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平成27年11月30日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報 第275号 （1）

第 47回東歯祭　フェスティバル2015　開催
水道橋校舎新館エントランスを彩ったモザイクアート：平成27年10月24日（土）、水道橋校舎新館エントランス

第 47回東歯祭フェスティバル 2015は、平成 27
年 10月 24日（土）と 25日（日）に水道橋校舎新館で
開催された。
1日目は、水道橋校舎新館血脇記念ホールにお
いて M.L.S部の 7時間ライブが行われ会場を盛り
上げた。展示部門も第 3実習講義室において国際
医療研究会、美術白堊会、写真部が出展した。ま
た、同フロアには、各クラブポスターも展示され
た。
2日目は、演劇部、管弦楽部、 Big�Band�Jazz部、
ダンス部の各クラブが、素晴らしい演技・演奏を
披露して観客を魅了した。
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M.L.S部の演奏：平成27年10月24日（土）、水道橋
校舎新館血脇記念ホール

Big Band Jazz部の演奏：平成27年10月25日
（日）、水道橋校舎新館血脇記念ホール

モザイクアートを完成させた有志一同：平成27年10
月24日（土）、水道橋校舎新館

ダンス部の演技：平成27年10月25日（日）、水道橋
校舎新館血脇記念ホール

国際医療研究会のポスター展示：平成27年10月24日
（土）、水道橋校舎新館第3実習講義室

写真部の展示：平成27年10月24日（土）、水道橋校
舎新館第3実習講義室

演劇部の公演：平成27年10月25日（日）、水道橋校
舎新館血脇記念ホール

管弦楽部の演奏：平成27年10月25日（日）、水道橋
校舎新館血脇記念ホール
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■第4 7回歯学体成績報告会・第4 7回東歯祭後夜祭
開催
平成 27年 10月 25日（日）の東歯祭終了後、午後
6時より、水道橋校舎本館大会議室において、歯
学体成績報告会・東歯祭フェスティバル 2015後
夜祭が昨年と同様に併催する形で実施された。運
動系、文化系の部活が一堂に会し会場は熱気にあ
ふれた。歯学体で 3位以上に入賞したクラブに学
長賞、父兄会長賞、同窓会長賞が授与され盛会裏
に祝宴を閉じた。

歯学体成績報告をする安 真奈歯学体正評議員（第4学
年）：平成27年10月25日（日）、水道橋校舎本館大
会議室

井出吉信学長（左）から学長賞を受け取る学生：平成
27年10月25日（日）、水道橋校舎本館大会議室

矢﨑秀昭同窓会長（左）から同窓会長賞を受け取る学
生：平成27年10月25日（日）、水道橋校舎本館大会
議室

歯学体成績報告会・東歯祭後夜祭での記念撮影：平成
27年 10月 25日（日）、水道橋校舎本館大会議室

歯学体成績報告会・東歯祭後夜祭での記念撮影：平成
27年 10月 25日（日）、水道橋校舎本館大会議室

東歯祭開催報告をする齋藤周崇東歯祭実行委員長（第4
学年）：平成 27年 10月 25日（日）、水道橋校舎本館大
会議室
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学校法人東京歯科大学　
理事長　金子　譲

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

航空写真：平成 27年 10月 航空写真：平成27年10月

訃報　解剖学講座　宮下辰子研究補助員ご逝去
宮下辰子研究補助員は
自宅にて病気療養のため
休職中でしたが、平成 27
年  11月  2日逝去されまし
た。享年 63歳の若さでし
た。
宮下研究補助員は平成

11年 4月から解剖学講座で、主に白菊会、献体
関係の仕事を行っていただきました。特に会員
の方々の様々な家庭環境を十分に配慮したやり

取りを誠実に行っていただき、会員からの信頼
も厚く得ておりました。また献体業務に関しま
しても、ご遺族の気持ちに沿った個々の事案に
真摯に取り組んでいただきました。これらはす
べて、宮下研究補助員の温かく優しい人間性の
賜物だといつも感じていました。
あまりに早いご逝去が残念でなりません。ご
冥福を心からお祈りいたします。合掌。 

� （解剖学講座教授　阿部伸一）



（5）第275号平成27年11月30日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報

■第300回東京歯科大学記念学会・総会 開催
平成 27年 10月 17日（土）と 18日（日）に、水道
橋校舎新館において第 300回東京歯科大学記念学
会・総会が開催された。
東京歯科大学学会の前身である東京歯科医学会
の例会回数が、歯科学報に正式に記録されている
のは、第 10回（昭和 10年 2月）からであり、それ
より数えて昭和 52年 2月 19日（土）には通算 200回
の記念学会が行われ、本年 10月の学会・総会は、
通算 300回を迎えた。このたびの第 300回記念学
会・総会は、本年、創立 120周年を迎える東京歯
科大学同窓会と共催の形で開催され、会員以外の
同窓の先生方にも多数ご参加いただいた。
第 1日目の学術発表は、水道橋校舎新館第 1講
義室と第 2講義室を会場として口演発表が、第 1
実習講義室を会場として示説発表が行われた。今
回発表された口演は 40題、示説は 16題であった。
午後 2時 30分より血脇記念ホールを会場として、
今年度末に定年を迎えられる 3名の教授による特
別講演が行われた。
第 2日目は血脇記念ホールを会場として、午前

9時 30分より国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構（JAXA）教授の川口淳一郎先生による記念講
演、午後 1時より「2025年問題の向こう側」をテー
マとしたシンポジウムが行われ、国、開業歯科医
師、医科歯科連携における本学市川総合病院、教
育、それぞれの立場からご講演いただいた。記念
講演とシンポジウムの間で、平成 27年度東京歯
科大学学会評議員会ならびに総会が第 2講義室に
おいて開催された。
また、第 1日目は第 2講義室前ラウンジおよび

第 1実習講義室で、第 2日目は第 1実習講義室に
おいて 10商社の参加による商品展示が行われた。
なお、東歯学会特別会員である各商社の協賛を得
て、第 300回記念のロゴ入り記念品（トートバッグ、
文房具）を用意し、参加者に配布した。

＜特別講演＞
1.�癌治療における放射線治療の役割
－放射線治療の進歩と環境の変化と共に－
青柳　裕　教授（市川総合病院放射線科）
2.�頚椎後方の解剖学的アプローチ
－inter-muscular�plane�approach－とその応用
白石　建　教授（市川総合病院整形外科）

3.�求められる教育改善、その対応
河田英司　教授（歯科理工学講座、歯科医学
教育開発センター）

＜記念講演＞
「やれる理由こそが着想を生む。」
川口淳一郎　氏（国立研究開発法人宇宙航空
研究開発機構教授）

＜シンポジウム＞　
－2025年問題の向こう側－
1.�地域包括ケアを考える視点
　唐澤　剛　氏（厚生労働省保険局長）
2.“2025年問題”歯科にできること
～地域の現場から～

　足立　融　氏（鳥取県米子市開業歯科医師）
3.�地域医療を支える急性期総合病院の在り方
－市川総合病院に求められる医療とは－
　西田次郎　教授（市川総合病院病院長）
4.�10年後に活躍できる歯科医師の育成のために
必要なこと
　片倉　朗　教授（口腔病態外科学講座）

講演される川口先生：平成 27年 10月 18日（日）、水
道橋校舎新館血脇記念ホール

シンポジウムの様子：平成 27年 10月 18日（日）、水
道橋校舎新館血脇記念ホール
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学内ニュース
■平成27年度水道橋病院医療連携報告会・懇親
会開催
平成27年10月 1日（木）午後7時より、水道橋校

舎本館第1講義室において、平成27年度水道橋病
院医療連携報告会が開催された。本講演会は、千
代田区歯科医師会、麹町歯科医師会、丸の内歯科
医師会、お江戸日本橋歯科医師会、京橋歯科医師
会をはじめとする、地域の歯科医療機関や医科の
医療機関が水道橋病院との医療連携をより強固に
する目的で毎年開催している。
今年は、「高齢化・多様化に応える水道橋病院
専門外来」をテーマに、障害者歯科・ペインクリ
ニック科科長の福田謙一教授、摂食嚥下リハビ
リテーション科科長の石田�瞭教授、内科科長の
山岸由幸准教授による講演が行われた。

講演①「水道橋病院の新しい内科外来
－各専門外来の紹介も含めて－」
山岸由幸　内科科長

講演②「Aging�in�placeを支援する
当院の摂食嚥下リハビリテーション」
石田�瞭　摂食嚥下リハビリテーション科
科長

講演③「口腔顔面痛みセンター／リラックス歯科
治療外来とこれからの専門外来」
福田謙一　障害者歯科・ペインクリニック科
科長

当日は 260名もの参加者を迎え、矢島安朝水道
橋病院長の挨拶からはじまり、山岸准教授の講演
では、超高齢社会に向け、歯科・医科の融合をよ
り深化させるとともに、生活習慣病を有する患者
受入推進の説明がなされた。つづいて、石田教授
による講演では、超高齢社会における地域包括ケ
アシステムとの関わりについて説明がなされた。
最後に、福田教授による講演では、「口腔顔面痛
みセンター」と「リラックス歯科治療外来」をはじ
めとする各専門外来の紹介がされた。各講演終了
後の質疑応答では活発な意見交換がなされた。
つづいて、報告会終了後には、水道橋校舎本館

大会議室において懇親会を開催した。矢島水道橋
病院長の挨拶、臼田�準地域医療連携委員会学外
委員の乾杯で始まり、日頃より水道橋病院の病院
運営にご理解ご協力を頂いている地域の医療機関
との歓談が和やかに行われ、盛会裡に終了した。

質疑応答をする石田教授：平成27年10月1日（木）、
水道橋校舎本館第1講義室

懇親会で挨拶をする矢島水道橋病院長：平成27年10月
1日（木）、水道橋校舎本館大会議室

■第16回試験問題作成に関するワークショップ
開催
平成 27年10月3日（土）午後2時より、水道橋校
舎本館 13階において、第 16回試験問題作成に関
するワークショップが開催された。
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、歯科医学における基本的な知識の理解
と総合的な診断能力・問題解決力を総括的に評価
するための多肢選択式試験問題作成のスキルアッ
プを目的としたものである。
はじめに、多肢選択式問題作成法の解説と題
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し、教務副部長の平田創一郎教授より基本的な作
成方法と注意点等について説明を受けた。次に、
グループ演習として、教務副部長の山本 �仁教授
より概要説明後、教務部・歯科医学教育開発セン
ターで用意した問題と参加者それぞれが事前に作
成した問題に対して、 5グループに分かれて、ブ
ラッシュアップを行った。さらに全体発表・討議
で各グループのブラッシュアップした問題に関し
ての発表を行い、意見を出し合った。
最後に質疑応答、全体総括があり、参加者全員
が今回ブラッシュアップした問題や今後の問題作
成等について討議を行った。
参加者とスタッフを合わせ 39名が出席し、終

