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平成27年5月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第272号 （1）

平成27年度東京歯科大学入学式
新入生を代表して「宣誓」する東 優一君：平成 27年4月 5日 (日）、水道橋校舎新館血脇記念ホール

平成 27年 4月 5日（日）午後 1時より、水
道橋校舎新館血脇記念ホールにおいて、平
成 27年度東京歯科大学入学式が行われた。
式には、水野嘉夫理事長、井出吉信学長
をはじめ法人役員、大学役職者、教職員、
父兄会役員および同窓会役員、新入生保護
者が出席し挙行された。
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式は、佐藤 亨学生部長の開式の辞で始まり、
国歌を斉唱した後、河田英司教務部長が新入生
128名と第 2学年の編入学生 15名を一人ずつ呼名
して紹介が行われた。
次いで井出学長から訓辞、水野理事長から祝辞

が述べられ、新入生代表の東 優一君が宣誓を行
い、田中 侑さんに徽章が手渡された。田中さん
はスーツ左襟に徽章を着装して、会場の新入生、
保護者、教職員に披露した。最後は出席者全員で
校歌を斉唱し、滞りなく入学式を終了した。

訓辞を述べる井出学長：平成27年4月5日(日）、水道橋
校舎新館血脇記念ホール

祝辞を述べる水野理事長：平成27年4月5日(日）、水道
橋校舎新館血脇記念ホール

徽章を授与され披露する田中 侑さん：平成27年4月5日
(日）、水道橋校舎新館血脇記念ホール

楽譜を見ながら校歌を歌う新入生：平成27年4月5日
(日）、水道橋校舎新館血脇記念ホール
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訓　　辞
東京歯科大学
　学　長　　井出　吉信

ご入学おめでとうございます。東京歯科大学は新入生の皆さんひとりひとりを、大切な仲間として心
から歓迎します。
保護者の皆様には、御子弟入学のお祝いを申し上げますとともに、これから始まる 6年間の学生生活
を成功に導くために、社会から信頼される歯科医師になる未来を信じて、応援し続けていただきたいと
存じます。

さて、創立以来、 125年の時を経た本学の特色は、建学の精神を象徴する、北原白秋先生の作詞され
た校歌にもあるように、「 はこれ済生、ひとへに仁なり」。歯科医師としての高度な知識や技術はもち
ろんのこと、高い社会性と国際性を身につけ、良識のある人間性に溢れた歯科医療人を育成することに
あります。常に、最先端の研究・診療・教育を目指していく中で、わが国の歯科医学・歯科医療を牽引
し、国民から信頼される、基幹となる歯科医学教育機関として、社会的使命を果たしていると自負して
います。

本学の卒業生の中には、海外の大学で地位を得て、研究や臨床における高い名声を得ている方、地域
医療を支える歯科医師として日々の診療に励む方など、様々なフィールドで活躍する先輩たちがいま
す。歯科の世界は外から見るよりも遥かに広大で、様々な分野や領域があり、皆さんが活躍するチャン
スに溢れています。

これからの 6年間は、人生の中で最も華やかで可能性の広がる大切な時です。確かに、勉学に割くべ
き時間は膨大であり、なかなか努力が報われず、時には心が折れそうになる事もあると思います。しか
し、水道橋を学びの拠点として、仲間と支え合い、クラブ活動に情熱を持って打ち込んでいく中で、自
ずと結果は付いてきます。歯科医師となって活躍する未来の自分を信じて、日々の努力を怠らず、是非、
充実した学生生活を過ごしてください。　

卒業した後に、必ず、東京歯科大学を卒業して良かったと思う日が来ます。
明日の歯科界を担うリーダーとなる人材を輩出するクラスとなることを期待して、訓辞とします。

　入学おめでとう。



（4） 第272号 平成27年5月31日発行東 京 歯 科 大 学 広 報

祝　　辞
学校法人東京歯科大学
　理事長　水野　嘉夫

平成27年度東京歯科大学入学式にあたり、お祝いの言葉を述べさせていただきます。新入生の皆さん、
東京歯科大学入学おめでとうございます。心よりお喜び申し上げます。また、保護者の皆様にも心より
お祝いを申し上げます。

よく「人生はドラマに、医療現場はオーケストラ」に例えられます。皆さんは、歯科医師の人生を歩む
べく東京歯科大学に入学しました。その人生ドラマを如何に演ずるかは、その人その人のあり方であり、
私ならこう演じたいという思いが皆さんにはあるはずです。歯科医師としての人生を演ずる演劇人にな
るなら、最高の人生を演じたい。それは患者さんが感動し、喜びを感じられることに自分の喜びを見い
だせることではないかと思います。

歯科医療の現場において、歯科医師はオーケストラのコンサートマスター（コンサートミストレス）
であり、コンダクター（指揮者）です。そのオーケストラは、医師をはじめ看護師、歯科衛生士などそ
の道の専門職であるメディカルスタッフの集まりです。これからの医療現場においては、あらゆる分野
の専門職の人達と協議をしながら素晴らしい曲を奏でるチーム医療を進めていかなければなりません。

チーム医療を実践していく上で大切なのは、コミュニケーション能力です。歯科医師としての専門的
能力を培うことが最重要であることは当然です。その基になる大切な事は人間力の涵

かん

養
よう

すなわちゆっく
り育てることです。

本学は常に歯科界の先導者としての役割を果たしてきましたが、それは建学者血脇守之助先生の言わ
れた「歯科医師たる前に人間たれ」という理念により、人間力の涵養を大切にしてきたからです。

今は受験勉強から解放されてほっとしているときであり、また、新生活への不安が過ぎっているとき
でもあると思います。慌てずに、じっくりと構えて有意義な学生生活を送り、将来の東京歯科大学の更
なる発展に貢献されることを期待してお祝いの言葉といたします。
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宣　　誓
新入生代表
　東　　優　一

本日ここに入学式を迎え、我々一同感激と希望に満ちあふれております。只今は、学長先生よりご懇
篤なるご訓辞を賜り、伝統ある本学の誇りを胸に刻み、諸先生はじめ先輩の方のご指導の下に勉学に励
み、人格の陶冶に努め、学生の本分を尽くす事を誓います。
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水道橋キャンパスニュース
■水道橋校舎本館西棟建設工事進捗状況

日本大学屋上より撮影：平成27年4月30日（木）

■故川島 康名誉教授より大学へのご寄付について
川島 康名誉教授は平成27年2月22日（日）にご
逝去（享年 86歳）され、ご遺族より故川島名誉教
授の生前の御遺志として、水道橋校舎施設設備整
備のための寄付金200万円を5月 22日（金）に受領
いたしました。
故川島名誉教授は、昭和25年3月に東京歯科医
学専門学校をご卒業後、昭和45年4月には市川病

■主任教授就任のご挨拶

口腔健康科学講座
障害者歯科・
口腔顔面痛研究室

福　田　謙　一 

　平成27年4月1日付で口腔健康科学講座／障害者歯
科・口腔顔面痛研究室教授を拝命致しました。
井出吉信学長をはじめ、選考していただいた諸先生
方、また多大なるご指導を賜りました歯科麻酔学講
座の一戸達也教授に深く感謝を申し上げます。
　私は、平成2年に東京歯科大学を卒業、同大学歯
科麻酔学講座に入局して以来、中久喜 喬教授、
金子 譲教授、一戸教授のご指導のもと、歯科麻酔
学の研鑽を積み、口腔外科手術患者の全身管理・疼
痛管理および外来においては障害者や歯科恐怖症患
者の全身管理・行動調整さらには口腔顔面痛患者を

水道橋校舎南棟屋上より撮影：平成27年5月13日（水）

院歯科学教授、昭和 56年 4月にはオーラルメディ
シン学講座の初代講座主任に就任され、御在任中
には市川総合病院副病院長、法人評議員等の要職
を歴任されました。
なお、生前にも大学移転寄付金としてご寄付を
頂いております。ここにあらためてご冥福をお祈
りいたしますと共に厚く御礼申し上げます。

対象としたペインクリニックなど多くの経験をさせ
ていただきました。また、東京大学医学部麻酔学教
室などでの医科研修、米国UCLA麻酔科への留学、
ミャンマー国への海外医療援助、沖縄県障害者歯科
事業など学外でも多くの経験をさせていただきまし
た。平成16年度から25年度までは口腔健康臨床科学
講座に所属し、柿澤 卓教授、山下秀一郎教授にもご
指導いただきました。また、若い先生方やスタッフ
の方々など数えきれない多くの方々にささえていた
だきました。ここに心からお礼を申し上げます。
　我が国は今、超高齢社会を迎え、認知症など障害
者患者は急増しています。また、歯科を訪れる患者
さんの主訴が異常痛など多様化しています。このよ
うな時代背景のなかで社会の期待に十分に応じられ
るようこれまでの経験から得た知識やスキルを生か
し、教育、研究、臨床すべてに懸命に励んでいきた
いと思います。どうぞ、よろしくお願い申し上げま
す。
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■教授就任のご挨拶

このたび教授会のご推挙により、平成 27年 4月 1
日付けで摂食嚥下リハビリテーション研究室の教授
を拝命いたしました。何分にも若輩ではありますが、
今まで以上に専心努力し、また後継教育にも注力し
て参る決意でございます。
摂食嚥下リハビリテーションはまだ医療分野とし
ての歴史が浅く、本学でも平成 20年に千葉病院で診
療科が開設されたばかりです。しかし超高齢社会の
現在を鑑みても、地域医療の実践者である歯科医療
従事者が、率先して経口摂取の支援をすることが期
待されていることは明らかです。患者をはじめ、社
会の期待に十分こたえることができる歯科医師を育
てて参ります。水道橋病院でも診療開始しており、
その実績は勿論のこと、臨床教育・研修が十分に行
える環境整備に努めます。また、日々の臨床におけ
る課題をヒントに、研究にも邁進する所存です。
摂食嚥下障害は急性期においても高いニーズがあ
ります。市川総合病院とも具体的な連携を模索して
参ります。まずは臨床実習において、新設されたス
キルスラボでの嚥下内視鏡検査実習を軌道に乗せま
す。摂食嚥下リハビリテーションを必要とする部署
との医療連携も進めて参りたいと考えております。
精進をいたしますので、何卒ご指導ご支援のほど
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

■教授就任のご挨拶

平成 27年 4月 1日より、市川総合病院麻酔科主任
教授を拝命し就任させていただきました。私は昭和
62年慶應義塾大学医学部麻酔学教室の一員に加えて
いただき、その後平成 18年からは東海大学医学部医
学科外科学系麻酔科にて、麻酔科医としての研鑽を
積んで参りました。この間多くの方々のご指導、ご
高配を賜りましたことを心より感謝申し上げます。
ここ東京歯科大学は日本最古の歯科大学で、私が

