後6時より千葉校舎第 ンゴゲームで大いに盛り上がるなか、午後1時閉

4教室において、歯科衛生士専門学校第6回ＦＤワ 会となった。

ークショップが開催された。今回は東京歯科大学

市川総合病院歯科・口腔外科部長の山根源之教授

を講師にお迎えして「歯科衛生士に求められてい

るもの― 総合病院歯科からの提案 ―」と題する

講演を伺った。

講演で先生は高齢化社会のなかで種々の疾患や

後遺症を有する患者に対する専門的口腔ケアを含

めた総合的健康管理の重要性について述べられ、

近年の歯科の患者の問題、歯科衛生士の就業場所

の変化、業務内容の拡大等、様々な観点から歯科

衛生士の果たすべき役割を具体例を挙げて説明さ

れた。特に基礎疾患の理解、心身的なケア、専門

的口腔ケア、業務範囲拡大への対応などがいま求 ■学外研修セミナー

められていると述べられた。時代の変化に対応し 2学年合同の学外研修セミナーが平成17年5月13

て今後さらに歯科衛生士教育を充実させていく上 日(金)、14日（土）の1泊2日の日程で幕張セミナ

で大変参考になる有意義な講演であった。 ーハウスにおいて行われた。これまで第１学年を

対象として、入学後まだ日の浅いこの時期に研修

旅行が行われてきたが、3年制の過程に移行し、

第2学年の臨床実習がまだ始まっていないため、

本年は2学年合同での学外研修を行うこととなっ

た。この研修セミナーは、グループディスカッシ

ョンとその発表を行うことで、問題発見、整理、

解決に取り組む中で、協力し合う態度を身につけ

るとともに、学生同士の親睦を深めることを目的

とした。

会場での集合後に行われた新入生歓迎会に引き

続き、午後1時より開講式が行われ、眞木吉信副

校長は十分に研修の成果を挙げることを期待する

■平成17年度学生会総会ならびに新入生歓迎会 と述べた。その後直ちに、グループディスカッシ

新入生46名を迎え、平成17年度歯科衛生士専門 ョンが開始された。ディスカッションは、『フリ

学校学生会総会が5月13日（金）午前11時30分から ーターとニートについて』というテーマについて、

幕張セミナーハウスにおいて開催された。本年は 各学年をそれぞれ6班に分け行われた。学年ごと

学外研修セミナーを2学年合同で行うこととした 別々に発表会を行った後、夕食となった。夕食後

ため、これに併せ、セミナーに先立っての開催と もディスカッションを行ったが、1、2学年が半数

なった。学校からは眞木吉信副校長、嶋村一郎教 ずつの混合のグループに班編成を変えて行った。

務部長、橋本貞充学生部長と専任教員が出席した。 その後、コミュニケーションゲームを行い、和気

学生会役員の司会進行により、平成16年度活動報 藹々の遊びのなかでも、人との協力や和が大切で

告と会計決算が承認され、続いて平成17年度活動 あることを学び、午後9時30分に1日目の日程を終

計画案と予算案が満場一致で可決承認された。 了した。

総会に引き続き、2年生(56期生)主催による新 2日目は午前7時からの朝食に皆元気に顔を見

入生歓迎会が開催され、昼食をとりながら歓談し、 せ、8時からはグループディスカッションを再開、

和やかに歓談する新入生と2年生：平成17年5月13日
(金）、幕張セミナーハウス

講演される山根教授：平成17年4月26日（火）、千葉
校舎第4教室
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それぞれのテーマをまとめた。10時から、各班ご とも課題にまじめに取り組み、よく整理された発

との成果を発表し、質疑応答で2時間があっと言 表ができ研修の成果がみられたと、学生へのねぎ

う間に過ぎた。12時から昼食をとった後、研修の らいのご挨拶をいただいて、すべての日程を終了

自己評価表と報告書をまとめ、2時からは閉講式 し、現地にて解散した。

を行った。最後に下野正基校長より、各グループ

ディスカッションする1年生：平成17年5月13日（金）、
幕張セミナーハウス

グループのまとめの発表：平成17年5月14日（土）、幕
張セミナーハウス



 
 

  

  

 

 
  

  

  

  