了予定時間が大幅に超過するほど活発な討議が行
われ、最後に、参加者全員に修了証書が授与され、
午後 7時 50分に盛会の内に終了した。 

■平成27年度第6回水道橋病院教職員研修会開催
平成 27年 10月 22日（木）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 6回水
道橋病院教職員研修会が開催された。
今回は、「医療現場のコミュニケーション �～一
人一人が病院の顔～」として、株式会社ヨシダ開
発企画部チーフ・コンサルタントの小島龍哉氏に
よる講演が行われた。講演は、医療現場における
患者心理や、病院に対して抱く満足と不満の要素
等について分析があり、さらに不満を感じるケー
スの分析や患者による病院の評価の特徴等や、医
療現場におけるコミュニケーションについて説明
があった。
今回の研修会は、様々な機会で取り上げられる
医療現場におけるサービスについて改めて考えさ
せられる機会となり、教職員にとって自分が担っ

ている役割を意識する機会となる有意義なもので
あった。

■第2回千歯祭開催
平成 27年 10月 24日（土）に千葉校舎において、
第 2回千歯祭（ちばさい）が開催された。歯科衛生
士専門学校と千葉病院が主催し、真砂地区コミュ
ニティづくり懇談会、千葉市社会福祉協議会真砂
地区部会、千葉市第 31地区町内自治会連絡協議
会の共催で開催された。
会場では、千葉病院職員によるバザーや、歯科
衛生士専門学校の学生による千歯カフェが模擬店
として出店し、来場者がマフィンやコーヒー等を
楽しむ姿が見受けられた。模擬店出店にあたって
は歯科衛生士専門学校 1年生が一丸となって準備
を行い、ラウンジに座るお客様の所まで注文品を
届けるなど、学生たちの細やかな配慮の甲斐もあ
り、訪れた方々の憩いの場となったようで、急遽、
机や椅子を増設する姿も見受けられた。
歯科用品の試供品とリーフレット配布では、 2

年生が地域の方々の質問に笑顔で答えており、積
極的にコミュニケーションを図っている姿が印象
に残った。 3年生が作成したリーフレットには、
各ライフステージに応じた歯科に関する情報が凝
縮されており、趣向を凝らした内容が来場された
人達の興味を引いていた。また、歯科相談コー
ナーを設け、当院の教員が来場者からの歯科に関
する相談に対応し好評を得た。さらに、業者展示
コーナーも設置し、来場者に歯科用品等の紹介が
なされた。
午後 2時からは公開講演会として、末石研二千
葉病院副病院長による「矯正歯科治療、子供も大
人も必要です。」と題した講演が行われ、顎の成

全体発表・討議の風景：平成 27年 10月 3日（土）、水
道橋校舎本館第 2講義室

講演される小島氏：平成2 7年 10月 22日（木）、水道
橋校舎本館大会議室
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長、歯の生え変わり、不正咬合の種類等、矯正歯
科治療について一般の来場者の方々にも分かりや
すい説明がなされた。
つづいて午後2時 50分より、本学同窓の

門平忠一郎先生、竹元ゆうき先生による「秋空に
響く歌声」と題したミニコンサートが行われ、「こ
の道」、「マッティナータ」、「踊れ、喜べ、幸いな
る魂（エクスルターテ・ユビラーテ）」、「からたち
の花」等の楽曲が演奏された。コンサートの最後

には来場者全員とともに「紅葉」、「ふるさと」を合
唱し、歌を通じて会場が一つとなった。
最後に午後 3時40分より、三遊亭楽生さんによ
る「落語へのお誘い“大いに笑いましょう”」が行わ
れ、落語の楽しみ方や、小噺が披露され、会場は
大きな笑いに包まれた。
当日は 200名を越える来場者があり、2回目の
開催であった千歯祭は成功裡に終了した。

盛況を博した模擬店：平成27年10月24日（土）、千
葉校舎第１ラウンジ

歯科相談コーナーの様子：平成27年10月24日（土）、
千葉校舎セミナー室

業者展示コーナーの様子：平成27年10月24日（土）、
千葉校舎第1教室付近

講演する末石千葉病院副病院長：平成27年10月24日
（土）、千葉校舎第１教室

門平先生と竹元先生によるミニコンサートの様子：平成
27年10月24日（土）、千葉校舎第1教室

三遊亭楽生さんによる落語の様子：平成27年10月24
日（土）、千葉校舎第2教室
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■第148回歯科医学教育セミナー開催
平成 27年 10月 26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 148回歯科医学
教育セミナーが開催された。今回は、「バーチャ
ルスライドシステムの活用」と題し、組織・発生
学講座の山本 �仁教授、生物学研究室の橋本貞充
教授、臨床検査病理学講座の松坂賢一教授より説
明があった。
はじめに、山本教授よりバーチャルスライドシ
ステムの概要として各大学で採択された設備名、
活用例について紹介があり、本学は平成 24年度
私立大学等研究設備整備費補助金で採択され、
「オリンパス社製 �バーチャルスライドシステム・
VS120」が新館 7階実習準備室に設置されたと説
明があった。
つづいて、橋本教授よりバーチャルスライドシ
ステムは、プレパラート上の組織標本の全体を高
速・高解像度にデジタルデータ化するものであ
り、①標本全体像から任意の場所（XY軸）・焦点
面（Z軸）を自由な倍率で拡大した高精細な画像の
PC上での操作 ②歯や骨組織、細胞診のような厚
みのある切片での、 Z軸方向にフォーカスを変え
ながらの観察・撮影③通常の顕微鏡と同等以上の
効率的作業の 3つが実現出来るようになったと説
明があった。
また、従来は標本のごく狭い領域を写真撮影す
ることで画像を取得・保存していたが、このシス
テムの導入により、①プレパラートの破損や組織
染色の経年劣化の心配が不要②人数分の標本作製
が不要③全画像をデータベース化して蓄積するこ
とで、大量の画像情報をわずかなスペースで永続
的に保存が可能④蛍光顕微鏡の画像を組織全体で
永続的に保存が可能⑤重要な組織標本をバーチャ
ルスライド化し、サーバ内に蓄積されたデジタ
ルデータに学内のネットワークからアクセスで
き、大人数で同時に共有出来る等、多くの利点が
あることについて説明があり、今後は当該科目の
講義・実習だけでなく、全学年のグループディス
カッション、自習において活用することができる
と報告があった。
最後に、松坂教授より臨床検査病理学講座にお
ける第 3学年病理学・口腔病理学実習および臨床
実習でのバーチャルスライド活用法についての説
明があった。従来の顕微鏡を使用した実習内容と

の比較で、バーチャルスライドシステムを用いた
実習の教育効果の高い点および改善点について報
告され、学生アンケートの結果報告があり、実習
内容の理解度の向上がうかがわれた。これは、第
1学年生物学実習での「基本的な顕微鏡の操作」、
第 2学年組織・口腔組織学実習での「顕微鏡を使っ
ての経過観察・スケッチ」という顕微鏡実習が
ベースとなっているからこそ、本システムの有効
性が高いものであると締めくくった。
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。現在は学生教育を中心に
使用されているが、今後は、研究データの蓄積や
臨床病理診断の迅速化など、多方面での活用も考
えられることから、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。

■推薦入学選考、帰国子女・留学生特別選抜、編
入学試験A、学士等特別選抜A実施
平成 27年 11月 14日（土）午前 9時より、水道橋
校舎本館において平成 28年度推薦入学選考、帰
国子女・留学生特別選抜が実施された。推薦入学
選考（指定校制含む）、帰国子女・留学生特別選抜
では 94名の志願者が集まり、小テスト、小論文
からはじまり、最後に面接試験が行われた。ま
た、編入学試験A、学士等特別選抜 Aも同時刻に
水道橋校舎本館で実施され、18名の志願者があり、
小テスト、小論文および面接試験が行われた。編
入学試験 Aの合格者は、来年度の第 2学年に、学
士等特別選抜 Aは第 1学年に入学する。なお、合
格者には 11月 17日（火）に合格通知が発送された。
平成 28年度一般入学試験（Ⅰ期）・大学入試セ
ンター利用試験（I期）は、平成 28年 2月 2日（火）
に水道橋校舎本館および大阪（ TKP新大阪ビジ

説明する松坂教授：平成 27年 10月 26日（月）、水道
橋校舎本館第 1講義室
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ネスセンター）、福岡（ TKP博多駅前シティセン
ター）の 3会場において実施される。 

■平成27年度第7回水道橋病院教職員研修会開催
平成 27年 11月 26日（木）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 7回水
道橋病院教職員研修会が開催された。
今回は、「歯科医療事故の基礎知識と初期対応
について」として、株式会社東京海上日動火災保
険本店損害サービス部医療賠償損害サービス室の
山崎健太郎氏による講演が行われた。講演は、病
院賠償保険を扱う立場から、医療機関における苦
情の有無やその内容、対応方法等の分析比率のア
ンケート集計結果から始まり、歯科における医療
紛争事案、特に歯科医療に関する事案や発生比率
等の紹介、対応方法、責任義務の説明、事故発生

時に心がけてほしいこと等について説明があっ
た。
今回の研修会は、教職員にとって医療に携わり
自らが当事者になる可能性がある医療事故や紛争
事案の対応を知る機会として大変興味深く有意義
なものであった。