尊敬する野口英世先生が今から約 120年前に前身の
髙山歯科医学院で教鞭をとったということを知り大
変感銘を覚えました。というのも私が医学部受験し
た際の面接試験で医学部志望の動機の１つで尊敬す
る人物として野口先生のことを述べさせていただい
たからです。私自身が医学の道に進むきっかけと
なった偉大な先生と同じ施設で自分が臨床、研究、
教育の中心として仕事をさせていただけることに心
から喜びを感じております。と同時にその責任の重
さを痛感しております。
そのような中、先日自分の心に響いた言葉に巡り

合いました。その言葉を紹介します。『やってみせ
　言って聞かせて　させてみて　褒めてやらねば　
人は動かず。　話し合い　耳を傾け　承認し　任せ
てやらねば　人は育たず。　やっている姿を感謝で
見守って　信頼せねば　人は実らず。』　この言葉は
教育に携わるものとしてのあり方を述べ、信頼関係
の必要性と重要性を説いていると大変共感しまし
た。この言葉を胸に今後一人でも多くの麻酔科医と
出会い、そして信頼関係を築き、その成長に一翼を
担えるよう努力していきたいと考えております。

口腔健康科学講座
摂食嚥下リハビリ
テーション研究室

石　田　　　瞭 

市川総合病院麻酔科

金　田　　　徹 
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■主任教授就任のご挨拶

このたび教授会のご推挙を賜り、平成 27年 4月 1
日付けでオーラルメディシン・口腔外科学講座の主
任教授を拝命いたしました。関係者の皆様方、そし
て大学執行部の諸先生方に厚く御礼申し上げます。
本講座は高 達教授、加藤倉蔵教授が礎を築かれた
後に、川島 康教授が初代講座主任となり、山根源之
教授、片倉 朗教授から私にバトンが渡されました。
4代目の講座主任ということになります。本学にお
けるこの講座の持つ意味は、一言で語りつくせませ
ん。総合病院の中にある歯科系の講座、歯科医学と
医学の橋渡しをする講座、病診連携・地域医療を推
進する講座、慶應義塾大学の関連病院の中にある講
座、どこをとっても他の講座にはない、ある種独特
の使命、責任を持った講座ということになります。
広い裾野と深いサイエンスが求められるこの講座のか
じ取りを、若輩の私が任されることになり、大変身が
引き締まる思いであります。幸い西田次郎市川総合
病院長、同窓の諸先生方、出身講座である口腔外科
の諸先生方、そして講座の医局員から厚いご支援を
賜っておりますので、これほど心強い環境はなく、
ただ邁進するのみであります。
地域包括医療が加速度的に推進していく中で、時
代に即した良質な歯科医師を輩出し、国民の期待に
応える職種にすることが大学の重要な責務と考えま
す。この点を踏まえ、本講座の大命題である、口腔
診断学の発展と医科・歯科連携について、私の今ま
で培ってきた口腔外科学の分野を生かし、社会に貢
献したいと思います。今後ともご指導、ご鞭撻のほ
どよろしくお願いいたします。

■教授就任のご挨拶

この度、教授会のご推挙をいただき、平成 27年 5
月 1日付で臨床検査病理学講座の教授を拝命いたし
ました。母校の教授として就任させていただき、身
に余る光栄でありますとともに、その重責を痛感し
ております。
平成 2年に本学を卒業し、解剖学講座へ大学院生

として井出吉信教授の指導の下、研究手法を授かり、
その後、病理学講座で下野正基教授、臨床検査学研
究室で現本講座主任の井上 孝教授に研究、学生教
育、病理診断等の臨床のご指導をいただき、貴重な
経験をさせていただきました。この間、オランダ王
国に 1年 3か月間の留学をさせていただき、世界の
研究スタイルを学ばせていただきました。これらの
経験を活かして今後の研究、学生教育、臨床にと携
わっていきたいと思います。学生教育に関しては、
その教育の中に建学の精神である「歯科医師たる前
に人間たれ」に則って、自らがこれを基本にあたり
たいと思います。研究に関しては、これまで学んだ
形態学、病態学の研究技術と知識を活かし、歯科医
学の発展に寄与していきたいと思います。臨床に関
しては、正確性と迅速性を備えた口腔病理診断を行
うとともに、口腔病理専門医として後輩の育成にも
務めたいと考えています。臨床検査部においては、
各科の臨床支援を充実させるとともに、東京歯科大
学水道橋病院ならではの臨床検査部として、他の医
療施設との区別化を実現させたいと思います。
井上主任教授を支え、学生教育、後輩への指導、

臨床検査部での臨床支援、より一層の研鑽を積んで
まいりますので、よろしくお願いいたします。

臨床検査病理学講座

松　坂　賢　一 

オーラルメディシン・
口腔外科学講座

野　村　武　史 
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■准教授就任のご挨拶

平成 27年 4月 1日付で水道橋病院内科准教授を拝
命いたしました。水野嘉夫理事長、井出吉信学長、
矢島安朝水道橋病院長、西田次郎市川総合病院長を
はじめ、選考委員の諸先生方、ご推薦いただいた
末松 誠前慶應義塾大学医学部長、ご指導賜りまし
た金井隆典消化器内科教授に深く感謝申し上げます。
私は、平成 6年に慶應義塾大学医学部を卒業し、

同内科学教室にて臨床研修を行いました。研修医 4
年目の平成 9年度は市川総合病院に勤務させていた
だき、水野先生、西田先生にも大変お世話になりま
した。平成 10年より慶應義塾大学医学部消化器内科
に所属し、故石井裕正慶應義塾大学名誉教授のもと、
消化器病学の臨床を学ぶとともに、アルコール性肝
障害の発症進展機序に関する基礎研究、臨床研究に
携わりました。平成 12年 11月より済生会宇都宮病
院にて消化器内科臨床の研鑽を積んだ後、平成 15年
4月より慶應義塾大学医学部消化器内科に帰局し、
以降退職時まで 10年以上病棟チーフとして、入院患
者全般の治療方針決定と各科各部署との調整に携わ
ると同時に専修医、研修医の教育指導に当たってま
いりました。また、致死的疾患である劇症肝炎の予
後予測解析の研究や、肝移植適応委員、胆膵内視鏡
分野での主導的役割に従事させていただき、肝胆膵
外科の先生方ともチームを構成し、同分野の発展に
努めてまいりました。これまでたくさんの優秀な先
輩、同輩、後輩に囲まれ勤務、勉強できたことは幸
運であり、私にとって何にも代え難い財産でありま
す。
これまで培った経験を活かし水道橋病院内科を充
実させ、教職員、学生の健康管理、また超高齢化社
会、予防歯学医学の進歩に向けて歯科・医科の癒合
を深化させ、水道橋病院全体の発展に貢献していき
たいと思っております。
今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

■准教授就任のご挨拶

この度、平成 27年 4月 1日付けで市川総合病院外
科学講座准教授を拝命いたしました。水野嘉夫理事
長、井出吉信学長、西田次郎市川総合病院長をはじ
め選考委員会の皆様、松井淳一市川総合病院副院長、
ご推薦いただきました慶應義塾大学医学部の
末松 誠前医学部長、淺村尚生呼吸器外科教授に深
く感謝いたします。私の専門の呼吸器外科診療を通
じて微力ながら歯科教育、研究にお役に立てるよう
尽力させていただきます。
市川総合病院の重要な機能のひとつである地域が

ん診療連携拠点病院としての役割には、肺がんの集
学的治療（手術、放射線、化学療法）は不可欠であり、
その一翼を担うべく呼吸器外科診療を本格的に始動
させることが目下の私の大きな課題でありますが、
病院スタッフのご協力により日に日に体制が整いつ
つあります。関係各位に御礼申し上げます。
呼吸器は口腔と連続している臓器でありますか

ら、口腔がんの肺転移の外科治療のみならず、口腔
感染症が時として肺や縦隔に感染巣や膿瘍を形成す
る原因となったり、歯科補綴物の誤嚥が気管支内異
物となったりすることで呼吸器外科的な対応を求め
られることがあります。このような面で呼吸器外科
と歯科診療との連携を強固なものにすることは重要
ですが、このことは臨床実習においても実感される
ことと思います。歯科学生や研修医の皆様は高度な
歯科の専門知識を備えるべく日夜研鑽を積まれてい
ることでしょうが、口腔からさらに一歩奥までの知
識が、より優れた歯科の臨床家としての知識と発想
の幅を広げるためにお役に立てる事を期待しており
ます。また研究面においても、例えば口腔がんと肺
扁平上皮がんとの対比研究など、お役に立てる部分
がございましたら是非協力させていただきたいと思
います。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。

水道橋病院内科

山　岸　由　幸 

市川総合病院
外科学講座

江　口　圭　介 
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■准教授就任のご挨拶

このたび、平成 27年 4月 1日付で市川総合病院外
科准教授を拝命いたしました。水野嘉夫理事長、
井出吉信学長、西田次郎市川総合病院長をはじめ、
選考委員の先生方、さらには慶應義塾大学の末松 誠
前医学部長、北川雄光外科教授に深謝いたします。
私は平成 2年 3月に新潟大学医学部を卒業後、す
ぐに慶應義塾大学外科学教室に入局させて頂き、慶
應学内や関連病院外科にて一般消化器外科の基礎、
臨床を学ぶとともに、乳腺班に所属し専門として乳
癌の臨床・研究に従事してきました。平成 14年 4月
から現国立がん研究センター東病院乳腺外科に赴任
し、 13年間まさに乳腺の外科学に専ら携わり、多数
の手術をこなして参りました。
乳腺外科は整容性、機能温存を目指した低侵襲治
療を実践しております。乳房全切除から温存術とな
り、さらには非切除であるラジオ波焼灼術の臨床的
な標準化を確立するための臨床研究に参画してまい
りました。また外科手術には必須とされてきた、リ
ンパ節郭清も、センチネルリンパ節生検を用いた個
別化治療となり、さらに現在ではセンチネルリンパ
節陽性でも腋窩温存が可能となる症例の選択を考え
ております。
一方、乳癌は他の消化器癌と比較し予後が良好で、
患者 QOLへ配慮した長期的なフォローアップが必
要であり、さらに再発後も経過が長いため、心身両
面からのアプローチも一層重要となります。乳房再
建術、外来化学療法室の拡充、地域連携も含めた緩
和医療対策などは喫緊の課題と考え、がん診療地域
連携拠点病院として推進していきたいと思います。
乳腺外科は診療各科、各部門との密な連携が欠かせ
ません。また私自身にとっても初めての経験となる
学生教育にも真摯に取り組みたいと思います。
診療・教育・研究を通じて、微力ではございます
が、東京歯科大学ならびに市川総合病院の発展のた
めに邁進する所存でございます。今後ともご指導、
ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げ、就任の挨拶とさ
せていただきます。