平成17年5月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第213号　　（35）

平成17年度　第１学年時間割表

A組 B組 

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 

前
　
　
　
　
　
期

9：00 
～ 

10：25
1 

基礎物理 Ⅰ 
β 

歯科医学 
概　　論 
（病院見学） 

一般化学 Ⅰ 
基礎物理 Ⅰ 
α 独　語 

基礎物理 Ⅰ 
β 

歯科医学 
概　　論 
（病院見学） 

一般化学 Ⅰ 
基礎物理 Ⅰ 
α 英語Ⅲ 

基礎化学 Ⅰ 一般物理 Ⅰ 基礎化学 Ⅰ 一般物理 Ⅰ 

10：35 
～ 

12：00
2 医療法学 

健康学 
（病院見学） 

独　語 
基礎生物 Ⅰ 

英語Ⅲ 数学Ⅰ 
健康学 

（病院見学） 
心理学 

基礎生物 Ⅰ 
独　語 

一般生物 Ⅰ 一般生物 Ⅰ 

13：00 
～ 

14：25
3 英語Ⅰ 生命倫理 心理学 数学Ⅰ 英語Ⅱ 医療法学 英語Ⅰ 英語Ⅱ 独　語 社会福祉 

14：35 経済学 経済学 

生命倫理 
自然科学 
演習Ⅰ 

情報科学 
入　門 

体育実技 

～ 4 社会学 
自然科学 
演習Ⅰ 

情報科学 
入　門 

社会福祉 社会学 
16：00 ラテン語 ラテン語 

16：10 
～ 

17：30
5
自然科学 
演習Ⅰ 

体育実技 

教　養 
セミナー 

自然科学 
演習Ⅰ 

教　養 
セミナー 

9：00 基礎物理Ⅱ 
β 

基礎物理Ⅱ 
α 人　間 

英語Ⅰ 独　語 
基礎物理Ⅱ 

β 
基礎物理Ⅱ 

α 人　間 
生物学 

生物Ⅱ 英語Ⅲ 

後
　
　
　
　
　

～ 
10：25

1 
基礎化学Ⅱ一般物理Ⅱ 生物学 基礎化学Ⅱ一般物理Ⅱ 

10：35 
～ 

12：00
2 
歯科基礎 
数　学 

英語Ⅱ 心理学 生物Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅰ 独　語 独　語 英語Ⅱ 人類学 