■東京歯科大学　3病院看護部合同連絡会開催
平成 27年 11月 28日（土）午後 3時より、水道橋
校舎本館特別会議室において、東京歯科大学職員
としての一体感、帰属意識の高揚、情報共有、意
見交換、親睦を目的とした 3病院看護部合同連絡
会が開催された。参加者は水道橋病院、市川総合
病院、千葉病院の看護部の管理者（看護部長、副
看護部長、総看護師長、看護師長）計 26名であっ
た。会に先立ち水野嘉夫理事長より挨拶と本会の
主旨説明がなされ、続いて井出吉信学長より東京
歯科大学の現状についての講演、石井拓男副学長
による東京歯科大学の歴史に関する講演が行われ
た。その後、濵野孝子看護部長による挨拶があり、
質疑応答、意見交換が行われた。最後に水道橋校
舎新館の校舎見学が行われ、その後は場所を東京
ドームホテルに移し懇親会が行われ、親睦を深め
た。

講演される山崎氏：平成2 7年 11月 26日（木）、水道
橋校舎本館大会議室

3病院看護部合同連絡会懇親会参加者による記念撮影：平成 27年 11月 28日（土）、東京ドームホテル・文京区
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■第149回歯科医学教育セミナー開催
平成 27年 11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  149回歯科医
学教育セミナーが開催された。今回は、「シラ
バスの考え方－作成・記載方法について－」と題
し、教務副部長の望月隆二教授（物理学研究室）、
山本 �仁教授（組織・発生学講座）より説明があっ
た。
はじめに、山本教授より大学設置基準第 25条
の 2と中央教育審議会「新たな未来を築くための
大学教育の質的転換に向けて（答申）」（平成 24年
8月）の用語集からシラバスの概念について紹介
があった。シラバスとは各授業科目の詳細な計画
書であり、一般的に、大学の授業名、担当教員名、
講義目的、各回の授業内容、成績評価方法・基準、
準備学修等についての具体的な指示、教科書・参
考文献、履修条件などが記されており、学生が学
修をするための基本になるものであると説明が
あった。
つづいて、カリキュラムプランニングについて
説明があり、学習目標・方略・評価を適切に設定
しシラバスに記載すること、つまり、授業の方法
および内容と学修の成果に係る評価を学生に対し
て明確に提示することで、学生の学修に対するモ
チベーションを刺激することができ、かつ、教員
と学生の双方で学修の到達度について共通の理解
が得やすくなると考察がなされた。
つぎに、望月教授より各科目のシラバスに記載
されている①教科の特徴②一般目標③行動目標④
方略⑤評価⑥準備学習⑦教科書⑧参考図書⑨オ
フィスアワー等について、具体例を交えて説明が
あった。また、学生が何のためにその科目を勉強
するのか、何を身につけ、何が出来るようになれ

ば目標に到達したと考えてよいのか、そして、そ
の成果はどのような形式で評価されていくのか
等、学生が抱いている不安な思いに対して、教員
が学生の立場に立ってシラバスに記載することに
より、学生はシラバスを見て、授業前に勉強する
べき内容を意識して授業に取り組むことができる
と説明があった。シラバスは学生が自学自習する
ためのガイドブックになり、学生の「やる気」を
「実践」に変えて行くことが出来ると考察がなされ
た。
最後に山本教授より、来年度に向けて「東京歯
科大学授業要覧WEB」のシラバス作成方法につい
て説明があり、特に準備学習の内容と程度、評価
の方法とそれぞれの割合、オフィスアワーの日時
と場所について記載の具体例が示された。今回の
セミナーを基に来年度、各項目について、学生が
勉強の助けとなるよう、具体的な記載の依頼が
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、大変有意義なセミナーと
なった。

説明する望月教授：平成 27年 11月 30日（月）、水道
橋校舎本館第 1講義室
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研修参加者の集合写真：平成 27年9月 15日（火）、インテル本社前・カリフォルニア州

大学院ニュース
■第394回大学院セミナー開催
平成 27年 10月 28日（水）午後 6時より、水道橋
校舎本館大会議室において、第 394回大学院セミ
ナーが開催された。今回は北海道大学大学院歯学
研究科口腔医学専攻口腔機能学講座口腔機能補綴
学教室教授の横山敦郎先生をお招きして、「カー
ボンマテリアルの生体材料への応用」と題して講
演をいただいた。
Carbon� Nanotubes（ CNTs）に代表される
Carbon�Nanomaterials（CNMs）は炭素原子のみ
から構成される新素材であり、デンタルインプラ
ントや骨補填材などに応用されている。これまで
に、C NMsは細胞毒性が低いこと、生体内への埋
入実験により起炎性が低いこと、生体内において
構造変化が生じること、骨芽細胞などが強固に結
合することが明らかになっており、これらの生物
学的特性を活かして、骨芽細胞培養用の 3次元ス
キャホールドや GBR膜、骨再生材料などに応用
できる可能性がある。横山先生のグループでは、
現在 CNMsによるチタンの表面処理、 CNMsの高
機能化を含めた CNMsの生体材料への応用への
可能性について研究されており、ご自身のデータ
を交えながら分かりやすく説明いただき、参加し

た多くの大学院生たちは、熱心に先生の講演に耳
を傾けていた。

■平成27年度大学院Elective Study開催報告
平 成 27 年 度 の 大 学 院 Elective� Study は、

US-Japan�Forumの主催で、平成 27年 8月 28日（金）
から 9月 28日（月）までの「グローバルプロ養成プ
ログラム」と 9月 12日（土）から 9月 21日（月）の「カ
リフォルニア・イノベーション研修」を実施した。
事前の選考により「グローバルプロ養成プログラ
ム」に、丸茂知子大学院生（口腔顎顔面外科学講
座）とアルワハビ・アクラム大学院生（臨床検査病

講演される横山先生：平成2 7年 10月 28日（水）、水
道橋校舎本館大会議室
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理学講座）が参加し、「カリフォルニア・イノベー
ション研修」に、東川明日香大学院生（生理学講
座）と鈴木誠太郎大学院生（衛生学講座）が参加し
た。本学以外にも 13大学（秋田大学、岩手大学、
鹿児島大学、京都大学、島根大学、筑波大学、東
京大学、東京工業大学、東北大学、徳島大学、新
潟大学、福岡工業大学、立命館アジア太平洋大学）
から 26名の参加があり、普段接することがない
地域や異なる分野の学生達と一緒に研修を行っ
た。
「グローバルプロ養成プログラム」では、アメリ
カシリコンバレー近郊の企業や教育機関にて、海
外で活躍する日本人の指導を受けながら 2週間の
実習を体験し、後半は「カリフォルニア・イノベー
ション研修」に参加した。「カリフォルニア・イノ
ベーション研修」では、アメリカの多民族文化と
科学技術のメッカでもあるカリフォルニア州サン
ノゼ市近郊のシリコンバレーを中心に、大学や企
業を訪問し、異なる文化や価値観を学んだ。また、

海外で活躍する起業家やコンサルタントによる講
演会、研究者や技術者とのディスカッションを
行った。
さらに、サンノゼ州立大学にて開催する「日米
未来フォーラム」に参加し、日米間の歴史を学び、
今後の日米関係や世界のあるべき姿についての
ディスカッションと発表を行い、参加した大学院
生にとって貴重な経験となった。

■三邉正樹大学院生が第 60回日本口腔外科学会
総会・学術大会で優秀口演発表賞を受賞
平成 27年 10月 16日（金）から 10月 18日（日）に

名古屋国際会議場で開催された第 60回日本口腔
外科学会総会・学術大会において、オーラルメ
ディシン・口腔外科学講座の三邉正樹大学院生が
優秀口演発表賞を受賞した。本賞は、 100近いエ
ントリー演題の中から事前抄録を審査後、 15演
題がノミネート演題として採択され、学術大会に
おける発表内容の優れた 7演題に授与されるもの
である。

受賞演題名は「上皮組織特異抗体によるドラッ
グデリバリーシステムを用いた口腔癌治療モデル
の開発」であり、三邉大学院生の研究テーマであ
る。これまでに天疱瘡患者から抗デスモグレイン
3（ Dsg3）抗体をクローニングする手法が確立さ
れ、それらのうちに非病原性抗体があることがわ
かっている。本研究は非病原性抗 Dsg3抗体のひ
とつ Px44に癌抑制分子 TRAILを結合させた融合
タンパク Px44-TRAILを作製し標的組織へのド
ラッグデリバリーシステムを開発することを目的
とする。口腔扁平上皮癌（OSCC）において Dsg3
が高発現していることが報告されており、治療モ
デルの研究対象として OSCCを選択した。結果か
ら Px44TRAILは正常組織を侵すことなく、抗原
特異的に結合して腫瘍細胞のみにアポトーシスを
誘導することが確認された。今後、 OSCC細胞を
標的とした選択的口腔癌治療の実現を目指す。

本学参加者の記念写真：平成 27年 9月 16日（水）、
ゴールデンゲートブリッジ前・カリフォルニア州

受賞した三邉大学院生：平成 27年 10月 18日 (日）、名
古屋国際会議場・名古屋市

トピックス
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■菅 貞郎教授が第27回日本脳循環代謝学会総会
で最優秀ポスター演題賞を受賞
平成 27年 10月 30日（金）と 31日（土）に富山国際

会議場で行われた第 27回日本脳循環代謝学会総
会において、市川総合病院脳卒中センター長の
菅 �貞郎教授が最優秀ポスター賞を受賞した。今
回受賞した演題は、「急性期脳卒中患者に対する
オーラルケアと嚥下リハビリ介入の効果」である。
市川総合病院脳卒中センターでは開設以来、脳
卒中患者全例に嚥下評価を行い、必要な患者には
嚥下パスを導入し、発症早期よりオーラルケア、
嚥下リハビリを積極的に行って来たが、その成果
の一端を今回発表したものである。当センターで
の積極的な取り組みにより、脳卒中患者の 90％
が経口摂取可で退院し、肺炎合併率も  10％と、
良好な成績を示すことが出来た点が高く評価され
た。
今後の高齢化社会に向けて、 QOLの面からも
脳卒中患者への嚥下評価、オーラルケア・嚥下リ
ハビリ介入の必要性が増していくと思われる。ま
た本研究は、脳卒中センターの歯科医師、言語療
法士、歯科衛生士、医師、看護師の多職種による
チーム医療の成果を示しているともいえる。今後
もこれらの成果を積極的に全国へ発信していくこ
とが期待される。