■准教授就任のご挨拶

このたび、教授会のご推挙により、平成 27年 4月
1日付けで市川総合病院放射線科准教授を拝命いた
しました。
私は平成 5年に東京慈恵会医科大学医学部を卒業

後、同大学放射線医学講座に入局し、多くの諸先輩
方のご指導のもと、大学関連病院で勤務してまいり
ました。平成 25年 10月に東京歯科大学市川総合病
院放射線科へ赴任する前は、同じ千葉県内の東京慈
恵会医科大学附属柏病院放射線科に 14年間勤務して
おりました。同病院勤務の間は、画像ガイド下に細
い針を腫瘍に穿刺し、－180℃の低温で腫瘍を凍結
し、局所病変のみを壊死させる凍結治療の研究を行
い、臨床治験から装置の薬事承認、保険収載まで携
わって参りました。
このような画像ガイド下に細い針やカテーテルを

用いて、低侵襲的に局所病変のみを治療する方法は
Interventional Radiology（IVR）と呼ばれ、放射線科
診療における私の専門領域でもあります。現在高齢
化が進む日本においては、様々な治療法が低侵襲治
療の方向へ向かっており、 IVRもその流れに合致し
た治療法と考えられます。市川総合病院においても
こうした低侵襲治療を積極的に進め、患者様の負担
を軽減し、各診療科の要望に合った低侵襲治療を
行っていきたいと考えております。
画像診断においては、画像診断報告書の正確性は

もちろんですが、即時性も重要な要素と考えられま
す。なかでも緊急対応が必要な急性期疾患の症例で
は、時期を逸することなく治療が開始できるよう、
各診療科へ迅速に情報を提供できるよう努力してい
きたいと考えております。
微力ではございますが、東京歯科大学および市川

総合病院の発展のために、少しでも寄与できればと
考えております。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。

市川総合病院放射線科

最　上　拓　児 

市川総合病院
外科学講座

和　田　徳　昭 
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学内ニュース
■第142回歯科医学教育セミナー開催
平成27年3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 142回歯科医学教
育セミナーが開催された。今回は、「私の授業の
工夫」と題し、有床義歯補綴学講座の上田貴之准
教授、解剖学講座の松永 智准教授、組織・発生
学講座の山﨑貴希講師、衛生学講座の石塚洋一助
教、そして学生を代表して桒原正浩君（第2学年）
より講演があった。
はじめに、上田准教授より、平成26年9月から
始動した「授業能力の向上に向けた取り組み」のメ
ンバーの紹介と活動の経緯についての説明があ
り、つづいて、本日の演者と講演内容について紹
介があった。
つぎに、上田准教授の「授業評価からの改善点
の抽出」、石塚助教の「準備の工夫」、山﨑講師の
「講義中の工夫」、松永准教授の「三次元的構造の
認識・把握能力を高める新教材」と題した内容で、
それぞれが、授業評価アンケート結果の活用方
法、学生の授業参加を促すための工夫や事前準
備、学生の頭の中にある知識をつなぎ合わせるた
めの工夫等について説明があった。
最後に桒原君より「学生の声」という内容で①配
布資料について②講義構成③講義内容の 3点を中
心に 1年から 5年の約50人を対象として調査した
内容について具体例を交えて報告があった。
今回のセミナーは各教員からの実際に行われて
いる、授業に対する心構えや、関連講座・科目と
の連携、学生参加を促すための具体的な説明と実
際に授業を受講している学生からの意見も聞けた

ということで、質疑応答も大変活発に行われ、最
後に河田英司教務部長から、これらの取り組みの
最終目標については、「自ら学習する習慣を身に
付けた、意識の高い学生を育成すること」である
と総評があり盛会の内に終了した。

■平成27年度歯科医師臨床研修開始式
平成 27年度の歯科医師臨床研修開始式が 3病院
において開催された。
水道橋病院では、平成 27年 4月 1日（水）午後1
時より、水道橋校舎本館第 2会議室において行わ
れた。古澤成博水道橋病院研修管理委員長による
開式の辞に続き、矢島安朝水道橋病院長より臨床
研修歯科医 29名全員に辞令が交付された。つづ
いて、矢島病院長による訓示があり、無事に式を
終了した。

参加者からの質問に答える講演者（左から上田准教授、
石塚助教、山﨑講師、松永准教授、桒原君）：平成27年
3月30日（月）、水道橋校舎本館第1講義室

訓示を述べる矢島水道橋病院長：平成27年4月1日
（水）、水道橋校舎本館第2会議室
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市川総合病院では、医科と歯科の合同による臨
床研修開始式が、平成 27年 4月 1日（水）午後 4時
より市川総合病院第 2・ 3会議室で開催された。
当日は、西田次郎市川総合病院長から辞令交付が
あり、引き続き、西田病院長、小板橋俊哉研修管
理委員長、野村武史歯科研修管理委員長から、そ
れぞれご挨拶をいただいた。

千葉病院では、平成 27年 4月 1日（水）午前 9時
より、千葉校舎歯科臨床研修医室において、平成
27年度歯科臨床研修開始式が行われた。
井上 孝千葉病院長より研修歯科医を代表して

青木 駿研修歯科医に辞令が交付され、引き続き、
井上病院長による訓示、柴原孝彦副病院長、

末石研二副病院長、髙橋俊之副病院長、石崎 憲研修
管理委員長から挨拶があり、無事に式を終了した。

■平成 27年度新入生・編入生合同オリエンテー
ション実施
平成 27年 4月 1日（水）午後 1時より、さいかち
坂校舎第１講義室において、新入生を対象とした
オリエンテーションが実施された。
井出吉信学長より「新入生に寄せて」、一戸達也
副学長より「学生生活の心構え」、森田雅義教養科
目協議会幹事より「教養の立場から」、佐藤 亨学
生部長より「学生部の立場から」、河田英司教務部
長より「教務部の立場から」として概要説明が行わ
れた。

辞令を交付する西田市川総合病院長：平成 27年4月 1日
（水）、市川総合病院第 2・ 3会議室

井上千葉病院長の訓示を受ける研修歯科医：平成 27年 4
月 1日（水）、千葉校舎歯科臨床研修医室
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続いて、学生証用の顔写真撮影を行い、オリエ
ンテーションは無事終了した。　

■第7回千葉病院ロビーコンサート開催
平成 27年 4月 4日（土）午後 2時より、千葉病院
待合ロビーにおいて、第 7回ロビーコンサートが
開催された。
今回は、さざんか弦楽合奏団をお迎えし、「き
らきら星」、「トルコ行進曲」、「カノン」等の楽曲
が演奏された。
さざんか弦楽合奏団は、伊藤バイオリンアカデ
ミーの伊藤悠子さん、伊藤桜子さんの指導を受け
ている生徒達によって結成された合奏団で、発表
会での演奏を中心に、病院やデイサービスで慰問
演奏も行っている。今回は、春休み中ということ
もあり、高校生以下のメンバー合計 17名で演奏
された。
集まった方々は、春を感じさせる爽やかなバイ
オリンの音色に耳を傾け、盛大かつ和やかにコン
サートは終了した。

■第122期生（平成27年第5学年）登院式
平成 27年 4月 13日（月）午前 9時 30分より水道
橋校舎本館第 2講義室において、第 122期生（平成
27年度第 5学年） 121名の登院式が厳かに挙行さ
れた。式は佐藤 亨臨床教育委員長の司会のもとに
進められた。はじめに、井出吉信学長と矢島安朝
水道橋病院長、井上 孝千葉病院長が訓示を述べ、
次いで、登院生を代表して太田大聖君が宣誓を
行った。
引き続き、列席者の紹介があり、列席者からそ
れぞれ登院生に対して挨拶が行われ、式は盛大の
うちに終了した。

第 122期生は今までに学んできた授業や課外活
動、総合学力試験や共用試験に合格していく中で
修得した、知識・技能・態度を活かして、登院実
習に臨むべく、充実した表情で訓示を聞いてい
た。

■歯科医師国家試験問題等の現状把握のための教
員オンライン・テスト
平成 27年 4月 18日（土）、25日（土）に水道橋校
舎本館第 1講義室において、歯科医師国家試験問
題等の現状把握のための教員オンライン・テスト
が開催された。基礎系・臨床系部門に所属する教
員と各学年の学年主任の教員を対象に「教育職員
が、歯科医師国家試験問題等を理解することによ
り、自身の分野だけでなく、幅広い分野の出題傾
向・状況を把握し、教育・指導に資する。」という
目的で実施された。
年度初めの多忙のところ、両日合わせて対象者
のほぼ全員にあたる 154名の教員が受験した。真剣な表情で演奏するさざんか弦楽合奏団の皆さん：平

成 27年4月 4日（土）、千葉病院待合ロビー

第 122期生を代表して宣誓を行う太田君：平成2 7年 4月
13日（月）、水道橋校舎本館第 2講義室

真剣な表情で受験する教育職員：平成 27年4月 18日
（土）、水道橋校舎本館第 1講義室
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■平成27年度新入生学外セミナー開催
今回で 18回目を迎える平成 27年度新入生学外
セミナーが、平成 27年 4月 22日（水）から 4月 24
日（金）までの 2泊 3日の日程で、千葉県木更津市
にある「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」、「 How to learn, how to study」、「新入
生同志の親睦」の 3点を目的として開催されている。
新入生は 4月 22日（水）定刻通りにさいかち坂校
舎を出発し、午前 10時 15分頃にかずさアカデミ
アパークに到着した。
午前  10時  40分から開講式、午前  11時からは

望月隆二教授より「ノートの取り方」の概要説明が
行われた。つづいて、「人間力を磨こう！」と題し
た講演を桜美林大学特任教授・名古屋外国語大学
客員教授の永田順子先生よりご指導をいただい
た。昼食後、グループ毎にわかれて「ノートの取
り方」についてアイスブレーキングを兼ねた討議
が行われ、その後、討議内容についての全体発表
が行われた。午後 3時 40分からは、橋本正次教授
より「ディベート」についてのグループ討議の概要

説明、午後 4時 10分から 1回目のグループ討議を
行った。グループ討議の合間には 3グループごと
に記念写真を撮影した。グループ討議は、新入生
を 12のグループに分け、与えられたディベート
テーマに基づきグループ対抗で実施される公開
ディベートの情報収集等が行われた。
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、フォーク、ナイフの使い方
や食事中のエチケットなど細かなマナーについて
の説明を受けた。また、テーブルに同席した教職
員やクラスメイトと食事を楽しんだ。
2日目の 4月 23日（木）は、午前 9時よりグループ

討議、昼食後に 3回目のグループ討議を行い、公
開ディベートに向けた資料収集や発表の内容が話
し合われた。午後  5時  20分から、本学卒業生の
小林健一郎先生より「臨床医から新入生へのメッ
セージ（歯科医療の現場から）」と題した講演が行わ
れた。その後、午後 6時 30分から懇親会が行われ、
本学教職員と卒業生から校歌の指導があり、全員
が校歌を合唱した。終盤にはビンゴゲームで盛り
上がり、教職員やクラスメイトと親睦を深めた。