13：00 
～ 

14：25
3 数学Ⅰ 独　語 

理科実習 

人　間 
生物学 

人類学 
歯科基礎 
数　　学 

数学Ⅰ 心理学 
人　間 
生物学 

理科実習期
14：35 
～ 

16：00
4 一般化学Ⅱ 

美　術 
自然科学 
演習Ⅱ 

体　育 一般化学Ⅱ 

美　術 

体　育 
自然科学 
演習Ⅱ 

哲　学 哲　学 

日本史 日本史 

16：10 
～ 

17：30
5

教　　養 
セミナー 

教　　養 
セミナー 

平成17年度　第２学年時間割表

前　　　期 後　　　期 

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 

9：00 
～ 

10：25
1 生　理 

物質の 
科　学 

口腔解剖 

A 
歯科医学英語 

解

A 

生
命物

B 

口腔生理 歯
科
臨

（
病
院 解

A 

組

B 
病　理 微生物B 

科学英語 

10：35 
～ 

12：00
2 
細胞分子 
生 物 学  

A 
科学英語 

口腔解剖 
物質の科学 
・生化学 

剖
実
習

現
象
と

質
実
習 生　理 

床
概
論

実
習
）

剖
実
習 

織
実
習 口腔組織 薬　理B 

歯科医学英語 

13：00 
～ 

14：25
3 
細胞分子 
生 物 学  

生物の構造 
と機能 

口
腔
解

解　剖 
生
命物

A 

解

B 

組　織 薬　理 解　剖 口
腔
組

理　工 

14：35 
～ 

16：00
4 医療統計 

物質の科学 
・生化学 

剖
実
習 解　剖 

現
象
と

質
実
習

剖
実
習 生化学 口腔生理 

組

A 

解

B 織
実
習 理　工 

織 剖
16：10 
～ 

17：30 
5
歯科基礎 
数　学 

病院実習 人類学 微生物 
実
習 

実
習



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

（36） 第213号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成17年5月31日発行

平成17年度　第３・４学年時間割表

第　３　学　年 第　４　学　年 

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 

前
　
　
　
　
　

9：00 
～ 

10：25
1 微生物 

解
剖
実
習 

A

生
理
実
習 

B 発　生 
病態学 

口病Ⅰ 生化学 歯
科
矯
正
実
習

歯　周 冠　架 口外Ⅰ 局　義 

10：35 
～ 

12：00
2 保　修 微生物 

口　腔 

生　理 

薬
　
理

生
　
化
　

口外Ⅱ 社　歯 歯　内 

局
部
義
歯
実
習

13：00 
～ 

14：25
3 

病理・ 
口病Ⅱ 

解　剖 総　義 薬　理 矯　正 法　歯 小　歯 
歯
内
療
法
実
習

期
14：35 
～ 

16：00
4 歯　薬 

生

A

解

B
理　工 病理・ 

口病Ⅱ 

　
実
　
習

学
　
実
　
習

歯　麻 
衛
生
実
習

歯　放 

16：10 
～ 

17：30
5 衛　生 

理
実
習 

剖
実
習 理　工 病理・ 

口病Ⅱ 
内　科 

・
口
衛

外　科 

9：00 
～ 

10：25
1 保　修 口病Ⅱ 総　義 

微

A

歯
科

B
局　義 

プ
レ
・
ク

概
　

冠　架 
歯　麻 
口外Ⅱ 
口外Ⅰ 

小
児
歯

口外Ⅰ 

後
　
　
　
　
　

10：35 
～ 

12：00
2 

保
存
修

病
理
実
習
・

（
介
護
施

総
義

生
物
実
習 

理
工
実
習 

口　微 

リ
ニ
カ
ル

　
論

冠
　
架

小　歯 

科
実
習

オーラル
メディシン
・

歯科医療 
管 理 学  

13：00 
～ 

14：25
3 理　工 衛　生 

口
衛
実
習

口外実習 
歯麻実習 

歯　周 

期
14：35 
～ 

16：00
4

復
実
習 

口
腔
病
理
実
習

設
実
習
）

歯
実
習 歯

科
理
工
実
習 

A

微
生
物
実
習 

B 
矯　正 

・
口
衛

実
　
習

　 歯放実習 
歯　　麻 歯

周
療
法
実
習

口外Ⅱ 

16：10 
～ 

17：30
5 歯　内 内　科 外　科 歯　放 

平成17年度　第5学年時間割表
第　５　学　年 

月 火 水 木 金 

前
　
　
　
　
　

9：00 
～ 

10：25
1 

課
題
講
義

課
題
講
義

臨 床 実 習  

7週目以降の月・火の 
3～5時限は課題講義 

木曜日の3～5時限は、 
4/6～6/8のうちの3回 
課題講義を実施 

整形、産婦、皮膚 

小児、耳鼻、眼科 