■井出吉信学長が千葉県私学教育研修集会で講演
平成 27年 11月 6日（金）に、千葉県木更津市の
志學館中学・高等学校において開催された「千葉
県私学教育研修集会（保健体育科研修会）」で、
井出吉信学長が「健康を維持するために知ってお
きたい口腔の機能（顎骨の構造と嚥下のしくみ）」
というテーマで講演を行った。
口腔・咽頭の構造や摂食・嚥下の仕組みから、
高齢になってから誤嚥を防止するための筋肉の衰
えを防ぐ方法まで、わかりやすく説明した。 56
名の参加者は真剣に聞き入り、筋肉の衰えを防ぐ
方法では、全員が自ら体験し、好評のうちに終了
した。

■大久保真衣講師が第 32回日本障害者歯科学会
総会および学術大会において優秀論文賞を受賞
平成 27年 11月 6日（金）から 8日（日）に名古屋国
際会議場で行われた第 32回日本障害者歯科学会
総会および学術大会において、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大久保真衣
講師が、日本障害者歯科学会雑誌第 35巻の臨床
論文のうちの優秀論文賞を受賞した。
大久保講師は「超音波診断装置を用いた /ta/と
/ka/発音時の舌運動－若年者と高齢者の比較－」
を障害者歯科第 35巻第 2号 194－199頁にて発表
した。現在、口腔機能を評価する項目の一つとし
て、オーラルディアドコキネシスがある。これは
音節をすばやく反復し発音させ、 1秒あたりの発
音回数を測定し、口唇や舌の随意運動機能を評価
するものである。そこで、高齢者と若年者におけ
る /ta/と /ka/の発音回数と超音波診断装置を用
いた舌前方部上下運動距離と発音時最上部と安静
時の距離の違いを検討した。その結果、若年者に

井出学長の講演風景：平成 27年 11月 6日（金）、志學
館中学・高等学校・千葉県

田中耕太郎学会長（左）より表彰を受ける菅教授：平成
27年 10月 31日（土）、富山国際会議場・富山県
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比べ高齢者は /ta/発音時の発音回数が少なく、
上下運動距離と時間、最上点から安静時までの距
離が長く、舌前方部の運動は高齢者にかなりの負
荷となっていると考えられた。これがオーラル
ディアドコキネシスの回数低下の原因の一つと示
唆された。�

第32回日本障害者歯科学会総会および学術大会福田 理
大会長（右）による授賞式に臨む大久保講師：平成27
年11月7日（土）、名古屋国際会議場・名古屋市

■水野嘉夫理事長が延世大学歯科大学校創立
100周年記念式典に出席
平成27年11月 7日（土）午後6時より、延世大学
歯科大学校創立 100周年記念式典が韓国・ソウル
市の延世大学同窓会館にて行われ、水野嘉夫理事
長と学長代理として矢島安朝水道橋病院長が出席
した。
式典に先立ち、午後 3時 30分より、姉妹校 10
校との学長会議が行われ、Keun-Woo� Lee学長や
Han-Sung� Jung教授から延世大学歯科大学校と本
学との関係の深さや緊密な交流についてお話があ
り、水野理事長からの延世大学との長年にわたる
活発な交流や友好関係についての説明に、他の姉
妹校からも同様の交流を行いたいとの意見が出た。

祝辞を述べる水野理事長：平成27年11月7日（土）、
延世大学同窓会館・ソウル市

式典は讃美歌の合唱から始まり、聖書朗読の後、
まずLee学長の挨拶があり、Kap-Young� Jeong延
世大学総長の祝辞に続き、延世大学歯科大学校の
全姉妹校を代表して、水野理事長が祝辞を述べ
た。約1時間の式典の後、引き続き同会場で記念
祝賀会となり、和やかな中、有意義な意見交流が
行われ、祝賀会は盛会のうちに閉会となった。

延世大学歯科大学校姉妹校代表者と記念撮影：平成27
年11月7日（土）、延世大学同窓会館・ソウル市

■小島佑貴大学院生 アジアオセアニア生理学会
連合第8回タイ・バンコク大会でYoung Scien-
tist Awardを受賞
平成 27年 11月22日（日）から25日（水）にタイ・
バンコクの Centara�Grand�at�Central�Worldにて
開催されたアジアオセアニア生理学会連合（FAOPS）
第8回タイ・バンコク大会において、生理学講座の
小島佑貴大学院生が Young�Scientist�Awardを受
賞した。本賞は、35歳以下の研究者の中から研
究内容が優れた口演発表 35題、ポスター 15題に
贈られる学術賞である。
受賞演題名は「A�voltage-dependent�K +�current� 

showing�slow�activation�and�inactivation�kinetics�

大会会場での澁川義幸准教授（右）と小島大学院生：平
成27年11月24日（火）、Centara Grand at Central
World・バンコク
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in�rat�odontoblasts」であり、近年では歯痛の感覚 た。またそのほかの電位依存性イオンチャネルの
受容器として注目されている象牙芽細胞について 存在も示唆された。今後は、K +チャネルのサブ
の生物物理学的・電気生理学的特性解明の内容で タイプの同定、他の電位依存性イオンチャネルの
あった。急性単離した象牙芽細胞膜に発現してい 同定についてさらに研究し、臨床応用への発展が
る電位依存性イオンチャネルについて研究し、遅 期待される。
延整流性電位依存性 K +チャネルの発現が示され

図書館から
■本学教員著書について
・加藤広之著「Endoの兵法」医歯薬出版、2015
・渋川義宏監修「歯周治療の疑問に答えます
Q&A47」医歯薬出版、2015
・櫻井�薫［ほか］編「老年歯科医学」医歯薬出版、 

2015
本学教員の著書についても、特に収集に努めて
おります。著書発刊のおりには、図書館へご一報
くださいますよう、よろしくお願いいたします。

■寄贈図書について
平成 27年 10月8日（木）、調布市在住の井上藤
夫先生（昭和 31年卒）から、貴重な図書「よはひ草」
をご寄贈いただいた。利用者への活用に供すとと
もに大切に保管したい。

寄贈された図書「よはひ草」

＜大学史料室から＞
■卒業証書の寄贈を受ける
平成 27年 10月 17日（土）、山形県長井市在住

の五十嵐康夫先生（昭和 51年卒）から、ご尊父
五十嵐俊榮先生（昭和20年9月卒）の卒業証書をご
寄贈いただいた。終戦後最初の本学卒業証書とい
う意味で大変に貴重な資料であり、大切に保管し
後世に伝えたい。

■阿部潤也閲覧係長　私立大学図書館協会東地区
部会2015年度研修分科会にて講演
平成 27年10月1日（木）、東京都市大学世田谷
キャンパス図書館において開催された私立大学図
書館協会東地区部会 2015年度研修分科会にて、
阿部潤也閲覧係長が講演を行った。第 4回目の
テーマは「機関リポジトリについて知る」と題した
内容である。本学でも進めている機関リポジトリ
の普及、推進のための講演であり、参加者多数と
なり好評であった。

講演する阿部閲覧係長：平成27年10月1日（木）、 東
京都市大学世田谷キャンパス図書館・世田谷区

五十嵐俊榮先生の卒業証書
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■オープンアクセスウィーク2015特別企画三者連続研究者インタビューを実施 
オープンアクセスウィークは、アメリカの SPARCが主催する、オープンアクセスの意義を周知する世

界的なイベントであり、期間中は、オープンアクセスに関する催しが世界各国で集中開催されている。毎
年 10月の最終週に設定され、今年は平成 27年 10月 19日（月）から 25日（日）であった。図書館では、その
特別企画として、「三者連続研究者インタビュー」（http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/interview.jsp参照）を実施し、
口腔科学研究センターの山田好秋客員教授、山口 �朗客員教授、吉成正雄客員教授の 3先生方に、現在取
り組んでいる研究やオープンアクセスに関する意見などをうかがった。

インタビューに答える山田客員教授

インタビューに答える吉成客員教授

インタビューに答える山口客員教授

Q.オープンアクセスについてご意見、感想をお願いします。
私が監事を務める学会でオープンアクセスについて議論を
しています。著作権、あるいは会員サービスなどの課題があ
ります。歯科医師ではない介護の現場スタッフが会員として
多いことや、インターネット環境のない会員へのサービス提
供なども課題です。学会費を払っているのに、雑誌は誰でも
見られるとなると会員サービスとしての問題が出てきます。
今後は発行１年後に公開するなど、オープンアクセスを前提
として議論を進めていく必要があると思います。

Q.オープンアクセスについてご意見、感想をお願いします。
論文の投稿先を選ぶ際に「オープンアクセスであること」を
意識したことはありません。まずは査読制度がしっかりして
いるかどうかを重視します。査読がしっかりしていると査読
による意見も厳しく、そうしたフィードバックによって研究
論文もブラッシュアップされて良い方向に仕上がるためで
す。オープンアクセス雑誌は、今後増加して欲しいと思いま
すが、その際、適切な査読の場があるか等を重視したいと思
います。また、高額な掲載費用になる可能性があると思いま
すが、国あるいは大学レベルでの補助が必要と思います。

Q.オープンアクセスについてご意見、感想をお願いします。
ある程度質の良い雑誌で、皆のために情報提供しようとい
う目的でオープンアクセスのものと、一方でレベルの低い雑
誌は、多く引用してもらう目的でオープンアクセス化してい
ます。多くの人の目には触れますが、やはりレベルの低い雑
誌の論文を引用することは多くありません。インパクトファ
クターも重要ですが、やはりどのくらい引用されるかという
ことの方が論文としては価値があるので、ある程度レベルが
高くて、オープンアクセスにしている雑誌、例えば『 PLOS�
ONE』などは良いと思います。
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学生会ニュース
■平成 27年度修学指導関係者・父兄個別面談会
開催
平成 27年 11月 28日（土）に第1・2学年は水道橋
キャンパスさいかち坂校舎、第 3・ 4・ 5学年は水
道橋校舎本館 13階において、修学指導関係者・
父兄個別面談会が開催された。第 6学年は別日程
で開催された。修学指導を必要とする学生を対象
に、保護者及び学生と学年主任・副主任による 3
者面談方式で実施された。

■関東デンタルを振り返って　　 

� 男子バスケットボール部主将 

� 岡本雄紀（第 4学年）

平成 27年 11月 23日（月）、28日（土）、12月 6日（日）
の 3日にわたり、関東圏内の歯科大学 8校が参加
し行われた関東デンタルにおいて優勝を勝ち取る
ことが出来ました。 3年前の同大会において優勝、
一昨年のデンタルで準優勝を収めたものの、その
後は水道橋移転に伴う練習場所の確保の苦難や世
代交代もあり、思うような結果を残せていなかっ
たため、今回優勝することが出来て本当によかっ