夕食会で井出吉信学長と懇談する新入生：平成 27年4月
22日（水）、かずさアカデミアパーク・千葉県

懇親会会場で先生方と親睦を深める新入生：平成 27年 4
月 23日（木）、かずさアカデミアパーク・千葉県

活発な意見交換が行われたグループ討議：平成 27年 4月
23日（木）、かずさアカデミアパーク・千葉県

グループ討議の合間にリラックスする新入生：平成 27年
4月 23日（木）、かずさアカデミアパーク・千葉県
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懇親会終了後、新入生たちは翌日の公開ディベー
トに向けて、夜遅くまで準備に取り組んでいた。
最終日の4月24日（金）は、午前 9時から3会場
に分かれ公開ディベートを行った。各会場とも例
年以上に白熱した討論が展開され、時間を延長し
た会場もあり充実した公開ディベートとなった。
昼食後、橋本教授より公開ディベートの講評が行
われ、最後に一戸達也副学長の閉講の辞により、
3日間に亘る新入生学外セミナーの全日程を終了
した。

公開ディベートでグループ討議でまとめた内容を発表す
る新入生：平成27年4月24日（金）、かずさアカデミア
パーク・千葉県

公開ディベートでグループ討議でまとめた内容を発表す
る新入生：平成27年4月24日（金）、かずさアカデミア
パーク・千葉県

■第15回試験問題ワークショップ開催
平成27年4月26日（日）午前9時30分より水道
橋校舎本館 13階において、第 15回試験問題作成
に関するワークショップ －共用試験CBT問題作
成のためのアドバンス・ワークショップ－ を開
催した。当日は、医療系大学間共用試験実施評価
機構からの派遣として、日本歯科大学新潟生命歯
学部から五十嵐 勝教授を、東京医科歯科大学か
ら大槻昌幸准教授を講師に迎え講演等を担当して
いただいた。

本ワークショップは、教員個々の問題作成・管
理能力の向上を図り、ひいては、本学における学
生の公正な学習評価のより一層の充実を目指し、
定期的に実施している。
今回は、昨年度の第 13回に引き続き、平成 17
年度から正式実施されている医療系大学間の共用
試験における CBT問題（タイプA、多選択肢順次
解答 2連問（L）、順次解答 2連問（W）、順次解答4
連問（Q））の作成方法の理解を深めることを目的
としたものであった。
はじめに、共用試験の概要と問題の基本的な作
成方法、問題タイプ別の作成方法、注意点等につ
いて説明を受けた。更に問題作成のスキルアップ
を目指し、5グループに分かれて、事前に個人で
作成してきた問題に対して、個人およびグループ
でブラッシュアップを行った。さらにグループ毎
にブラッシュアップした問題について発表し、全
体で各グループの発表に関して意見を出し合った。
当日は教育職員 36名が出席し、講師の先生方
も交えて活発な意見交換が行われ、最後に、受講
者に修了証書が授与され、午後 5時50分に終了し
た。

全体発表での質疑応答の様子：平成27年4月26日
（日）、水道橋校舎本館第2講義室

■第143回歯科医学教育セミナー開催
平成 27年 4月 27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 143回歯科医学教育
セミナーが開催された。今回は、「新年度の教育
体制について」と題し、一戸達也副学長、河田英司
教務部長から説明が行われた。
はじめに、一戸副学長から本学の平成 27年度
入学試験の講評が、他大学歯学部の入試状況と併
せて行われた。続いて、第108回歯科医師国家試
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験について、新卒者、既卒者も含め全国の国公私
立大学 29歯学部の中で 4年連続合格率トップとい
う輝かしい結果を残したことに触れつつも、油断
することなく常に教育活動の改善を図るべく、総
合学力試験と国家試験結果をもとに試験領域ごと
の正答率や出題方式傾向を比較・分析した結果に
ついて説明があった。
つづいて、河田教務部長より「平成 27年度の教
育方針－教職員一丸となって情報の共有－」と題
し、今年度の講義・実習や国家試験対策の取り組
みに関する方針が掲げられた。次に、今年度の学
生数、カリキュラム編成上の変更点、昨年度の出
席状況と成績の関係等の説明があり、各学年の科
目試験と総合学力試験、共用試験 CBTとの比較・
考察等がなされた。
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。今年度の教育についての
指針が示されるということで、多くの参加者が集
まり、質疑応答も活発に行われ大変有意義なセミ
ナーとなった。 

■平成27年度第1回水道橋病院教職員研修会開催
平成 27年 4月 28日（火）午後 6時より、水道橋校

舎本館大会議室において、平成 27年度第 1回水道
橋病院教職員研修会が開催された。
今回は、「感染予防対策マニュアル」および「医
療安全管理マニュアル」の内容が改訂されたのを
受け、「院内マニュアルの改訂について」として、
改訂内容について説明が行われた。説明に先立
ち、各マニュアルの配付と旧内容のマニュアルの
回収が行われ、引き続いて、感染予防対策チーム
委員会委員長の笠原清弘講師により、特に「感染
予防対策マニュアル」の改訂内容について説明が

行われた。医療事故の防止、院内感染対策につい
ては歯科医師国家試験出題基準にも載っており、
学生教育も念頭に置いた改訂がなされたことが解
説された。
今回の研修会は、マニュアルの改訂内容に関す
る説明を通じて、感染予防に関する意識を高める
ことにつながる有意義なものであった。

■第144回歯科医学教育セミナー開催
平成 27年 5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 144回歯科医学教
育セミナーが開催された。今回は、「市川総合病
院実習とスキルスラボについて」と題し、オーラ
ルメディシン・口腔外科学講座の野村武史教授よ
り説明があった。
はじめに、千葉県市川市の中核医療機関である
市川総合病院についての紹介があり、臨床実習に
おける市川総合病院の役割ということで、①これ
から求められる歯科医師像②市川総合病院におけ
る歯学部学生の教育目標③臨床実習のローテート
表と具体的な臨床実習内容について報告があっ
た。市川総合病院に登院している期間では、知識
領域は充足されているが、技能の習得について
は、全ての学生が同様の症例を経験するのが難し
く、反復学習する機会を提供していくことが課題
になっていると説明があった。
このようなことから、シミュレータ（患者に対
して実際に診療を行う前にトレーニングできるモ
デル）を用いて医療技術の習得を図るためのスキ
ルスラボの導入を推進し、市川総合病院の看護宿
舎リリーハイムの一部を改修して設置されたと説
明があった。また、リリーハイムには登院学生用
の講義室と更衣室も新設されたと報告があった。

セミナー会場風景：平成 27年4月 27日（月）、水道橋校
舎本館第 1講義室

説明する笠原講師：平成 27年4月 28日（火）、水道橋校
舎本館大会議室
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スキルスラボは、本学学生のみならず、研修医、
研修歯科医、看護師、その他医療スタッフも活用
できる設備となっている。
これらの施設は、実際に第 122期生（平成 27年
度第 5学年）の臨床実習において、前期は①血圧
測定②経管栄養実習③採血・静脈確保実習④嚥下
内視鏡実習で既に利用されており、後期は①フィ
ジカルアセスメント実習②喀痰吸引実習③皮内注
射、筋肉内注射実習④気道管理の実習と放課後等
を利用した反復学習で使用される予定であると報
告があった。
最後に、本学は、以前にも紹介した通り、平成
26年 7月に文部科学省の「課題解決型高度医療人
材養成プログラム」に東京医科歯科大学を申請大
学として、東北大学、新潟大学、日本歯科大学と
の連携で「健康長寿を育む歯学教育コンソーシア
ム」という事業名で選定されており、本学のプロ
グラムである「地域社会に学ぶ新たな歯科医療プ
ロフェッショナルコース」の中で、今回紹介した
スキルスラボの役割は非常に重要になってくると
説明があった。
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。今後の臨床実習のあり方
について、非常に重要な部分を担っていくところ
であり、多くの参加者が集まり、質疑応答も活発
に行われ大変有意義なセミナーとなった。 

■平成27年度第2回水道橋病院教職員研修会開催
平成 27年 5月 26日（火）午後 6時より、水道橋校
舎本館大会議室において、平成 27年度第 2回水道
橋病院教職員研修会が開催された。
今回は、「インシデント・アクシデントの報告
の流れ」と題して、リスクマネージメント部会部
会長の半田俊之講師による講演が行われた。第 1
回水道橋病院教職員研修会の際に配付された第 4
版「医療安全管理マニュアル」に基づき、第 4版の
改訂内容について説明が行われた。続いて、昨年
度のヒヤリハット報告書数とアクシデント報告書
数について説明があり、報告書数は昨年度の 1.7
倍寄せられ、そしてアクシデント報告書数は減少
しているとの事であった。そしてインシデント・
アクシデントの報告を行う際の流れ等について解
説が行われた。
今回の研修会では、医療の安全対策に報告書が
非常に重要であると説明があり、医療安全に関す
る意識を高めることにつながる有意義なもので
あった。

説明する野村教授：平成 27年 5月 25日（月）、水道橋校
舎本館第 1講義室

説明する半田講師：平成 27年5月 26日（火）、水道橋校
舎本館大会議室
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大学院ニュース
■平成27年度 大学院歯学研究科入学式挙行
平成27年4月2日（木）午前 10時より、水道橋校
舎本館大会議室において、平成27年度大学院歯学
研究科入学式が行われた。齋藤 淳大学院学生部
長の開式の辞に始まり、東 俊文大学院教務部長よ
り新入生 42名の紹介があった。その後、井出吉信
学長から、新入生を代表して翁長欣子大学院生（口
腔顎顔面外科学）に入学許可証が授与された。引
き続き、井出学長の訓示、田﨑雅和大学院研究科
長、矢﨑秀昭同窓会長の挨拶の後、新入生代表の
翁長大学院生が宣誓し、入学式を閉式した。

宣誓を行う翁長大学院生：平成27年4月2日（木）、水
道橋校舎本館大会議室

■第390回大学院セミナー開催
平成 27年 5月15日（金）午後6時より、水道橋
校舎新館第1講義室において、第 390回大学院セ
ミナーが開催された。今回は、The UCLA Cen-
ter for Reconstructive Biotechnology, UCLA
School of Dentistry Professorの西村一郎先生（老
年歯科補綴学講座客員教授）をお招きして、「Bio-
psychosocial paradigm of edentulism」と題して講
演いただいた。
西村先生は、本学卒業後 1981年から東京歯科大
学歯科補綴学第三講座（故関根 弘教授）に在籍し、
退職後、米国ハーバード大学の Douglas Atwood
教授のもとでの大学院生活を送った。その時の留
学に至った経緯について話があった。大学院時代
の研究テーマは、本学での臨床経験から無歯者の
顎堤吸収に興味を持ち、ハーバード大学では、そ
のメカニズムの研究をするようになった。ハー
バード大学から UCLAに移った現在でもその研
究は続けられていて、抜歯による創傷治癒の分子

生物学研究や顎堤の吸収に関する遺伝子の解析も
行っている。
本セミナーでは、米国に研究拠点を置くことに

なった経緯や、無歯顎についての生物学研究に加
え、臨床的な内容として、無歯顎になった患者さ
んのホリスティックなアプローチにも言及され、
大学院生にとって非常に有意義な講演であった。

