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	 年頭にあたって
学校法人東京歯科大学
理事長　水野嘉夫

皆様、あけましておめでとうございます。今年、東京歯科大学では、本館西棟の完成、水道橋病院エ
ントランスの改修工事完了、そして夏に向けて東京歯科大学短期大学歯科衛生学科の設置認可を控えて
おります。そしてまた、市川総合病院の地域支援病院の申請、地域包括ケア等々の問題、千葉校舎の土
地などの問題が山積しております。そのため、今年はかなり厳しい年になると思っております。ただ、
今申し上げました始めの 3つは、現在粛々と進行中であり、時期を見れば完了するものと思いますが、
市川総合病院、そして千葉校舎の問題は、これから厳粛に、そして冷静に、なおかつ大きな決断力を持っ
て進めていきたいと思っております。
これからの問題として、この水道橋校舎に大学が移転したことで起きた事象についてもハード面、ソ
フト面において充実した年にしたいと考えております。そして、これからの東京歯科大学を考えた場合
に、皆様も思っていらっしゃると思いますが、東京歯科大学というのは、歯科界の雄でありますし、歯
科界を先導していく大学であります。その東京歯科大学に奉職しているということに胸を張って、大き
く主張していただきたいと思っております。そして、これから水道橋病院の充実はもちろんのこと、前
述したとおり市川総合病院と千葉病院に関して非常に難しい問題がありますが、ある程度の目処をもっ
て取り組んでいきたいと考えております。
これからこの伝統ある東京歯科大学と医療界の先導者となるために、皆様から是非ご協力を頂いて、
皆様に胸を張って「東京歯科大学に奉職している」という気持ちを持っていただきたいと思っておりま
す。私も、理事長に就任してまだ 1年半でございますが、 30数年の東京歯科大学との関係もありますの
で、やはり、今こそ東京歯科大学のために、今年も学長とともに東京歯科大学がより良い方向に向かう
ように一所懸命努力して参ります。
新しい年を迎え、皆様方それぞれ思うところがあるかと思いますが、本年が皆様にとってより幸せな
年となりますことを祈念いたしまして年頭の挨拶とさせていただきます。
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	 年頭にあたって
東京歯科大学
学長　井出吉信

皆様、あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、穏やかな新年を迎えられたことと
思います。
水道橋への大学移転事業計画発足から 10年程を経まして、ようやく大学移転事業がほぼ完成する年
になります。ただ、建物や内部の施設が完成していれば良いというものではなく、これから益々の超高
齢化社会に向けての歯学教育・診療を充実させなくてはならないと考えております。建物だけではなく、
中身が伴って初めて、きちんとした移転が完了したと言えます。他の企業と違い、大学には様々な職種
の方がおりますので、まさしくチームとして一丸となり取り組んでいただきたいと思っております。
また、教育・研究におきましても、私が学長となってから常々申し上げておりますが、皆様には、必
ず自分の後継者を育てる、ということを意識していただきたいと思っております。まもなく定年を迎え
られる教員がいる講座や職員がいる課もありますが、その際に慌てずに上手く引き継ぎができる体制を
作っていただけるよう、ぜひお願いしたいと思います。今日は水道橋キャンパスでお話していますが、
市川総合病院、千葉校舎におきましても、それぞれの構成員が「自分の部署を今後どうするのか、いか
に良くするのか」について上からの指示を待つのではなく、自ら考え意識していただきたいと思います。
　本学は単科大学ですので、経営的にも難しい面があるということは承知しておりますが、皆様ひとり
ひとりがこの職場を、今後の東京歯科大学をいかに良くしていくのかを考えていただけるようお願いを
しまして、年頭の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。



 

（4） 第276号 平成28年1月30日発行東 京 歯 科 大 学 広 報

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

学内ニュース

■水道橋校舎本館西棟建設工事進捗状況

■入試ガイダンス開催
東京歯科大学への入学を希望する受験生を対象
とした入試ガイダンスが、平成 27年 12月 19日（土）
午後 2時より、水道橋校舎本館 13階において開催
された。
受験生や保護者の方々に対し、本学の教育理念
やカリキュラム、国家試験合格状況、学生生活、
クラブ活動、卒後進路状況、平成 28年度入学試
験の概要等について説明を行った。また、入試科
目のポイント説明ということで、数学と英語の一
般入試問題の解説を行った。
毎回異なる模擬授業では、組織・発生学講座の
山本 仁教授による「お口の中の、上手に噛んで、
飲み込むための構造」と題した授業が行われた。
授業内容は受験生にもわかりやすい内容で構成さ
れており、参加者の方々は大変熱心に聞き入って
いた。

そして、希望者による見学がさいかち坂校舎と
水道橋校舎新館、水道橋病院で行われ、最後に希
望者を対象に教務部・学生部の教職員との個別相
談を実施した。当日は大勢の方の参加があり、大
盛況なガイダンスとなった。