たです。この大会に向けて、「バスケットボール
を楽しみ、そして勝つ」という目標の下、練習場
所と時間に制約がある中、江戸川橋体育館と千葉
校舎体育館で、練習の質や意識を高めることで、
お互いに切磋琢磨しながら練習してきました。大
会中も怪我などがありましたが、チーム一丸と
なって戦い、最高の結果を得られました。今回優
勝できたのは、部長である河田英司先生をはじ
め、 OBの方々のあたたかいご支援があったから
です。これからも感謝の気持ちを忘れずに練習
し、次はオールデンタルで優勝できるように頑張
ります。

全員で掴んだ、関東デンタル優勝：平成 27年 12月 6日
（日）、日本大学松戸歯学部・千葉県
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■歯科衛生士専門学校登院式挙行
平成 27年 10月 1日（木）午前 11時より、千葉
校舎第 3教室において、歯科衛生士専門学校第
66期生の登院式が末石研二千葉病院副病院長、
尾谷始子千葉病院歯科衛生士長の臨席のもと、第
1学年と第 3学年の学生全員が列席する中で挙行
された。
最初に久永竜一学生部長の司会のもと、高橋俊之
副校長の呼名により、第 66期の登院生が一人ず
つ紹介された。
その後、井上 �孝歯科衛生士専門学校長より「進
級の合格判定は 6点であるが、患者さんに対して
は 10点でなければならない。残りの 4点分の勉強
は、登院しても続けるように。また 49人の和が
今後も大切である。」という旨の訓辞があった。そ
して一度降壇された後、改めて井上 �孝千葉病院
長より「医療人として医療安全に留意すること、

守秘義務を順守すること。以上をもって登院を許
可する。」という旨の訓辞があった。
続いて末石千葉病院副病院長から「病院にでる
ということは学校では無く、社会にでるというこ
とであり、責任ある立場におかれることである。
また大江健三郎氏の書にある『持続する志』の精神
を大切にして欲しい。」という旨の訓辞があった。
次に尾谷千葉病院歯科衛生士長から「1日 1個の
目標をもって臨床実習にあたること。歯科衛生士
法の改正に伴い、ますます他の職種の人たちとの
連携が必要になった。今後、患者さんや先輩歯科
衛生士さんを含め、十分なコミュニケーションを
とることが大切である。」という旨の訓辞があっ
た。
そして最後に、登院生 49名を代表して野田ひかる
さんが誓詞を述べ、登院生全員がこれに唱和して
式を終了した。

歯科衛生士校ニュース

新たな白衣で臨んだ登院式：平成 27年 10月 1日（木）、千葉校舎第 3教室前



（20） 第275号 平成27年11月30日発行東 京 歯 科 大 学 広 報

■推薦入学選考第Ⅰ期実施
平成 27年 10月 15日（木）に千葉校舎において、

歯科衛生士専門学校の平成 28年度第Ⅰ期推薦入
学選考が実施された。これは募集人員 45名中の
一定数を推薦入学により入学させるものであり、
本年は高等学校長の推薦により 43名、平成 21年
度から始めた社会人特別選抜に4名の応募があり、
当日は 46名が受験した。選考内容は、高等学校
長の推薦では書類審査と基礎学力検査および面
接、社会人特別選抜では自己推薦書を含む書類審
査と小論文および面接であった。入学選考は午前
9時 30分より始まり、午後 3時には全てが終了し
た。
合否については、10月 16日（金）に開かれた選
考委員会で決定され、同日付けで出身高等学校長
および受験生本人に通知された。

■3年生修学旅行実施
歯科衛生士専門学校の 3年生（第 65期生）は、平
成 27年 11月 13日（金）と、14日（土）の 1泊 2日の
日程で福島県へ修学旅行に出かけた。
初日は午前 8時 10分に学校に集合し、井上 �孝
歯科衛生士専門学校長をはじめとする教員の見送
りの中、修学旅行はスタートした。まずは歯科衛
生士国家試験合格祈願のため、湯島天神へ向かっ
た。全員揃って祈祷を受け、第 65期生の全員合
格を願い絵馬を結んだ。その後バスは一路、昼食
場所である小名浜オーシャンホテルを目指し常磐
道を走った。昼食は風情のある太平洋を一望しな
がら、ビュッフェタイプのランチを全員がおなか
一杯になるまで食べた。その後、水族館アクアマ
リンふくしまに向かった。アクアマリンふくしま
は小名浜港のすぐそばにあり、東日本大震災の津
波の被害でほとんどの魚が助からなかった水族館
である。水族館の周囲は今も工事が続いており、
震災の影響を感じさせたが、水族館は当時の大変
さを微塵も感じさせず、新しい設備の中でたくさ
んの魚に出会うことができた。夕方、宿泊場所で
ある磐梯熱海温泉「ホテル華の湯」に到着した。そ
こは 30種類のお風呂を楽しめる温泉宿であった。
到着後最上階の大展望温泉を楽しみ、夜はお楽し
みの大宴会が行われた。宴会では美味しい料理に
舌鼓を打った後、全員総立ちのカラオケ大会など
が行われ、この旅行 1番の熱い盛り上がりをみせ

た。
2日目は午前 9時にホテルの方々に見送られ、
車窓から猪苗代湖を一望したあと、野口英世記
念館を見学した。 4月にリニューアルオープンし
たばかりの記念館だが、 200年ほど前に建てられ
た野口英世の生家は今でも当時の姿のまま保たれ
ている。血脇守之助先生や髙山紀齋先生との運命
的な出会いについても展示されており、東京歯科
大学と野口英世の係わりを改めて知ることができ
た。その後、野口英世記念館の目の前にある世界
のガラス館に移動し、全員でエッチンググラスを
体験した。ストレートハンドピースに専用のバー
を装着し、各々好きな模様を削ったグラスは、こ
の旅行の良い記念品となった。そして、ガラス館
に隣接する猪苗代地ビール館で地ビールの試飲を
楽しみながら昼食をとった。一休みした後、最後
の目的地である東北サファリパークへ向かった。
ホワイトライオンに出迎えられた後は、シマウマ
やキリン、ラマなどに車内から餌を与え、車内は
終始、歓声の渦であった。動物とのふれあいコー
ナーでは、ワオキツネザルを撫でたりモルモット
を抱きかかえたりして楽しい時間を過ごした。
笑顔溢れる貴重な時間を皆一緒に過ごし、これ
から待ち受ける国家試験そして卒業に向けて、ク
ラスがさらに一致団結するきっかけとなる旅行で
あった。

■第10回卒業研究論文発表報告会開催
平成 27年 11月 17日（火）に千葉校舎第 3教室に
おいて、全学年の学生と論文指導の諸先生やその
他の参加者を集め、 3年生による第 10回卒業研究
発表報告会が開催された。
歯科衛生士専門学校では、 3年制教育への移行

エッチンググラスの体験：平成 2 7年 11月 14日
（土）、世界のガラス館・福島県
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に際して、卒業研究論文の作成を独自のカリキュ
ラムとしてとりいれた。この卒業研究を通して、
学生たちには問題発見、問題解決能力を高めるこ
とを期待している。普段の生活や、講義、実習で、
疑問に持っていることのなかから研究テーマとな
るものを探しだし、それについて詳細に調べ問題
点を解決していく過程を学ぶ。東京歯科大学の各
講座研究室および歯科衛生士専門学校の卒業研究
論文担当の諸先生のご指導により、 2年以上の時
間をかけて行う。具体的には、資料を調べ、論文
を読み、試行錯誤しながら、研究の立案や研究方
法を選択し、そして実際の実験やフィールド調査
などをおこなってひとつの論文にまとめ上げるの
である。
発表報告会は学会形式をとり、受付、座長、タ
イムキーパーなどの役割を全て 3年生が受け持ち
運営された。午前 9時、井上 �孝歯科衛生士専門
学校長の開会の挨拶に続き、各自 5分間のスライ
ドを用いた口頭発表と 2分間の質疑応答が始まっ
た。自分の研究について自信を持って発表する様
や、フロアからの質問に緊張しながら答える姿は
印象的で、 3年間の学生生活の総まとめとして大
変ふさわしいものであった。
研究テーマは基礎から臨床の広い範囲にわたっ
ており、ブラッシングや洗口剤など口腔ケアに関
する研究や、細菌学的研究、さまざまな角度から
のフィールド調査、審美、味覚、口臭、顎関節症、

歯科の歴史に関する研究など非常に多彩で、興味
深いものが多かった。そして、その成果は377ペー
ジにもおよぶ厚い卒業研究論文集としてまとめら
れた。これは東京歯科大学と歯科衛生士専門学校
の担当教員による、長時間に亘る親身な指導の賜
物であり、学生たちにとっては大変貴重な経験と
なったと思われる。今回も千葉校舎のみならず、
水道橋校舎で実験を行ったり、指導を受けに行く
学生も多く、限られた時間を有効に使いながらの
研究となった。
夕方までおよんだ研究発表報告会は、最後に
高橋俊之歯科衛生士専門学校副校長からの総評を
もって閉会した。そして全員で記念撮影をした
後、実習講義室でささやかな懇親会が開かれ、な
ごやかで楽しい時間を過ごした。

卒業研究論文発表報告会の風景：平成 27年 11月 17日
（火）、千葉校舎第 3教室
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平成 27年度 科学研究費助成事業決定
独立行政法人日本学術振興会から、平成27年度科学研究費助成事業の交付決定通知がされた。研究種目
別交付額および研究者別交付額は、別表のとおりである。

平成27年度 科学研究費助成事業 研究種目別交付額一覧 平成 27 年 11 月 20 日現在

研究種目 件　数
交付決定額

直接経費 ( 研究費） 間接経費 合　計
基盤研究（Ａ） 1 7,400,000 2,220,000 9,620,000
基盤研究（Ｃ） 38 39,900,000 11,970,000 51,870,000
挑戦的萌芽研究 3 3,000,000 900,000 3,900,000
若手研究（Ｂ） 21 22,500,000 6,750,000 29,250,000
研究活動スタート支援 1 1,100,000 330,000 1,430,000