講演される西村先生:平成27年5月15日（金）、水道橋
校舎新館第１講義室

■平成27年度大学院新入生学外総合セミナー開
催
平成 27年 5月21日（木）から23日（土）にかけて、

静岡県御殿場市にある「時之栖 Hotel Brush Up」
にて平成 27年度大学院新入生学外総合セミナー
が行われた。
初日は、まず開講式が行われ、田﨑雅和大学院
研究科長の挨拶、大学院生の自己紹介を行った。
つづいて、東京大学大学院工学系研究科バイオエ
ンジニアリング専攻特任教授の大庭伸介先生を講
師としてお招きし、「発生を学び、応用する」と題
して講演いただいた。

グループ討議風景：平成27年5月22日(金）、時之栖
Hotel Brush Up・静岡県
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2日目は、午前中に大学院生による英文学
術論文発表がグループ別に行われ、自身が選
んだ論文内容について発表がされた。午後は、
村松 敬研究部副部長より、「いい研究とは？」と
題した課題が提示され、 5グループに分かれ、 3時
間以上にわたり討議を行った。
最終日は、討議結果についてグループ別発表が

あり、 10分の発表と 5分の質疑応答が行われた。
その後、村松教授から課題について総括があり、
引き続き、「大学院で何を学び、身につけるか？」
と題して講演いただいた。最後に閉講式が行わ
れ、学生間の交流が図られた 3日間が終了した。

■第391回大学院セミナー開催
平成 27年 5月 26日（火）午後 6時より、水道橋校

舎新館第 1講義室において、第 391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
歯科教授の林 勝彦先生をお招きして、「東京慈恵
会医科大学歯科における臨床と研究」と題して講
演いただいた。
講演の冒頭、本学と東京慈恵会医科大学とのこ

れまでの深いつながりについて解説がなされた。
両大学には、明治 14年、髙山歯科医学院創立者で
ある髙山紀齋が、高木兼寛による成医講習所（現
東京慈恵会医科大学）発足に際しての発起人に名

を連ねて以来の、深い関わり合いがあるとの事で
あった。
次に東京慈恵会医科大学歯科における臨床につ

いての話があり、特に有病者歯科治療は、医科大
学附属病院歯科の存在意義として重要であり、平
成 24年に保険導入された周術期口腔機能管理に
対しては、徹底した管理を実施すべく、院内実施
システムの構築、依頼患者の治療に奔走している
との事であった。
最後に教室の主要な研究に関するトピックスに

ついて、特に口腔粘膜上皮細胞における神経成長
因子（ NGF）の発現と機能に関する研究に関し、ノ
ルウェー・オスロ大学との共同研究として現在も
継続中である旨の話があり、これまでの in vitro、
in vivo研究より、 NGF／ NGF前駆体は、ヒト口
腔粘膜上皮細胞に対して、オートクリン、パラク
リン、唾液を介したエキソクリン作用にて、その
増殖と遊走を促進することをわかりやすく解説し
ていただいた。
聴講した大学院生、若手医局員たちは先輩で

ある林先生の魅力溢れるプレゼンテーションに、
身を乗り出して聞き入っていた。講演終了後は、
NGFに関する活発な質疑応答がなされ、大変有意
義な講演会であった。

集合写真：平成 27年 5月 23日 (土）、時之栖 Hotel
Brush Up前・静岡県

講演される林先生：平成2 7年5月 26日（火）、水道橋校
舎新館第１講義室
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トピックス
■東京歯科大学スキルスラボが完成
市川総合病院看護宿舎リリーハイム2階に、東
京歯科大学スキルスラボと講義室等が整備され、
平成27年4月16日（木）に登院生を対象とした初
めてのスキルスラボ実習が行われた。
スキルスラボには 12のシミュレータが設置さ
れており、前期実習ではオーラルメディシン・口
腔外科学講座教員の指導による3つのシミュレー
タ（血圧測定トレーナー、経管栄養シミュレータ、
採血・静注シミュレータ）を使用した実習と、口
腔健康科学講座（摂食嚥下リハビリテーション研
究室）の石田 瞭教授より気道管理トレーニングモ
デルを使用した嚥下内視鏡実習の指導を受けてい
る。実習後のアンケートでは、「机上の学習より
も理解が深まり、感覚を得ることができた。」「臨
床で目にしてきたことを、自分たちで行ってみる
ことができ、良い経験になった」「時間が空いた
らいつでもできるような形だとより学びやすいと
思った」など積極的な意見が多く記され、今後は
自主学習の機会を設けられるように検討を進めて
いる。

また、新人看護職員の看護技術研修でも講義室
を利用し好評を得ていることから、多くの教職員
が活用し相互の技能を高めていけるようスキルス
ラボの活用計画の整備が期待される。

（設置シミュレータ一覧）
●フィジカルアセスメントモデル“Physiko”
●血圧測定トレーナー“あつ姫”
●口腔ケアモデル“セイケツくん”
●経管栄養シミュレータ
●吸引シミュレータ“Qちゃん”
●採血・静注シミュレータ“シンジョーⅡ”
●皮内注射シミュレータ
●装着式 上腕筋肉注射シミュレータ
●殿筋注射2ウェイモデル
●DAMシミュレータ（気道管理）トレーニング


　モデル


●PROMPT 分娩介助 教育トレーナー
●乳がん教育用視触診モデル

登院初日の5年生：平成27年4月16日(木）、市川総合病
院講義室

スキルスラボ実習の様子：平成27年4月16日(木）、市
川総合病院スキルスラボルーム

完成したスキルスラボルーム 完成したスキルスラボルーム
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■河田英司教授　日本歯科理工学会学会賞を受賞
平成 27年 4月 11日（土）、12日（日）に開催され
た第 65回日本歯科理工学会学術講演会（仙台市情
報・産業プラザ・宮城）での総会において、歯科
理工学講座の河田英司教授が日本歯科理工学会・
学会賞を受賞した。この学会賞は、日本歯科理工
学会の学問領域における学術研究、教育活動なら
びに学会活動に大きな貢献のあった人物に贈られ
る賞である。
河田教授は日本歯科理工学会の前身である歯科
理工学会に 1976年の入会以来、当学会を活動の
中心に据えて、歯質接着、漂白、コンポジットレ
ジンなどの基礎的研究の研究発表や講演を積極的
かつ精力的に行ってきた。また、日本歯科理工学
会では理事として会務に携わり、委員会活動では
機関誌である日本歯科理工学会誌や DEの編集委
員を 20年、会則検討委員、情報委員会にも精力
的に携わって務められた。このような河田教授の
学術的業績および日本歯科理工学会への貢献に対
して贈られた賞であり、益々のご活躍が期待され
る。

■澁井武夫講師、菅原圭亮助教が国際口腔顎顔面
外科専門医に合格
平成 27年 3月 26日（木）から 29日（日）に大阪大
学医学部附属病院で行われた第 1回国際口腔顎顔
面外科専門医認定試験に、オーラルメディシン・
口腔外科学講座の澁井武夫講師と口腔外科学講座
（現 口腔病態外科学講座）の菅原圭亮助教が合格

した。国際口腔顎顔面外科専門医認定制度は口腔
外科の world standard作成のため、数年前より
国際口腔顎顔面外科学会が構想し、全世界に先駆
け日本で初めて認定試験が開催された。
受験資格は各国の口腔外科専門医を必要とし、
50症例の surgical log bookでの事前書類選考のの
ち、 150問 4時間の多肢選択問題、 12症例 90分間
の口頭試問が行われた。多肢選択問題は口腔外科
分野を中心に、麻酔科、さらに解剖学、生理学、
生化学などの基礎系分野からの出題も多く含まれ
ていた。試験官はアメリカを中心に、オーストラ
リア、イギリス、インドなど世界中から集まり、
口頭試問ではモニターに映し出された症例に関し
て 3名の試験官から臨床所見・診断・治療法・予
後など多くの質問がなされ、その状況はビデオカ
メラにて録画され別室およびアメリカにある認定
機構にオンライン配信されていた。全身外傷や頭
頸部の巨大な腫瘍など日本では日常的に診療で遭
遇することのないような症例も出題され、日頃、
学生に口頭試問を行っている立場から一転、受験
する立場になり、全て英語ということもあり大変
緊張した。
本ライセンスは世界中の病院で診療、手術を実

受賞した河田教授（左）と米山隆之日本歯科理工学会理
事長：平成 27年4月 11日（土）、仙台市情報・産業プラ
ザ・宮城県

別室での口頭試問の監視風景

合格通知とともに、片倉 朗教授（左）と澁井講師
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施可能とすることが最終的な目的である。今回合
格に至ったが、毎年手術症例の報告義務および
10年後には今回と同様の試験の受験が求められ、
さらなる研鑽を重ねていく必要がある。今後も本
ライセンスを生かし、日々精進していきたいと考
えている。
平成  27年  10月  26日（月）からオーストラリ
ア・メルボルンで開催される 22nd International 
conference on oral and maxillofacial surgeryにお
いて認定証の授与式典が行われる。

（口腔病態外科学講座　菅原圭亮）
合格通知とともに、柴原孝彦教授（右）と菅原助教

国際交流部レポート
■タフツ大学歯学部長らが本学を表敬訪問
平成27年4月8日（水）、本学の姉妹校であるタ
フツ大学からThomas歯学部長、Mehta副歯学部
長が、表敬訪問のため来校された。
井出吉信学長との面会後、主に水道橋病院を見
学していただき、今年度末にタフツ大学で開催予
定であるElective Study の計画などについて打合
せが行われた。

Thomas歯学部長（中央右）、Mehta副歯学部長（中央
左）との記念撮影：平成27年4月8日（水）、水道橋校舎
本館役員会議室

■チェンマイ大学歯学部学生が来校
平成27年5月25日（月）から 27日（水）に、タイ

王国チェンマイ大学歯学部の学生4名（第5学年）
がElective Studyで本学を訪問した。このプログ
ラムは昨年から始まり、今年で 2回目になる。来
校した学生は第5学年ということもあり病院見学
を中心に行われたが、学生は熱心に見学し、不明
な点には積極的に質問していた。

学生は、「高度な技術を見ることができてよかっ
た」、「回ったところの科の先生がみんな親切だっ
た」との感想であった。来年度以降も活発な交流
が期待される。

（歯科保存学講座　村松 敬）

チェンマイ大学歯学部の学生との記念撮影：平成27年5
月27日（水）、水道橋校舎本館14階

■メキシコ歯科大学連盟が来校
平成 27年5月 29日（金）、メキシコ歯科大学連
盟 FMFEO（Federacion Mexicana de Facultades 
y Escuelas de Odontologia）から約70名（約40名
の歯学部長を含む）の教授が来校した。はじめに、
水道橋校舎新館血脇記念ホールにおいて井出吉信
学長による挨拶と本学の紹介がなされ、記念撮影
が行われた。次に、国際交流部委員（村松 敬教授、
野村武史教授、安村敏彦助教）による水道橋校舎
新館の臨床基礎実習室、水道橋病院など本学の施
設の一部について見学ツアーが行われた。そして
水道橋校舎本館第1講義室に移動し、FMFEO会
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長 Dra.Marilú Galván より主にメキシ
コの歯科医学教育についての講演が行
われた。最後に阿部伸一国際交流部長
より、F MFEOの先生方に対し、日本
の共用試験制度・歯科医師国家試験制
度についての概略説明があり、多くの
活発な質疑がなされた。その後、後楽
園飯店において懇親会が行われ、本学
からは阿部国際交流部長、国際交流部
委員の野村教授、安村助教が参加し、
今後の両国の歯科医学教育を中心とし
た国際交流などについて意見交換が行
われた。