精神神経科 

10：35 
～ 

12：00

13：00 
～ 

14：25

2 

3 

期
14：35 
～ 

16：00 
4

16：10 
～ 

17：30
5

後期は臨床実習 



崎

崎

崎

崎

平成17年5月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 	 第213号　　（37）

人物往来

■国内見学者来校	 出席のため、島 助教授、田助手は4月13日（水）

から19日（火）まで、御宮知病院助手は13日（水）か

千葉校舎・千葉病院 ら19日（火）までアメリカ・ワシントンへ出張。

○東京歯科技工専門学校（学生44名、教員2名）	 ○山根源之教授、外木守雄助教授、佐藤一道助

平成17年4月25日（月）、26日（火）歯科理工 手、渡邊伸也大学院生（市病・オーラルメデ

学実習、他見学 ィシン）American Academy of Orofacial Pain

○沖縄歯科衛生士学校（学生46名、教員3名）	 （米国オーラルメディシン学会）に参加および外木

平成17年5月11日（水）病院、他見学 助教授はスタンフォード大学にて顎変形症手術

○大宮歯科衛生士専門学校（学生43名、教員3名）	 に関する会議に出席のため、山根教授、佐藤

平成17年5月31日（火）微生物学教室、他見学 助手、渡邊大学院生は4月13日（水）から19日

（火）まで、外木助教授は25日（月）までアメリ

市川校舎・市川総合病院 カ・フェニックス、パルアルトへ出張。

○マリキナ市職員4名（フィリピン）	 ○ビッセン弘子教授、鈴木高佳助手（水病・眼科） 

平成17年5月12日（木）病院、角膜センター、 American Society of Cataract and Refractive Surgery

他見学 （米国白内障・屈折矯正手術学会）で発表のた

め、ビッセン教授は、4月15日（金）から23日

■海外出張	 （土）まで、鈴木助手は4月14日（木）から21日

（木）まで、アメリカ・ワシントンDC、ロサン

○末原正崇助手（保存Ⅰ）	 ゼルスへ出張。

University of Alabama at Birmingham School of ○嶋　香織講師（病理）

Dentistryでの研究活動のため、平成17年4月1日 10th International Congress on Oral Cancerで発表の

（金）出発。帰国は平成17年9月30日（金）の	 ため、4月17日（日）から24日（日）まで、ギリシャ・

予定。 クレタ島へ出張。

○松久保隆教授、杉原直樹講師（衛生）	 ○柴原孝彦教授、山田美香病院助手、盧 靖文病

The 3rd Asian Conference of Oral Health Promo- 院助手、与謝野明大学院生（口外）、高崎義人

tion for school children（第3回学童のための口腔 助手（口腔健康臨床科学） 

保健推進アジア大会）で発表、および松久保教授 The 46th annual meeting of the Korean Association

は、台湾口腔健康学会事務局長と日本口腔衛生 of Oral and Maxillofacial Surgeons（第46回大韓口

学会との協定準備のため、松久保教授は4月6日 腔顎顔面外科学会）で、柴原教授はシンポジス

（水）から10日（日）まで、杉原講師は8日（金）から トとして出席するため、高崎助手、山田病院助

10日（日）まで、台湾・高雄、台北へ出張。 手、盧病院助手、与謝野大学院生は発表のため、

○篠崎尚史講師（角膜センター）	 4月20日（水）から24日（日）まで韓国・江原

World Cornea Congress（第5回世界角膜学会） 道へ出張。

に出席および国連（ニューヨーク）に訪問のため、 ○島 潤助教授、大本雅弘助手、川島素子助手、

4月11日（月）から18日（月）までアメリカ・ワシント 佐竹良之助手、冨田真智子病院助手（市病・眼科） 

ン、ニューヨークへ出張。 The Association for Research in Vision and Ophthal-

○島 潤助教授、田　聖花助手、御宮知達也 mology（ARVO）で発表のため、島 助教授は4

病院助手（市病・眼科） 月29日（金）から5月7日（土）まで、大本助手は5

World Cornea Congress（第5回世界角膜学会）に 月1日（日）から6日（金）まで、川島助手は5月1

出 席 お よ び American Society of Cataract and 日（日）から7日（土）まで、佐竹助手、冨田病

Refractive Surgery(米国白内障・屈折手術会議)に 院助手は4月30日（土）から5月7日（土）までア
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メリカ・フォートローダーデールへ出張。