合　計 64 73,900,000 22,170,000 96,070,000

平成27年度 科学研究費助成事業新規採択
平成27年度科学研究費助成事業の新規採択者および研究課題は、下記のとおりである。

基盤研究（Ｃ）宮内　潤　教授
「胎児性白血病の発症・進展・自然治癒と造血微小環境の関連に関する研究」

基盤研究（Ｃ）兼子　智　講師
「DNA断片化陰性運動精子の選別と人工卵管用いる高精度媒精」

基盤研究（Ｃ）山口　剛史　講師
「角膜移植後の角膜内皮細胞減少と前房因子の関連解析」

基盤研究（Ｃ）比嘉　一成　助教
「自己少量角膜輪部組織の幹細胞−ニッシェスフェロイド維持培養法の確立」

基盤研究（Ｃ）石原　和幸　教授
「根尖性歯周組織炎・口腔底蜂窩織炎病巣細菌の網羅的解析による病態-菌種間関係の解明」

基盤研究（Ｃ）山田　好秋　客員教授
「気圧センサを用いた口腔・咽頭機能の解明」

基盤研究（Ｃ）澁川　義幸　准教授
「歯髄炎症を制御する象牙芽細胞−ニューロン−内皮細胞間シグナル分子ネットワーク解析」

基盤研究（Ｃ）木村　麻記　助教
「象牙芽細胞間伝達因子（ATP・グルタミン酸）を応用した新規象牙質形成促進薬剤開発」
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基盤研究（Ｃ）上田　貴之　准教授
「義歯の二酸化チタンコーティングの口腔内での防汚効果と床用レジン物性への影響の評価」

基盤研究（Ｃ）衣松　高志　講師
「lamininα3-Gドメインを用いた新規歯周組織再生療法の確立」

基盤研究（Ｃ）髙野　伸夫　教授
「口腔癌に対する分子標的抗転移薬の効果」

基盤研究（Ｃ）阿部　伸一　教授
「顎顔面再建治療へ向けた上皮 −間葉ハイブリッド型細胞シートの移植検証プロジェクト」

基盤研究（Ｃ）本間　宏実　助教
「MIH大規模実態調査によるリスクファクター分析および早期対応に向けた基盤構築」

基盤研究（Ｃ）平田創一郎　教授
「カラーゾーニングとピクトサインを用いた感染経路別予防策の推進に関する研究」

若手研究（Ｂ）篠　宏美　助教
「口腔疾患特異的iPS細胞作製による病態機序の解明」

若手研究（Ｂ）佐々木秀憲　助教
「顎関節症における治療効果の定量的評価； MRI T2mapの応用」

若手研究（Ｂ）佐藤　晶子　助教
「超音波エラストグラフィによる頭頚部軟組織の硬さの定量化」

若手研究（Ｂ）中島　啓　助教
「iPS細胞より誘導された象牙芽細胞による新規修復治療の開発」

若手研究（Ｂ）木下　英明　講師
「骨梁構造の力学的特性の個体差を考慮した「骨質反映型インプラント実習用模型」の開発」

若手研究（Ｂ）田辺　耕士　助教
「スタチン系薬剤と培養骨膜細胞を用いた人工再生骨の開発」

若手研究（Ｂ）野口　沙希　非常勤講師
「分子生物学的検索を応用した液状化検体細胞診による口腔がん早期発見の診断精度向上」

若手研究（Ｂ）勢島　典　助教
「培養歯根膜細胞とGBR法を併用した新規歯牙移植法の確立」

若手研究（Ｂ）大平真理子　レジデント
「要介護高齢者におけるMASAとVEの比較による摂食嚥下スクリーング法の開発」

研究活動スタート支援　今村健太郎　助教
「タバコ煙刺激と歯周病原細菌によるヒト歯肉上皮細胞のmiRNA発現・機能解析」



 

（24） 第275号 東 京 歯 科 大 学 広 報 平成27年11月30日発行

■平成27年度科学研究費研究者別交付額一覧 平成 27 年 10 月 1 日現在

研究種目 直接経費 研究代表者氏名 研究課題名

基盤研究（A） 7,400,000 山口　　朗　客員教授 口腔癌による骨破壊メカニズムの総括的解析とその応用

基盤研究（C） 1,200,000 河野　通良　講師 非病原性天疱瘡抗体を用いた表皮特異的ドラッグデリバリーシステムの開発

基盤研究（C） 900,000 村松　　敬　教授 ヒト歯髄細胞を用いた自己免疫性唾液腺炎の発症機構の解析と治療法の検討

基盤研究（C） 500,000 東　　俊文　教授 間葉系幹細胞、iPS 細胞を用いた骨組織再生法開発のための基礎的研究

基盤研究（C） 400,000 西川　慶一　講師 歯科用コーンビーム CT装置を維持管理するための品質保証計画実施用ファン
トムの開発

基盤研究（C） 500,000 亀山　敦史　准教授 マイクロデンティストリー時代のニーズにマッチした接着性修復材料の開発

基盤研究（C） 500,000 田坂　彰規　講師 咬合がストレス緩和効果に影響を及ぼすか？

基盤研究（C） 200,000 山下秀一郎　教授 摂食・嚥下運動における Stage Ⅱ transport の発現を制御する因子の検討

基盤研究（C） 800,000 中島　一憲　講師 ガム咀嚼が情動反応に及ぼす影響

基盤研究（C） 800,000 武田　友孝　准教授 水平的下顎位の変化が情動反応に及ぼす影響

基盤研究（C） 1,400,000 松永　　智　准教授 アパタイト結晶配向性を指標とした顎骨骨梁のナノメカニクス

基盤研究（C） 400,000 恩田　健志　講師 口腔癌特異的分子標的治療薬の開発

基盤研究（C） 800,000 一戸　達也　教授 組織血流量の制御に基づく口腔外科手術のための新しい全身麻酔ストラテジー

基盤研究（C） 200,000 髙木多加志　准教授 顎変形症患者の手術前後の三次元形態分析と予測精度に関する研究

基盤研究（C） 900,000 齋藤　　淳　教授 喫煙が歯周病原菌の宿主細胞侵入に及ぼす影響の分子メカニズム解明

基盤研究（C） 800,000 杉山　哲也　講師 要介護高齢者向け包括的摂食・嚥下機能評価法の開発

基盤研究（C） 1,200,000 島﨑　　潤　教授 羊膜と間葉系幹細胞の関連性とその効果と保存

基盤研究（C） 1,100,000 田中　一郎　教授 ビデオ画像の三次元的動的解析による顔面表情運動障害の診断・治療支援シス
テムの開発

基盤研究（C） 1,000,000 橋本　貞充　教授 歯肉付着上皮の歯面側最表層細胞による上皮性付着の維持機構について

基盤研究（C） 900,000 隝田みゆき　非常勤講師 歯内療法薬が象牙芽細胞に及ぼす影響と作用メカニズムの探求

基盤研究（C） 600,000 見明　康雄　准教授 単結晶ナノチューブアパタイトの応用

基盤研究（C） 1,100,000 佐々木穂高　講師 終末糖化産物（AGEs）はインプラントのリスク評価に有用か

基盤研究（C） 1,200,000 渡邊　　章　講師 口唇裂・口蓋裂の発症原因の追究

基盤研究（C） 900,000 櫻井　敦朗　講師 小児口腔内細菌叢の多様性と齲蝕罹患性 ～口腔疾患に罹患しにくい細菌叢の構
築～

基盤研究（C） 1,100,000 菊池有一郎　助教 歯周病原細菌の ECFシグマ因子を利用した新たな歯周病予防法の開発

基盤研究（C） 新規採択 1,400,000 宮内　　潤　教授 胎児性白血病の発症・進展・自然治癒と造血微小環境の関連に関する研究

基盤研究（C） 新規採択 2,600,000 兼子　　智　講師 DNA断片化陰性運動精子の選別と人工卵管用いる高精度媒精

基盤研究（C） 新規採択 1,100,000 山口　剛史　講師 角膜移植後の角膜内皮細胞減少と前房因子の関連解析

基盤研究（C） 新規採択 1,200,000 比嘉　一成　助教 自己少量角膜輪部組織の幹細胞―ニッシェスフェロイド維持培養法の確立

基盤研究（C） 新規採択 1,300,000 石原　和幸　教授 根尖性歯周組織炎・口腔底蜂窩織炎病巣細菌の網羅的解析による病態 - 菌種間関
係の解明

基盤研究（C） 新規採択 1,700,000 山田　好秋　客員教授 気圧センサを用いた口腔・咽頭機能の解明

基盤研究（C） 新規採択 2,100,000 澁川　義幸　准教授 歯髄炎症を制御する象牙芽細胞－ニューロン－内皮細胞間シグナル分子ネット
ワーク解析
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研究種目 直接経費 研究代表者氏名 研究課題名