記念撮影：平成 27年 5月 29日 (金）、水道橋校舎新館血脇記念ホール

長期海外出張報告 
■オーラルメディシン・口腔外科学講座　講師
　佐藤一道
この度、平成 26年 6月 1日（日）から平成 27年 5
月 31日（日）までの 1年間、米国のカリフォルニア
大学ロサンゼルス校（UCLA）歯学部に長期海外出
張しましたので報告させていただきます。私は
オーラルメディシン・口腔顔面痛のセクションに
所属し、主任教授の Messadi教授が上司でした。
実際にはオーラルメディシンと口腔顔面痛の業務
は別れており、オーラルメディシンを Messadi教
授と Younai臨床教授が、口腔顔面痛を Merrill臨
床教授が担当し、いわゆる教職員であるファカル
ティはこの 3名のみです。これらの外来を中心と
した臨床とオーラルメディシンに関する学生教育
を見聞するとともに、M essadi教授が口腔がんに
対する Chemoprevention（薬剤による癌化の予防）
の臨床試験に関わっている経緯もあり、現状調査
を reviewとしてまとめました。
オーラルメディシン・口腔顔面痛のセクション
は、学生が初診の医療面接を行う Oral Diagnosis
という部門とともに歯学部の 1階にあります。歯
学部の診療は学生か専門医の取得が目標であるレ
ジデントによって行われるため、ファカルティの
診療はプライベートクリニックの扱いです。その
オーラルメディシン外来は日本と同様に扁平苔
癬、口腔乾燥症や舌痛症の症例が主体でしたが、
天疱瘡はじめとした水疱性疾患、ウェゲナー肉芽
腫症やヘック病といった希少疾患などバラエティ

にも富んでいました。I llegalな薬物による口腔内
症状に触れたことは貴重な経験となりましたし、
HIV感染症を専門とする Younai臨床教授の外来
では多くの AIDS患者の診察がありました。米国
でもオーラルメディシンは潤沢な医療収入に支え
られた診療科でないため、より現実的な歯学部の
学生にとっての人気はいまひとつでした。しかし
Oral Diagnosisでの臨床実習、口腔疾患に関する
学生教育プログラムはオーラルメディシンのファ
カルティを中心に行われ、教育学問としての存在
意義を改めて確認できたことは収穫でした。この
外来では前癌病変の患者も多く通院しています。
現在 Chemopreventionに関してはいくつかの無
作為化比較試験が終了していますが、現状は臨床
応用に至っていません。一つには臨床試験のデザ
インの問題を挙げることができました。 Messadi
教授との共通認識は、それでも臨床ではその治療

Messadi教授（左）と Younai教授（右）とオーラルメ
ディシンの外来にて
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が必要な患者がおり、臨床応用のための努力を惜
しんではいけないという点でした。 Chemopre-
ventionという治療選択肢の現状を把握する一方、
臨床試験の意義を再認識する機会ともなりました。
また Messadi教授は UCLA歯学部の副学部長、

主に教育部門の責任者として  2017年の  CODA
（Commission on Dental Accrediation）の査察の
準備の仕事も担当されています。なお CODAは
米国での認証制度ですが、米国外での歯科医療行
為を見据えた国際認証までは現状、必要性を感じ
ていないとのことでした。学生に対する講義と
いったものは、至ってオールドスタンダードでし
た。一方で Interprofessional educationといった
歯学部と医学部、看護学部の学生を対象とした同
一カリキュラムでの同時教育は UCLAでは既に行
われており、その教育評価は今後、日本の歯学部
においても有意義なものになろうと感じました。
Merrill教授のご厚意もあり、口腔顔面痛の部
門の臨床に触れる機会も得ました。 30年以上の
歴史あるこの部門で、現在 4割は閉塞性睡眠時無
呼吸症候群（OSAS）に対する口腔内装置による治
療の症例でした。いわゆる顎関節症患者の起床時
頭痛の鑑別の必要性から、 UCLAでは口腔顔面痛
の外来がこの治療を担当しています。この外来で

の経験は今後の市川総合病院での OSAS診療に是
非反映したいと考えております。
最後にこのような貴重な機会を与えていただき
ました井出吉信学長、西田次郎市川総合病院長に
感謝を致します。従事しておりました東京歯科大
学口腔がんセンターの髙野伸夫教授、出張時の専
属医員でしたオーラルメディシン・口腔外科学講
座教授の野村武史先生と都立駒込病院歯科口腔外
科医長の山内智博先生に感謝致します。そして
オーラルメディシン・口腔外科学講座の医員の皆
様と口腔病態外科学講座教授の片倉 朗先生に感
謝を致します。

学生会ニュース
■学生会主催 新入生オリエンテーション開催
平成 27年 4月 11日（土）午前 11時より、水道橋

校舎新館血脇記念ホールにおいて、学生会主催に
よる恒例の新入生オリエンテーションが開催され

た。昨年はさいかち坂校舎第 1講義室で行い、ビ
デオ紹介のみ行ったクラブが多かったが、今年は
水道橋校舎新館血脇記念ホールでパフォーマンス
の発表をすることが出来た。参加した新入生、編

新入生を前に素晴らしい演奏を披露：平成 27年 4月 11日
(土)、水道橋校舎新館血脇記念ホール

クラブの先輩に熱烈歓迎される新入生：平成 27年4月 11
日(土)、水道橋校舎新館血脇記念ホール

Merrill教授（左）とプライベートクリニックでの診療後に
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入学生並びに歯科衛生士専門学校生は、先輩方の
クラブ紹介を楽しみながら聞いていた。
はじめに、総務委員長の加藤栄助君（第 5学年）
より開会の挨拶があり、つづいて下山圭太君（第
4学年）より学生会と東歯祭実行委員の活動内容
の説明が行われた。
引き続き運動系・文化系それぞれのクラブ・同
好会の紹介が行われた。例年以上に盛り上がった
クラブ紹介は午後 5時 30分に終了した。
恒例の呼び出しでは、所属するクラブの名前が
呼ばれると客席から大歓声が巻き起こり、新入生
を笑顔で迎える先輩部員の笑顔がはじけた。今年
も大盛況のうちに学生会主催新入生オリエンテー
ションを終えることができた。

■中谷脩子さん（第 4学年）が女子タッチラグ
ビー日本代表に選出、第 8回タッチラグビーワー
ルドカップ5位入賞に貢献
中谷脩子さん（第 4学年）が女子タッチラグビー
日本代表に選出され、平成 27年 4月 29日（水）か
ら 5月 3日（日）にオーストラリア・コフスハーバー
において開催された第 8回タッチラグビーワール
ドカップ（Ｗ杯）オーストラリア大会に出場した。
Women's Openに出場した日本女子代表は、参加
14カ国中 5位入賞という成績をおさめた。
中谷さんは中学生の時にタッチラグビーを始

め、平成 23年にスコットランド・エジンバラで
開催された前回に続き、今回で 2度目の W杯出場
となった。学業と厳しい練習の両立が難しく、
タッチラグビーをやめようと思ったこともあった
が、友達からのサポートを受け「今しか出来ない
ことをがんばろう」と決意し、見事、日本女子代
表の 16名に選出された。
日の丸を背負い、海外の代表チームと戦いを進
める中で、メダルこそ逃したものの、チーム全員
で手に入れた 5位入賞という誇りを胸に、「 W杯
に出場して、タッチラグビーの楽しさ、素晴らし
さを、あらためて再認識することができた。応援
してくれたみんなの力に背中を押され、頑張って
ほんとうに良かった！」と語る中谷さんの、今後
のさらなるの活躍が期待される。

タッチラグビー W杯に出場した中谷さん（左）

図書館から
■本学教員著書について
・佐藤 亨 [ほか ]著「冠橋義歯補綴学テキスト」
永末書店、2015
・眞木吉信 , 松田裕子著 「医療安全 Handbook」
クインテッセンス出版、2015

■同窓生対象のライブラリーカード（ ICカード）
の発行開始
平成 27年 4月 1日（水）より、同窓生を対象とし
たライブラリーカード（ICカード）の発行を開始
した。これにより図書館ゲートの入館、自動貸出
機による貸出、コピー機による資料の複写が可能
になった。

■医中誌Webが学外から利用可能に
平成 27年 4月 1日（水）より、学認（自宅など、
学外からの電子リソースアクセス）を使用した医
中誌 Webの利用が可能となった。これまでに多
く寄せられた、医中誌 Webの学外からの利用に
関する要望に応えたものである。

※学認の利用は東京歯科大学に所属し、  TDC
Netアカウントを所持している方が申し込み可能
です。申し込み方法、接続方法は図書館ホームペー
ジ（学外からの電子ジャーナルアクセス）をご覧く
ださい。
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入学式後の集合写真：平成 27年4月 3日（金）、千葉校舎講堂

■平成27年度歯科衛生士専門学校入学式挙行
歯科衛生士専門学校第 67期生の入学式は、平
成 27年 4月 3日（金）午前 10時より千葉校舎講堂に
おいて、御来賓、学校関係者、在校生ならびに新
入生保護者臨席のもとに厳粛な雰囲気のなかで挙
行された。
久永竜一学生部長の司会のもと、まず国歌斉唱
が行われた。そして、新入生は髙橋俊之副校長か
ら呼名により紹介された後、井上 孝校長からの
訓辞を緊張の面持ちで受けた。続いて、東京歯科

大学理事長の水野嘉夫先生、東京歯科大学学長の
井出吉信先生ならびに歯科衛生士専門学校同窓会
会長の市川明美様からご祝辞をいただいた。在校
生を代表して橋本安優奈さん（3年）が歓迎の辞を、
次いで新入生代表の渡辺実希さんが誓詞を述べ
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、代表の堀越 萌さんの襟に輝いた。
最後に在校生のリードで出席者全員が校歌を斉唱
し、式は滞りなく終了した。

歯科衛生士校ニュース
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訓　　辞
東京歯科大学歯科衛生士専門学校
　校長　井　上　　孝