○内野裕一病院助手、榛村重人客員講師、比嘉一成

客員講師、吉田　悟客員講師、宮下英之研究員

（角膜センター） 

The Association for Research in Vision and Ophthal-

mology（ARVO）で発表のため、内野病院助手は

4月29日（金）から5月6日（金）まで、榛村客員講

師、比嘉客員講師、吉田客員講師、宮下研究員

は4月30日（土）から5月7日（土）までアメリ

カ・フォートローダーデールへ出張。

○原田裕久講師（市病・外科） 

The 4th Korea-Japan Joint Meeting for Vascular

Surgeryで発表のため、4月29日（金）から5月1

日（日）まで韓国・済州島へ出張。

○藥師寺仁副学長（大学）

中国・第四軍医大学口腔医学院に、姉妹校協定

締結における訪問のため、5月5日（木）から8

日（日）まで中国・西安市へ出張。

○井上孝教授、村上　聡病院助手（臨床検査学）

European Society for Oral Laser Applicationで発表

および井上教授は、J. Oral Laser Applications,

Editors-in-chief (Prof Andreas, Moritz)との研究打

合せのため、井上教授は5月19日（木）から、

村上病院助手は18日（水）から23日（月）まで

スペイン・バルセロナへ出張。

○原 守弘助教授、茂木悦子助教授、坂本輝雄講

師、西井康助手（歯科矯正） 

American Association of Orthodontists 105th Annual

Session （第105回米国矯正歯科学会）で発表の

ため、原 助教授は5月21日（土）から26日

（木）まで、茂木助教授は5月20日（金）から5

月25日（水）まで、坂本講師、西井助手は26日

（木）までアメリカ・サンフランシスコへ出張。

○豊田圭子講師（市病・放射線科） 

American Society of Neuroradiology 43rd Annual

Meeting（第43回米国神経放射線学会）で発表

のため、5月22日（日）から29日（日）までカ

ナダ・トロントへ出張。

○眞木吉信教授（衛生）

第27回アジア太平洋歯科大会に日本歯科医師会

予備代表および常置委員会委員として出席のた

め、5月24日（火）から30日（月）までマレー

シア・クアラルンプールへ出張。

○下野正基教授、村松　敬講師、佐々木穂高大学

院生（病理） 

Korean Academy of Oral and Maxillofacial Pathology

（大韓顎顔面口腔病理学会）に下野教授は、シ

ンポジストして参加のため、村松講師、佐々木

大学院生は発表のため、また下野教授は病理学

講座専攻生、李　満旭先生、鄭　均哲先生の論

文指導のため、下野教授は5月25日（水）から

29日（日）まで、村松講師、佐々木大学院生は、

26日（木）から28日（土）まで韓国・ソウル、

スウォンへ出張。 

○ 澤孝彰教授（口腔超微構造）

National Committee for Oral Health meetingで講演

のため、5月28日（土）から31日（火）まで中

国・北京へ出張。

平成17年4月 

1（金） 教育職員辞令交付式

5年生登院器材刻印・検査

第5学年オリエンテーション

歯科臨床研修開始式

病院助手新任式

学年主任・クラス主任会

省エネルギーの日・防災安全自主点検日

新採用者オリエンテーション（市病）

辞令交付（水病）

社保委員会（水病） 

大学日誌

4（月） 5年生前期授業開始

5年生（112期）登院式

教務部（課)事務連絡会

歯科衛生士専門学校入学式 

5（火） 入学式

第205回大学院セミナー

歯科衛生士専門学校2年生前期授業開始

歯科衛生士専門学校1年生オリエンテー

ション（～7日）

看護部運営会議（市病） 

6（水） リスクマネージメント部会
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（水）6 新入生・学士編入学者オリエンテーション 14（木） 水病口腔外科症例報告会（水病） 