基盤研究（C） 新規採択 1,400,000 木村　麻記　助教 象牙芽細胞間伝達因子（ ATP・グルタミン酸）を応用した新規象牙質形成促進
薬剤開発

基盤研究（C） 新規採択 500,000 上田　貴之　准教授 義歯の二酸化チタンコーティングの口腔内での防汚効果と床用レジン物性への
影響の評価

基盤研究（C） 新規採択 1,000,000 衣松　高志　講師 laminin α 3-G ドメインを用いた新規歯周組織再生療法の確立

基盤研究（C） 新規採択 1,800,000 髙野　伸夫　教授 口腔癌に対する分子標的抗転移薬の効果

基盤研究（C） 新規採択 1,200,000 阿部　伸一　教授 顎顔面再建治療へ向けた上皮－間葉ハイブリッド型細胞シートの移植検証プロ
ジェクト

基盤研究（C） 新規採択 1,800,000 本間　宏実　助教 MIH大規模実態調査によるリスクファクター分析および早期対応に向けた基盤
構築

基盤研究（C） 新規採択 1,400,000 平田創一郎　教授 カラーゾーニングとピクトサインを用いた感染経路別予防策の推進に関する研究

挑戦的萌芽研究 1,100,000 山口　　朗　客員教授 骨髄の造血幹細胞ニッチ獲得機構の進化的解析による骨・造血相互作用の探索

挑戦的萌芽研究 1,300,000 井上　　孝　教授 根尖病巣に対する挑戦的再生療法の確立

挑戦的萌芽研究 600,000 新谷　誠康　教授 アメロブラスチンの進化医学的研究

若手研究（B） 600,000 橋本　和彦　講師 ジルコニアインプラント周囲炎予防のための新規人工抗菌ペプチドの開発

若手研究（B） 800,000 半場　秀典　助教 根面う蝕の抑制と石灰化誘導に関するマイクロ CT解析

若手研究（B） 1,200,000 佐藤　正樹　助教 象牙芽細胞の膜伸展感受性イオンチャネル -ASICs と TRPチャネルの機能連関

若手研究（B） 1,700,000 齋藤　暁子　助手 リプログラム化白板症細胞における癌抑制因子 Lefty 遺伝子の発現調節機序の
解明

若手研究（B） 900,000 間　奈津子　講師 マラッセ上皮遺残アポトーシス誘導による歯根嚢胞の新規治療法の開発

若手研究（B） 1,400,000 石井　善仁　助教 増殖因子と自己組織化ペプチドを併用したインプラント周囲炎の新規治療法の
開発

若手研究（B） 1,500,000 小野寺晶子　助教 Wnt 阻害因子による骨分化調節メカニズムの解明

若手研究（B） 500,000 石井　武展　助教 局所的フルバスタチン応用による新たな矯正歯科治療の検討

若手研究（B） 900,000 竜　　正大　助教 要介護者に対する効果的な舌の清掃法と清掃時間についての検討

若手研究（B） 600,000 山本　昌直　レジデント 神経筋疾患の誤嚥・窒息予防を目的とした応用研究

若手研究（B） 1,000,000 中村　安孝　助教 高度変性歯牙からの DNA抽出法の確立

若手研究（B） 600,000 髙野　智史　助教 異なる焼結状態で切削加工したナノ ZR の疲労耐久性

若手研究（B） 新規採択 1,800,000 篠　　宏美　助教 口腔疾患特異的 iPS 細胞作製による病態機序の解明

若手研究（B） 新規採択 900,000 佐々木秀憲　助教 顎関節症における治療効果の定量的評価； MRI T2map の応用

若手研究（B） 新規採択 1,100,000 佐藤　晶子　助教 超音波エラストグラフィによる頭頚部軟組織の硬さの定量化

若手研究（B） 新規採択 1,500,000 中島　　啓　助教 iPS 細胞より誘導された象牙芽細胞による新規修復治療の開発

若手研究（B） 新規採択 1,900,000 木下　英明　講師 骨梁構造の力学的特性の個体差を考慮した「骨質反映型インプラント実習用模
型」の開発

若手研究（B） 新規採択 1,000,000 田辺　耕士　助教 スタチン系薬剤と培養骨膜細胞を用いた人工再生骨の開発

若手研究（B） 新規採択 1,200,000 野口　沙希　非常勤講師 分子生物学的検索を応用した液状化検体細胞診による口腔がん早期発見の診断
精度向上

若手研究（B） 新規採択 900,000 勢島　　典　助教 培養歯根膜細胞と GBR法を併用した新規歯牙移植法の確立

若手研究（B） 新規採択 500,000 大平真理子　レジデント 要介護高齢者における MASAと VEの比較による摂食嚥下スクリーング法の開発

研究活動
スタート支援 新規採択 1,100,000 今村健太郎　助教 タバコ煙刺激と歯周病原細菌によるヒト歯肉上皮細胞の miRNA発現・機能解析
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人物往来
■国内見学者来校
水道橋校舎・水道橋病院
○学校法人日本医科学総合学院（学生50名、教員5
名）
平成27年10月8日（木）解剖学実習室、標本室見学
○関東鍼灸専門学校（学生22名、教員4名）
平成27年10月15日（木）解剖学実習室、標本室見学
○医療法人社団　大和会　聖和看護専門学校（学
生60名、教員3名）
平成27年11月19日（木）解剖学実習室、標本室見学
○さいたま赤十字看護専門学校（学生31名、教員2
名）
平成27年11月20日（金）解剖学実習室、標本室見学
○一般社団法人　南埼玉郡市医師会　久喜看護専
門学校（学生30名、教員2名）
平成27年11月27日（金）解剖学実習室、標本室見学
○東京歯科大学卒業同窓会（福祉会）（昭和44年卒）
（卒業生20名）
平成27年11月28日（土）さいかち坂校舎、水道橋
校舎本館、水道橋病院見学

市川総合病院
○筑波学院病院（産婦人科　医師1名、看護師2名、
スタッフ2名）
平成27年10月22日（木）市川総合病院リプロダク
ションセンター見学
○医療法人社団　緑友会　らいおんハート整形外
科リハビリクリニック（言語聴覚士　1名）
平成27年11月～ 12月　市川総合病院　リハビ
リテーション科�言語療法部門見学
○東邦大学医療センター大森病院（眼科医師1名）
平成27年11月11日（水）～平成28年3月30日（水）
毎週水曜日
市川総合病院眼科（島崎教授による眼科診療）見
学
○昭和学院中学校（生徒5名）
平成27年11月26日（木）、27日（金）市川総合病院
見学（職場体験学習のため）

■海外出張
○白石�建教授（市病・整形外科）
第47回ミャンマー整形外科学会に参加および招

待講演のため、平成27年10月1日（木）から4日
（日）までミャンマー・ヤンゴンへ出張。

○大塚亜理沙レジデント、安村祐香レジデント
（歯科矯正学）
南カリフォルニア大学矯正科への研修参加のた
め、平成27年10月4日（日）から13日（火）までア
メリカ・ロサンゼルスへ出張。

○一戸達也副学長、松浦信幸講師、半田俊之講
師、萩原綾乃大学院生、澤口夏林大学院生、
二宮�文大学院生（歯科麻酔学）
第14回IFDAS2015（国際歯科麻酔学会議）にお
いて、一戸副学長はシンポジウムでの発表並び
にIFDAS2018次期大会長として発表をするた
め、松浦講師、半田講師、萩原大学院生、澤口
大学院生、二宮大学院生は発表のため、平成27
年10月6日（火）から12日（月）までドイツ・ベルリ
ンへ出張。

○齋藤�淳教授、備前島崇浩レジデント、
喜田大智レジデント（歯周病学） 

11th�Asian�Pacific� Society�of�Periodontology� 
Meeting�に参加、および発表のため、平成27年
10月7日（水）から11日（日）までインドネシア・バ
リへ出張。

○薬師寺�仁名誉教授
第四軍医大学口腔医学院80周年記念式典に学長
代理として出席のため、平成27年10月13日（火）
から18日（日）まで中国・西安へ出張。

○一戸達也副学長、黒田英孝助教（歯科麻酔学）、
福田謙一教授（口腔健康臨床科学）
アジア歯科麻酔学会第8回年次総会において、
一戸副学長は会議出席、シンポジスト、座長の
ため、福田教授は会議出席、講演のため、黒田
助教は発表のため、一戸教授は平成27年10月15
日（木）から17日（土）まで、黒田助教は10月15
日（木）から18日（日）まで、福田教授は10月16日
（金）から17日（土）まで、台湾・台北へ出張。
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○櫻井�薫教授（老年歯科補綴学）
IAGG�ASIA/OCEANIA2015での発表のため、
平成27年10月18日（日）から22日（木）まで、タ
イ・チェンマイへ出張。

○齋藤�淳教授、太田功貴大学院生（歯周病学） 

The� 55th� General� Session� of� the� Korean�
Academy�of�Periodontology�に参加、および発
表のため、平成27年10月23日（金）から25日（日）
まで韓国・ソウルへ出張。�

○小板橋俊哉教授、金田�徹教授、小鹿恭太郎助
教（市病・麻酔科）
2015年アメリカ麻酔学会（ANESTHESIOLOGY�
2015）に出席、および発表のため、金田教授は
平成27年10月23日（金）から28日（水）まで、小鹿
助教は10月24日（土）から28日（水）まで、小板橋
教授は10月24日（土）から29日（木）までアメリ
カ・サンディエゴへ出張。

○新谷誠康教授、今井裕樹講師、荒井�亮助教、
木村基善大学院生（小児歯科学）
同済大学児童口腔医学研究所への共同研究のた
め、新谷教授は平成27年10月26日（月）から29日
（木）まで、今井講師、荒井助教、木村大学院生
は10月23日（金）から29日（木）まで、中国・上海
へ出張。

○髙野正行准教授、恩田健志講師、太田亮輔レ
ジデント、石田結実香レジデント、角屋貴則
大学院生（口腔顎顔面外科学）、菅原圭亮講
師、永井佐代子レジデント（口腔病態外科学）、
澁井武夫講師（市病・オーラルメディシン・口
腔外科学）、大金�覚助教（口腔がんセンター） 

International�Conference�on�Oral�and�Maxillo-
facial�Surgery�2015� in�Melbourne�に参加、お
よび発表のため、髙野准教授、菅原講師、石田
レジデント、永井レジデントは平成27年10月24
日（土）から31日（土）まで、澁井講師は10月25日
（日）から31日（土）まで、恩田講師、大金助教、
太田レジデント、角屋大学院生は10月25日（日）
から11月1日（日）までオーストラリア・メルボ
ルンへ出張。

○村戸ドール臨床専修医（市病・眼科）
第49回トルコ眼科学会に出席、および発表のた
め、平成27年11月2日（月）から8日（日）までトル
コ・イスタンブールへ出張。

○新谷誠康教授（小児歯科学）
アジア小児歯科学会（PDAA）の理事会出席、お
よび第10回PDAA大会の打合せのため、平成27
年11月3日（火）から6日（金）までインドネシア・
ジャカルタへ出張。

○矢島安朝水道橋病院長（口腔インプラント学）、
村松�敬教授（歯科保存学）
延世大学100周年記念シンポジウムに参加、発
表ならびに記念式典に出席のため、矢島水道橋
病院長は平成27年11月7日（土）から8日（日）ま
で、村松教授は、11月5日（木）から8日（日）まで、
韓国・ソウルへ出張。

○齋藤�淳教授、今村健太郎助教、青木栄人大学
院生（歯周病学）
第101回アメリカ歯周病学会において、齋藤教
授は参加、発表および、日本歯周病学会国際交
流委員会委員長として会議出席のため、青木大
学院生は発表のため、今村助教は、参加および
研究打合せのため、平成27年11月13日（金）から
19日（木）までアメリカ・オーランドへ出張。