東京歯科大学歯科衛生士専門学校にご入学された50名の皆さん、誠におめでとうございます。また、
ご父兄の方々にもお祝い申し上げます。

ご存知かと思いますが、本学は日本で最初に歯科衛生士養成機関として設立された最も伝統のある学
校でございます。皆さんも、この伝統ある学校に入学するということで誇りを持っていただきたいと思
います。
本日は校内の桜が満開になっております。これらの桜は、すべてソメイヨシノです。ソメイヨシノの
学名は、 Cerasus × yedoensis といい、オオシマザクラとエドザクラを掛け合わせて出来た唯一の日本
の桜だそうです。エドザクラを初めて交配させた人が、東京の染井という地域に住んでいて、京都にあ
る吉野桜と区別するためにソメイヨシノと名づけたといわれています。この桜は、いまや日本全国のみ
ならず世界各国にありますが、最初は1本の交配した桜だったわけです。つまり、このソメイヨシノと
いう桜は遺伝子がすべて一緒（クローン）ということなので、気候の変化によって一気に開花するわけで
す。
もうひとつソメイヨシノの特徴として、サクランボが出来ないということが挙げられます。ソメイヨ
シノはクローンであるために、お互いに受粉することが出来ません。もしソメイヨシノを受粉させるな
ら、違う種類の桜、たとえば枝垂桜や吉野桜、山桜などを一緒に植えないと実がなりません。今日、こ
こに入学された50名の皆さんは、違う場所から集まり、違う遺伝子を持った方々です。違う遺伝子を
持った皆さんが、お互い切磋琢磨して、最終的に歯科衛生士というサクランボになることが出来ると信
じています。そのために、本学は非常に良い環境が整っています。この3年間、ぜひ一生懸命勉強をし
て東京歯科大学歯科衛生士専門学校卒業の歯科衛生士というブランドのサクランボになってください。

本日、この訓辞にあたり、皆さんに2つだけお伝えしたいことがあります。1つ目は、今はうれしい
気持ちでいっぱいかも知れませんが、勉強してください。勉強するということは、人間を変えるという
ことに繋がります。その人間とは、他人ではなく皆さんのことで、皆さん自身を変えるために勉強する
のです。そしてその勉強が終わった暁には、歯科衛生士というサクランボが実ります。そのブランド名
をもって日本へ、世界へ羽ばたいて行ってほしいと思います。
2つ目は、ぜひ人的財産をつくってください。いま、ここにいる 50人の仲間はお互いのことをあまり
知らないかもしれません。しかしこの3年間のうちに信頼関係をもって人的財産となれば、これは一生
涯の財産となります。そして皆さんの右手にいる教員、後方にいる2年生と3年生も同じく人的財産です。
切磋琢磨しながら3年間過ごしてほしいと思います。
最後に忘れてはならないのは、皆さんの左手に座っている父兄の方々です。この方々は、最後まで皆
さんの最大の味方です。決してその恩を忘れることなく、いつも尊敬の念を持っていてほしいと思いま
す。

本日はご入学、誠におめでとうございます。
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誓　　詞
新入生代表
　渡辺　実希

学校長訓辞の意を体して克く学生の本分を尽し、必ず素志を貫徹し本校の伝統を昻揚するよう努める
ことを確く誓約いたします。

■歯科衛生士専門学校  1・  2年生学外研修セミ
ナー開催
第 1学年と第 2学年合同の学外研修セミナーが
平成 27年 4月 24日（金）、25日（土）の 1泊 2日の日
程で、千葉県長生郡長柄町の「生命の森リゾート」
において開催された。このセミナーは、同じ環境
で学ぶ先輩からアドバイスを受け、学生同士のコ
ミュニケーションを確立すること、専門性を持っ
て社会人となるために、有意義な学生生活を送る
基礎づくりを目標としている。
第 1日目は午前 10時より井上 孝校長から開校
の辞が述べられ、 2日間のプログラムがスタート
した。はじめに、第1、 2学年合同のコミュニケー
ショントレーニングが行われた。このワークは、
協同することの意味や難しさ、自分と他人の行動
が他のメンバーにどのような影響を及ぼすかを理
解するために実施されている。 70分間という短
い時間の中で、各グループとも全員が協力し合
い、真剣に取り組んでいた。続いて、「口腔清掃

用具に関する報告会」と題し、2年生が8つのグルー
プに分かれ、歯ブラシ、デンタルフロス、歯間ブ
ラシ、洗口剤、歯磨剤など、歯科保健指導に用い
る身近な口腔清掃用具に関する調査結果について
ポスター形式での発表が行われた。各グループの
工夫を凝らしたポスターおよび発表に対し、まだ
入学して間もない 1年生も興味深く耳を傾け、質
疑応答では活発に意見交換を行う姿がみられた。
和やかな昼食ののち、 1、 2年生合同グループに
て「社会性とは何か」をテーマとし、ブレーンス
トーミングを行った。各グループが考える「社会
性」についての意見がまとまったところで、次の
課題として、「社会性を卒業時までに身に付ける
ためには」をテーマに、 KJ法を用いてグループ
ディスカッションを行った。限られた時間であっ
たが、 2年生が主体となり、グループのメンバー
1人ひとりが意欲的に取り組んでいた。その後夕
食会場に移動し、和洋中様々なメニューが取り揃
えられたバイキングを全員で楽しみ、束の間の休



（29）第272号平成27年5月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報

息をとった後、グループディスカッションでまと
めた内容を発表した。午後 9時過ぎから行われた
各学年ミーティングをもって、第 1日目のプログ
ラムを終了した。学生たちは 1日の感想や反省を
語り合いながら、緑溢れる広大な敷地内に併設さ
れたロッジへと向かった。
2日目、午前 7時の朝食後、井上校長の講義を

受講した。「健康とは」というテーマから始まり、
歯科衛生士を目指す上で基盤となる知識を習得で
きる内容に、学生は昨日の疲れを感じさせること
なくペンを走らせていた。講義後は 2日間の研修
の最後のプログラムとして、施設内のグラウンド
にてスポーツレクリエーションを行った。はじめ
に全員でラジオ体操により身体をほぐした後、昨
晩ログハウスにて共に過ごしたグループごとに、
チーム対抗戦として 4人 5脚や大縄跳び、リレー
といった競技に取り組んだ。幸いにも好天に恵ま
れ、初夏の爽やかな風と日差しを感じながら、学
生の笑顔と笑い声の溢れるひと時を過ごすことが
できた。スポーツレクリエーション終了後、
久永竜一先生の司会のもと閉校式が行われた。
高橋俊之副校長からの総評とコミュニケーション

トレーニングやスポーツレクリエーションにおい
て優秀な成績を収めたグループへの表彰が行われ
た後、全員で校歌を斉唱し、全てのプログラムが
終了した。

■歯科衛生士専門学校 学校説明会開催
平成 28年度の東京歯科大学歯科衛生士専門学
校への入学希望者を対象とした、第 1回の学校説
明会が平成 27年 5月 30日（土）に行われた。この
説明会は、歯科衛生士の職業と本校の特徴を理解
してもらい、できるだけ多くの受験生を募る目的
で実施しているものである。今回は、社会人 5名
を含む 28名の志願予定者と 18名の保護者の参加
があった。
説明会では、教員と 2・ 3年生の学生により歯
科衛生士の職務・将来性、本校の特色、学生生活
などについて、スライドを交えて説明を行った。
その後実習室で、最新の設備を用いて臨床基礎実
習のデモンストレーションを行った。次いで大学
の各施設と千葉病院の見学を行い、本学が歯科大
学に併設されていることのメリットを伝えなが
ら、充実した設備を見てもらった。また、専門性
を有した講師陣によるレベルの高い教育の実態、
そして就職に関しては多くの求人があり、中でも
大学病院・総合病院、企業等へ就職率が高い現状
などを伝えた。学校説明会終了後には、入学試験、
学校生活、学費・奨学金、授業内容、歯科衛生士
業務などについて、自由に質問することのできる
相談会を開催し、教職員および学生で対応にあ
たった。
学校説明会終了後のアンケートでは、実際に施
設の見学ができ、教職員や学生たちと直接話をす
ることができたため、学校の雰囲気がよくわかり
良かったという意見が多く聞かれた。

第１日目のグループ発表会：平成 27年 4月 24日（金）、
生命の森リゾート・千葉県

１・２年生全員での集合写真：平成 27年 4月 25日
（土）、生命の森リゾート・千葉県

白熱したロッジ対抗リレー競争：平成 27年4月 25日
（土）、生命の森リゾート・千葉県
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人物往来
■海外出張
〇末石研二教授（歯科矯正学）
The 7th Annual Conference of KAOOS（Korea 
Academy of Orthodontics and Orthognathic
Surgery）において講演のため、4月11日（土）か
ら12日（日）まで韓国・ソウルへ出張。

○眞木吉信教授（社会歯科学）
モンゴル大学Health SciencesのProf.Amarsaikhan
と「児童および老年者の歯科疾患」について意見
交換をするため、4月17日（金）から20日（月）ま
でモンゴル・ウランバートルへ出張。 

〇ビッセン弘子教授（水病・眼科）
ASCRS（American Society of Cataract and
Refractive Surgery）アメリカ白内障屈折矯正
手術学会において座長として参加および講演の
ため、4月17日（金）から22日（水）までアメリカ・
サンディエゴへ出張。

○柴原孝彦教授（口腔顎顔面外科学）
第56回大韓口腔外科学会、および日韓口腔外科
学会連絡会へ出席するため、4月23日（木）から
24日（金）まで韓国・ソウルへ出張。

〇島﨑 潤教授、山口剛史講師、新澤 恵助教、
村戸ドール臨床専修医（市病・眼科）
ARVO （Annual Meeting of the Association for 
Research in Vision and Ophthalmology）におい
て発表のため、新澤助教、村戸臨床専修医は5
月1日（金）から10日（日）まで、島﨑教授は5月
2日（土）から8日（金）まで、山口講師は5月4日
（月）から8日（金）までアメリカ・デンバーへ出
張。

〇佐藤 亨教授（クラウンブリッジ補綴学）
アメリカ歯科審美学会American Academy of 
Cosmetic Dentistry31回サンフランシスコ大会
2015での会議および学会参加のため、5月5日
（火）から12日（火）までアメリカ・サンフランシ
スコへ出張。

〇萩原正幸助教（市病・泌尿器科）
米国泌尿器学会議AVA 2015 Annual Meetingに
出席、および発表のため、5月14日（木）から18
日（月）までアメリカ・ニューオリンズへ出張。

〇山口 朗客員教授（口腔科学研究センター） 

19th Congress and Exhibition for Continuing 

Professional Education in Dentistry and Oral
Maxillofacial Surgeryにおいて招待講演のため、
5月15日（金）から18日（月）までベトナム・ホー
チミンへ出張。

〇ビッセン弘子教授（水病・眼科）
第25回シンガポール国際アイセンター国際学会
（SNEC 25th Anniversary Meeting）において講
演のため、5月22日（金）から24日（日）までシン
ガポールへ出張。