感染予防対策委員会（ICT） 15（金） 環境清掃日・危険物・危険薬品廃棄処理日

MRSA院内感染対策委員会 院内褥瘡対策委員会（市病） 

千葉校舎課長会 16（土） 学生会主催新入生オリエンテーション 

歯科衛生士専門学校職員会 18（月） 千葉校舎課長会 

口腔健康臨床科学講座会（水病） 19（火） 教養科目協議会

（木）7 2・3・4年生オリエンテーション 看護部運営会議（市病）
 

新入生水道橋校舎・病院並びに市川総 20（水） 新入生学外セミナー（～22日）


合病院見学 機器等安全自主点検日
 

大学院事務連絡会 21（木） 医療安全管理委員会（市病）


（金）8 1・2・3・4年生前期授業開始 部長会（市病）


大学院入学式 管理診療委員会（市病）


大学院オリエンテーション（研究施設説明会） 科長会（水病）
 

歯科衛生士専門学校1年生前期授業開始 25（月） 第41回歯科医学教育セミナー
 

11（月） 病院運営会議 26（火） カルテ整備委員会

高度先進医療専門委員会 歯科衛生士専門学校第6回FDワークショップ 

医療用具治験審査委員会 27（水） 薬事委員会

医療安全管理委員 カルテ委員会

感染予防対策委員会（ICC） 診療記録管理委員会

臨床教育委員会 健康管理委員会（水病）

医局長会 病院連絡協議会（水病） 

第13回医療安全研修会 30（土） 全学休講日（4/29～5/2）

12（火） 臨床教授連絡会 歯科衛生士専門学校1・2年生休講日（～5/2）

臨床修練委員会

全体教授会 平成17年5月 

東京歯科大学教授懇談会 1 北棟引越（市病）（日）

人事委員会 2 省エネルギーの日・防災安全自主点検日（月）

学生部（課） 6 教務部(課)事務連絡会事務連絡会 （金）

歯科衛生士専門学校第1回教員会 7 入試ガイダンス〔於：水道橋校舎〕（土）


公認会計士監査（水病） 9 千葉校舎課長会
（月）

13（水） 基礎教授連絡会 口腔健康臨床科学講座会（水病） 

大学院運営委員会 10（火） 図書委員会、看護部運営会議（市病） 

大学院研究科委員会 11（水） リスクマネージメント部会

情報システム管理委員会 感染予防対策委員会（ICT）

救急委員会（市病） MRSA院内感染対策委員会

感染予防対策委員会（水病） 歯科衛生士専門学校臨床実習委員会

医療安全管理委員会（水病） ふれあい看護体験（市病）

リスクマネージメント部会（水病） 救急委員会（市病）

薬事委員会（水病） 感染予防対策委員会（水病）

給食委員会（水病） 医療安全管理委員会（水病）

14（木） 第206回大学院セミナー リスクマネージメント部会（水病）

図書委員会 臨床検査室委員会（水病）

薬事委員会（市病） 放射線科委員会（水病）

幹部会（水病） 薬事委員会（水病）
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12（木） 会計監査 19（木） 医療安全管理委員会（市病）

大学院事務連絡会 部長会（市病）

治験審査委員会（市病） 管理診療委員会（市病）

13（金） 電気設備法定検査 監事の監査（水病）

会計監査 公認会計士監査（～20日）（水病・法人）

歯科衛生士専門学校1・2年生研修セミ 科長会（水病） 

ナー（～14日） 20（金） 機器等安全自主点検日 

院内褥瘡対策委員会（市病） 21（土） 第17回カリキュラム研修ワークショップ

14（土） 電気設備法定検査（～15日） （～22日） 

16（月） 病院運営会議 23（月） 定期健康診断（～27日）

高度先進医療専門委員会 公認会計士監査（～24日）（法人） 

医療用具治験審査委員会 24（火） 教養科目協議会

医療安全管委員会 看護部運営会議（市病） 

感染予防対策委員会（ICC） 25（水） 大学院新入生学外総合セミナー（～27日・

臨床教育委員会 かずさアカデミアパーク）

医局長会 情報システム管理委員会

第14回医療安全研修会 健康管理委員会（水病）

環境清掃日 病院連絡協議会（水病） 

危険物・危険薬品廃棄処理日 26（木） 保険診療検討委員会（市病） 

17（火） 臨床教授連絡会 27（金） 理事会（法人）

講座主任教授会 評議員会（法人）

人事委員会 社保委員会（水病） 

歯科衛生士専門学校第2回教員会 28（土） 5年生前期定期試験（1日目） 

公認会計士監査（～18日）（市病） 31（火） データ管理者会議

18（水） 税務監査（税務署）（～20日） カルテ整備委員会

基礎教授連絡会 診療記録管理委員会

千葉校舎課長会

大学院運営委員会

大学院研究科委員会

学生部(課)事務連絡会 
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編集後記

4月5日、3名の学士編入者を含む131名の歯学部新入生を迎えました。その本籍地は37の都道府県にわたり、内訳は関東甲

信越がほぼ半数の62名、ついで近畿・中国・四国が36名、東海・北陸が16名、北海道・東北が10名、九州が6名、海外が1名

でした。本学が広く全国の学生から志願されていることがこの数値からも

読みとれます。また、4月8日には大学院歯学研究科の入学式が行われ、53

名（一般：47名、社会人：6名）の新入生を迎えました。本学の新卒者が

34名、本学既卒者が13名、他大学新卒者が2名、他大学既卒者が留学生お

よび理系修士課程修了者を含む4名でした。私立歯科大学の大学院生の入学

者数が減っているなか、多くの新入生を迎えることができました。研究の

活性化と研究を支えるに足る学生数を維持することができ、今後の研究の

発展が大いに期待されます。

本学が千葉校舎に移転してすでに24年を経過し、千葉校舎の校庭の木々

も大きくなってきました。基礎棟、教養棟と厚生棟にはさまれた中庭に一

際大きく新緑が美しいのが欅（ケヤキ）（写真）であります。ニレ科に属し、

万葉集に詠まれているツキ（槻）とはケヤキの古名です。大きい物では、樹

高が50�を超えることもあり、その名の由来は、顕著・目立つことを示す

古語「けやけし」からとも言われています。（大学広報部長: 松久保　隆）
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