○澁川義幸准教授、小島佑貴大学院生（生理学）
8th�FAOPS�Congress�において澁川准教授は2
演題（筆頭・共著）発表のため、小島大学院生は、
口演発表およびYoung�Scientist�Award�受賞講
演のため、平成27年11月22日（日）から25日（水）
までタイ・バンコクへ出張。

○原田裕久准教授、関本康人助教（市病・外科） 

The� 16th� Congress� of� Asian� Society� for�
Vascular�Surgeryに参加、発表のため原田准教
授は平成27年11月30日（月）から12月5日（土）ま
で、関本助教は12月1日（火）から4日（金）までタ
イ・バンコクへ出張。�
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大学日誌
平成27年10月
1（木）� 1 ～ 4年生後期授業開始� 
� 大学院入学試験（Ⅰ期）願書受付開始 

� ［～ 11/20］ � 
� ［防火・防災安全自主点検日］ 

� 歯科衛生士専門学校 �登院式 

� 1年生後期授業開始 

� カルテ指導委員会（千病） 

� 感染制御委員会・ICT委員会（市病） 

� プログラム委員会（市病） 

� 医療連携報告会・懇親会（水病）
3（土）�第16回試験問題作成に関するワーク� 
� ショップ（アドバンスコース）�
5（月）�歯科衛生士専門学校　2年生臨床実習開始 

� 臨床研修管理小部会（千病） 

� 感染予防対策講演会（市病）
6（火）�クリニカルパス委員会（市病） 

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

� 総合防災訓練（市病） 

� 第3回医療安全講演会（市病） 

� 薬事委員会（水病）
8（木）�私学事業団経常費補助金調査 

� 午後のリサイタル（市病） 

� 手術室運営委員会（市病）
9（金）� ICLS講習会（市病） 

� 肺血栓塞栓予防検討委員会（市病）
13（火）�学校安全保健管理委員会 

� 購買委員会（市病） 

� 給食委員会（水病）
14（水）�救急委員会（市病） 

� ICU運営委員会（市病） 

� リスクマネージメント部会（水病）
15（木）� 1 ～ 4年生振替授業（月曜日分） 

� 診療録指導委員会 

� 歯科衛生士専門学校　推薦入学選考Ⅰ期 

� ［環境清掃日］ 

� ［危険物・危険薬品廃棄処理日］ 

� 部長会（市病） 

� 市川リレーションシップカンファレンス� 
� （市病） 

� 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）

16（金）�国際交流部運営委員会 

� 歯科衛生士専門学校　推薦入学選考委員会 

� 医療監視（市病）
17（土）�第300回東京歯科大学学会記念学会・ 

� 総会（～ 18日） � 
� 患者サロン（市病）
19（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） 

� 医療安全管理委員会（市病） 

� キャンサーボード（市病）
20（火）�臨床教授連絡会 

� 講座主任教授会 

� 人事委員会� 
� 学生部（課）事務連絡会 

� 褥瘡対策委員会（水病）�
21（水）� 1 ～ 4年生振替授業（金曜日分） 

� 4・6年生インフルエンザ予防接種� 
� 大学院運営委員会 

� 大学院研究科委員会 

� ［機器等安全自主点検日］ 

� 業務改善委員会（市病） 

� 衛生委員会（市病）�
22（木）�倫理審査委員会・利益相反委員会� 
� 教養科目協議会 

� 管理診療委員会（市病） 

� 教職員研修会（水病）�
24（土）�第47回東歯祭（～ 25日） 

� 白菊会 

� 第2回千歯祭（千病）
26（月）�第148回歯科医学教育セミナー 

� NSTカンファレンス（市病）
27（火）�3・5年生インフルエンザ予防接種 

� 5年生全体集合日 

� 医療サービスに関する検討会（千病） 

� 教職員後期健康診断（～ 28日）（市病） 

� 診療記録・情報システム管理委員会（市病） 

� クリニカルパス委員会（市病）
28（水）�法人理事会
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28（水）�第394回大学院セミナー 

� 糖尿病教室カンファレンス（市病） 

� 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）
29（木）�6年生第3回総合学力試験（～ 30日）
30（金）�衛生委員会

平成27年11月
1（日）�TDCビル電気設備年次点検
2（月）�願書受付開始～ 10日（推薦、帰国・留学� 
� 生選抜、編入学A、学士等選抜A） 

� 教務部（課）事務連絡会 

� ［防火・防災安全自主点検日］ 

� 臨床研修管理小部会（千病） 

� 薬事委員会（市病） 

� 第3回医療安全講演会（市病）
3（火）�文化の日
4（水）�1・2年生インフルエンザ予防接種（さい� 
� かち坂校舎） 

� 総合講義検討委員会 

� 公認会計士中間監査（～ 6日） 

� リスクマネージャー・ICT会議（千病） 

� 薬事委員会（水病）
5（木）�カルテ指導委員会（千病） 

� 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） 

� 災害対策委員会（市病） 

� プログラム委員会（市病）
6（金）�後期健康診断（市病） 

� 第1回クリニカルパス大会（市病）
9（月）�公認会計士中間監査（～ 12日）［法人・大� 
� 学・水病］ 

� 教職員インフルエンザ予防接種1日目 

� 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（千病） 

� 衛生委員会（千病） 

� 業務連絡会（千病） 

� 千葉病院研修会（千病）

10（火）�学校保健安全管理委員会
 

� 歯科衛生士専門学校　臨床実習委員会
 

� 購買委員会（市病）
 

� 感染予防対策チーム委員会（水病）


11（水）�救急委員会（市病）
 

� ICU運営委員会（市病）
 

� CPC（市病）
 

� リスクマネージメント部会（水病）


12（木）�内部監査〔一般監査〕（～ 13日）（市病）
 

� 手術室運営委員会（市病）
 

� 内視鏡室委員会（市病）
 

� 医科研修管理委員会（市病）


13（金）�歯科衛生士専門学校　3年生修学旅行
 

� （～ 14日）
 

� 教職員インフルエンザワクチン接種日�
 
� （千病）
 

� 業務改善委員会（市病）


14（土）�推薦入学選考（帰国子女・留学生特別選�
 
� 抜、編入学A、学士等特別選抜A）［於:水�
 
� 道橋校舎本館］


16（月）�臨床教育委員会
 

� ［環境清掃日］
 

� ［危険物・危険薬品廃棄処理日］
 

� NSTカンファレンス（市病）
 

� 医療安全管理委員会（市病）


17（火）�臨床教授連絡会（12:00）
 

� 講座主任教授会（推薦、帰国・留学生
 

� 選抜、編入学A、学士等選抜A　合格判�
 
� 定を含む）
 

� 人事委員会
 

� 教職員インフルエンザ予防接種2日目
 

� 学生部（課）事務連絡会
 

� 教職員インフルエンザワクチン接種日�
 
� （千病）
 

� 地域連携委員会（市病）


18（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［於:水道橋校舎］
 

� 教職員インフルエンザワクチン接種日�
 
� （千病）
 

� 輸血療法委員会（市病）
 

� 褥瘡対策委員会（市病）
 

� 衛生委員会（市病）


19（木）�部長会（市病）
 

� 医療ガス安全管理委員会（部長会終了後）�
 
10（火）�願書受付締切（推薦、帰国・留学生選抜、� � （市病） 

� 編入学A、学士等選抜A） � 診療録指導委員会（水病）
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19（木）�医療安全委員会（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）
20（金）�大学院入学試験（Ⅰ期）願書受付締切 

� 国際交流部運営委員会 

� ［機器等安全自主点検日］
21（土）�市川市との応急医療救護活動訓練（市病） 

� 患者サロン（市病）
24（火）�教養科目協議会 

� 医療サービスに関する検討会（千病） 

� さいかち坂校舎自衛消防訓練 

� 診療記録・情報システム管理委員会（市病） 

� クリニカルパス委員会（市病）
25（水）�法人理事会 

� 糖尿病教室（市病） 

� 糖尿病教室カンファレンス（市病） 

� 水病業務連絡会（水病） 

� 水病データ管理者会議・医局長会・診療� 
� 録管理委員会（水病）
26（木）� 1 ～ 4年生振替授業（月曜日分） 

� 5年生全体集合日

26（木）�倫理審査委員会・利益相反委員会 

� 図書委員会 

� 歯学教育認証評価トライアル調査 

� （～ 27日） 

� 管理診療委員会（市病） 

� 水病教職員研修会（水病）
27（金）�衛生委員会 

� 情報システム管理委員会
28（土）�修学指導関係者・父兄個別面談会（1～ 5� 
� 学年）
30（月）�第149回歯科医学教育セミナー 

� 千葉市保健所立入検査（千病）
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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11月現在）　　

編集後記
　2015年・秋。 水道橋校舎新館。 ガラスドアが開く。 目の前の壁面を埋め尽くす色とりどりの
写真の波。 一瞬、どこかに紛れ込んだのかと軽い目眩を感じる。 目を細めると確かに浮かび上がる
TDCのトリコロール。 誰が仕掛けたイリュージョン？ 小さな写真の中には、学生たちのはじける笑
顔やおどけたポーズが切り取られ、時間が止まる。 126期の仲間達の意志が集まり、かたちづくられ
たフォトモザイクアート。思いが詰まった写真は1個のピクセル・色情報となり、鮮やかなグラデー
ションが一枚の風景となる。 第47回東歯祭・フェスティバル2015。

　血脇記念ホールの舞台の上。 スポットライトのなかで、客席の仲間達に、あなたは何を伝えるの？
閉塞感を打ち破るかのように、叫び、踊り、歌い、演技しながら、いつもとは違う自分自身を表現し
ようと、踠く。 心の深くにある叫び? 私は何? 舞台の上でのパフォーマンスはひとつのカミングアウ
ト。
　つくり笑いで飾ったクローゼットの扉を開けて、ほんとうの自分が、少しだけ顔を出す。Shout！
　ありのままの自分らしくあれ！と。

（広報・公開講座部長：橋本貞充）

Big Band Jazz部、演劇部そしてダンス部のメンバー達。
いくつもの個性がぶつかりあって新しい何かが生まれる瞬間。

一度きりの大切な ”今”という時間。