〇海苔 聡助教、青山龍馬助教（市病・整形外科）
第31回ヨーロッパ頚椎学会において発表のた
め、5月25日（月）から30日（土）までイギリス・
ロンドンへ出張。

〇山田好秋客員教授（口腔科学研究センター）
口腔生理学会第29回Store Kroグループ会議に
参加のため、5月27日（水）から6月4日（木）まで
オーストリア・インスブルックへ出張。
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大学日誌
平成27年4月
1（水）専任教員（准教授以下）辞令交付式

PF・RA・TA辞令交付式
1年生・編入生オリエンテーション
防火・防災安全自主点検日
レジデント辞令交付式（千病）
歯科臨床研修開始式（千病）
教職員辞令交付式（千病）
採用者辞令交付式（市病）
医科・歯科臨床研修開始式（市病）
臨時病院運営委員会（水病）
薬事委員会（水病）

2（木）大学院入学式
カルテ指導委員会（千病）
プログラム委員会（市病）

3（金）2年生オリエンテーション
3年生オリエンテーション
4年生オリエンテーション
総合講義検討委員会
総合講義作業部会
歯科衛生士専門学校 入学式

5（日）平成27年度入学式
6（月）新入生プレースメントテスト

1・2年生健康診断
2・3・4年生前期授業開始
5年生オリエンテーション
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）
臨床研修管理小部会（千病）

7（火）新入生病院見学（市病・千病）
感染予防対策チーム委員会（水病）

8（水）1年生前期授業開始
歯科衛生士専門学校 1年生前期授業開始
リスクマネージャー・ICT会議（千病）
救急委員会（市病）
リスクマネージメント部会（水病）

9（木）栄養管理委員会（市病）
感染制御委員会・ICT委員会（市病）
午後のリサイタル（市病）
手術室運営委員会（市病）

10（金）業務改善委員会（市病）

10（金）給食委員会（水病）
11（土）学生課主催オリエンテーション
13（月）5年生（122期）登院式

臨床教育委員会
千葉病院協議会（千病）
個人情報保護委員会（千病）
医療安全管理委員会（千病）
感染予防対策委員会（ICC）（千病）
診療記録管理委員会（千病）
薬事委員会、衛生委員会（千病）
業務連絡会、千葉病院研修会（千病）

14（火）全体教授会
人事委員会
歯科衛生士専門学校 教員会
臨床修練委員会（千病）
購買委員会（市病）
褥瘡対策委員会（水病）

15（水）大学院運営委員会
大学院研究科委員会
倫理委員会・利益相反委員会
環境清掃日
危険物・危険薬品廃棄処理日
褥瘡対策委員会（市病）
衛生委員会（市病）
保険診療検討委員会（市病）

16（木）6年生オリエンテーション
高度・先進医療委員会（千病）
部長会（市病）
診療録指導委員会（水病）
医療安全管理委員会（水病）
感染予防対策委員会（水病）
個人情報保護委員会（水病）
病院運営会議（水病）

17（金）教養科目協議会
国際交流部運営委員会
医療連携協議会（千病）

18（土）CBTを利用した国試等の現状把握
患者サロン（市病）

20（月）機器等安全自主点検日
21（火）情報システム管理委員会
22（水）新入生学外セミナー（～ 24日）

糖尿病教室（市病）
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22（水）糖尿病教室カンファレンス（市病）
業務連絡会（水病）
データ管理者会議（水病）
医局長会（水病）
診療録管理委員会（水病）

23（木）管理診療委員会（市病）
24（金）歯科衛生士専門学校 1・2年生学外研修

セミナー（～ 25日）
25（土）CBTを利用した国試等の現状把握
26（日）第 15回試験問題作成に関するワークショップ
27（月）第143回歯科医学教育セミナー

教務部事務連絡会
医療安全管理委員会（市病）
NSTカンファレンス（市病）

28（火）医療サービスに関する検討会（千病）
診療記録・情報システム管理委員会
（市病）
教職員研修会（水病）

30（木） 1 ～ 4年生休講日（～ 5/2）

平成27年5月
1（金） 1 ～ 4年生休講日（～ 2日）

防火・防災安全自主点検日
7（木）公認会計士 決算監査（～ 11日）（市病）

感染制御委員会・ICT委員会（市病）
治験審査・倫理審査委員会（市病）
プログラム委員会（市病）
薬事委員会（水病）

8（金）振替授業（水曜日分）
受変電設備定期点検－停電（研究資料棟、
講堂）（千病）

9（土）電気設備法定点検－停電（新館、学生交
流棟）
受変電設備定期点検－停電（教養棟、実
験動物施設、研究資料棟、厚生棟、図書
館、体育館、部室合宿棟）（千病）
停電［一般系統］（市病）

10（日）受変電設備定期点検－停電（全館）（千病）
11（月）臨床研修管理小部会（千病）

薬事委員会（市病）
12（火）公認会計士 決算監査（～ 25日）

業務改善委員会（市病）
第1回医療安全講演会（市病）
購買委員会（市病）

12（火）感染予防対策チーム委員会（水病）
13（水）リスクマネージャー・ICT会議（千病）

救急委員会（市病）
CPC（市病）
リスクマネージメント部会（水病）

14（木）図書委員会
公認会計士 決算監査（～ 15日）（千病）
カルテ指導委員会（千病）
研究室委員会（市病）
手術室運営委員会（市病）
Ichikawa Relationship Conference（市病）

15（金）第390回大学院セミナー
環境清掃日
危険物・危険薬品廃棄処理日

16（土）患者サロン（市病）
18（月）臨床教育委員会

千葉病院協議会（千病）
個人情報保護委員会（千病）
医療安全管理委員会（千病）
感染予防対策委員会（ICC）（千病）
診療記録管理委員会（千病）
衛生委員会（千病）
業務連絡会（千病）
医療連携委員会（千病）
千葉病院研修会（千病）
医療安全管理委員会（市病）
キャンサーボード（市病）

19（火）第5・6学年定期健康診断
臨床教授連絡会
講座主任教授会
5年生全体集合
人事委員会
歯科衛生士専門学校　臨床実習委員会
地域連携委員会（市病）
臨床検査室委員会（水病）

20（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
教務部事務連絡会
機器等安全自主点検日
輸血療法委員会（市病）
褥瘡対策委員会（市病）
患者サービス向上小委員会（市病）
衛生委員会（市病）
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20（水）TDC Net利用者講習会（市病）
21（木）大学院新入生学外総合セミナー（～23日）

部長会（市病）
診療録指導委員会（水病）
医療安全管理委員会（水病）
感染予防対策委員会（水病）
水病個人情報保護委員会（水病）
病院運営会議（水病）

22（金）衛生委員会
教養科目協議会

25（月）平成27年度教職員定期健康診断（～28日）
第144回歯科医学教育セミナー
NSTカンファレンス（市病）
第1回医療安全講習会（市病）

26（火）第391回大学院セミナー
情報システム管理委員会
医療サービス委員会（千病）

26（火）診療記録・情報システム管理委員会（市病）
教職員研修会（水病）

27（水）法人理事会
法人評議員会
糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病）
病院機能評価ケアプロセス大会（市病）
業務連絡会（水病）
データ管理者会議（水病）
医局長会（水病）
診療録管理委員会（水病）

28（木）倫理委員会・利益相反委員会
管理診療委員会（市病）
研修管理委員会（水病）

29（金）国際交流部運営委員会
30（土）歯科衛生士専門学校　学校説明会

平成 27 年度学生数一覧
東京歯科大学

学年 男 女 計 班分け 欠番 休学者

1 年  67  6 2  1 2 9 A 班：No .  1~  6 5
B 班：No .  6 6~129

2 年  7 1  8 1  1 5 2 A 班： No .  1~  7 6
B 班： No .  7 7~152  2 8

3 年  7 0  7 4  1 4 4 A 班： No .  1~  7 2
B 班： No .  7 3~144  1 4 5  3 0

4 年  8 4  6 8  1 5 2 A 班： No .  1~  7 6
B 班： No .  7 7~152

5 年  6 4  5 7  1 2 1

A 班： No .  1~  2 4
B 班： No .  3 1~  5 4
C 班： No .  6 1~  8 4
D 班： No .  9 1~115
E 班： No . 1 2 1~144  

25 ～ 30 
55 ～ 60 
85 ～ 90 
116 ～ 120 

3 7  1 0 0

6 年  8 4  6 3  1 4 7  N o .  1~148  1 3 0

合計  440  4 0 5  8 4 5 平成27年5月1日　教務課
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東京歯科大学広報　編集委員
橋本貞充（委員長）
阿部潤也　石塚順子　井上直記　上田貴之　岡部陽子　鎌田美樹　田島大地
中村弘明　日塔慶吉　旗手重雅　久永竜一　藤倉隆行　前田健一郎　百﨑和浩
山本祐樹
（平成27年5月現在）　　

編集後記
　128名の126期新入生と、15名の第2学年125期編入生が、未来の東京歯科大学を造りあげていく大切な仲間とし
て、血脇記念ホールに参集した人々から温かく迎え入れられました。

　会場の壁に掲げられたモニターの画面に映し出される、祝福され期待に胸を膨らませて入学の日を迎えたように見える
新入生たち。その中には、小さな頃からずっと歯科医師になることを目指してきたひとだけではなく、人生の目標をまだ
見つけることのできないひと、そして、目標を見失い、さまざまな思いを閉じ込めながら、歯科医学の道に進んだひとた
ちがいます。

　まわりからの期待は、時としてひとを前に進めなくしてしまう。なぜなら、期待がおおきければ大きいほど、そうでは
ないと理解した時の失望は深いのだから。期待に応えようとするあまり、それにこたえられない自分を受け入れることを
拒否し、そして、いつの間にかまわりの世界を拒絶していく。ひとりでは生きていくことができないことを知っているの
に…。

　それでもなお、決して楽な道ではないけれども、未来の自分にとっての大切な宝物たちを、今の自分が、目の前にある
ものたちのなかから、時間をかけてひとつひとつ見つけ、それが持つかけがえのない価値に気がついていく努力を続ける
先に、きっと、自分が生きていることの確信と、今を生きることの喜びがあると、信じます。そして、そんな仲間たちを
応援する熱いサポーターたちが、確かにいるのです。　

　理事長の祝辞の中に、「人生はドラマに、医療現場はオーケストラにたとえられる」とありました。
この日、彼らが、歯科の領域に、自らの意思で記した、初めの一歩。歯科医師としての人生を、オーケストラのコンサー
トマスターとして、どう演じていくのでしょうか。

　学長訓辞がしめす、「人生の中で最も華やかで可能性の広がる大切な6年間」が、今、始まります。ファイト！
（広報・公開講座部長: 橋本貞充）

「水道橋新館。片隅の、小さな春の祝祭。」
　新館のアプローチにある植栽。目立つことのない、小さなみどりの
中にも、すでに、青紫から深い翠、そして艶やかな赤へと至る、色のグ
ラデュエーションの芽吹きがあり、決してひとつの色に染まることのな
い、それぞれの個性を主張しています。
　多様性を認めあうことの大切さを叫んでいるように…。