■平成 27年仕事納め（水道橋校舎、市川総合病
院、千葉校舎）
平成 27年 12月 28日（月）、水道橋校舎、市川総
合病院、千葉校舎において、平成 27年仕事納め
の会が開催された。
水道橋校舎では、午後 6時 15分より水道橋校舎
本館大会議室において、平成 27年仕事納めの会
が開催された。会場には教職員、大学院生、臨床
研修歯科医等が多数集まり、満場となった。
狩野龍二大学庶務課長の司会のもと水野嘉夫理事
長より挨拶をいただき、つづいて井出吉信学長が
挨拶を述べられた。一戸達也副学長の乾杯のご発
声で始まった会は、終始賑やかな雰囲気のなか進
み、矢島安朝水道橋病院長の中締めにより締めく
くられた。
市川総合病院では、午後 6時 15分より講堂にお
いて平成  27年仕事納めの挨拶が行われた。
小林友忠市川総合病院事務部長補佐の司会のも
と、石井拓男副学長、西田次郎市川総合病院長よ
り一年を締めくくる挨拶が述べられた。
千葉校舎では、午後 1時より千葉校舎厚生棟食

￼ 西側の外装（平成 28年 1月 21日（木）撮影） TDCビル側の外装（平成28年1月21日（木）撮影）

入学試験の概要について説明を行う船山雅史教務係長
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堂において、平成 27年仕事納めの会が開催され
た。会場には教職員、大学院生、臨床専門専修科
生等が多数集まり、浦田知明千葉病院総務課長の
司会のもと、井出学長、井上 孝千葉病院長より
一年を締めくくる挨拶があった。引き続き、
柴原孝彦千葉病院副病院長のご発声により、一同
乾杯、今年一年の労を互いにねぎらった。

■平成 28年仕事始め（水道橋校舎、市川総合
病院、千葉校舎）
平成 28年 1月 5日（火）、水道橋校舎、市川総合
病院、千葉校舎において、平成 28年仕事始めの
会が開催された。
水道橋校舎では、午前 8時 45分より水道橋校舎
新館血脇記念ホールにおいて教職員、大学院生並
びに臨床研修歯科医等が出席し、狩野龍二大学庶
務課長の司会のもと、水野嘉夫理事長と、井出吉信
学長より年頭の挨拶が行われた。
市川総合病院では、午後 5時より講堂において、
平成 28年仕事始めの挨拶が行われた。小林友忠
市川総合病院事務部長補佐の司会のもと、石井拓男
副学長、西田次郎市川総合病院長より、教職員に
対して年頭の挨拶が行われ、市川総合病院の一年
の幕開けになった。
千葉校舎では、午後 6時より千葉校舎歯科臨床
研修医室において、平成 28年仕事始めの会が開
催された。教職員、大学院生、臨床専門専修科生
等が多数出席し、菅沼弘春千葉病院事務部長の司
会のもと、一戸達也副学長、井上 孝千葉病院長
から年頭の挨拶が行われた。

挨拶をする水野理事長

挨拶をする井出学長

挨拶をする西田市川総合病院長

挨拶をする井上千葉病院長

千葉校舎で挨拶をする井出学長



 

（6） 第276号 東 京 歯 科 大 学 広 報  平成28年1月30日発行

■平成27年度第8回水道橋病院教職員研修会開催
平成28年1月28日（木）午後6時より、水道橋校
舎本館第 1講義室において、平成 27年度第 8回水
道橋病院教職員研修会が開催された。
今回は、「医療情報の基本的な取り扱いについ
て」というテーマに基づき、2人の講師による講
演が行われた。まず、「処方箋の記載について」と
して、水道橋病院医薬品安全管理責任者である口
腔顎顔面外科学講座の渡邊 章講師による講演が
行われた。渡邊講師の講演は、医薬品に関する業
務の適正な実施について確認した結果の説明、医
薬品に関するヒヤリハット事例を説明したのに続
いて、処方箋の記載について説明があった。処方
箋については、記載内容の疑義事例を説明し、薬
の処方において注意すべき点について説明があっ
た。

続いて、「医用画像の取り扱いについて」として
水道橋病院放射線科の相澤光博主任診療放射線技
師による講演が行われた。相澤主任診療放射線技
師の講演は、個人情報の流出、特に医療機関が扱
う患者情報が漏洩することの危険性をあげ、それ
を踏まえて医療情報の取り扱いについて説明が
あった。まず、医療情報の取り扱いの基本として
情報漏洩の対策について端末操作の心構えから説
明があった。次に当院における画像データの申請
方法等の具体的な内容について細部にわたって説
明があり、最後に自覚を持って医用画像を取り扱
うことを促した。
今回の研修会は、いずれの講演も日常的に取り
扱う医療情報の基本的な考え方について認識を促
すもので、教職員それぞれにとって大変興味深く
有意義なものであった。

講演する渡邊講師 講演する相澤主任診療放射線技師
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大学院ニュース
■大学院入学試験（Ⅰ期）実施
平成27年12月 5日（土）午前9時30分より、水
道橋校舎新館第2講義室において、平成28年度大
学院入学試験（Ⅰ期）が実施され、外国語（英語）試
験および志望講座における主科目試験・面接が行
われた。また、同日にがんプロフェッショナル養
成基盤推進プラン、社会人特別選抜の試験も行わ
れた。本年度は、志願者30名（一般24名、がんプ
ロフェッショナル養成基盤推進プラン 2名、社会
人特別選抜4名）が受験し、12月 11日（金）正午に
合格者の発表が行われた。なお、大学院入学試験
（Ⅱ期）は平成28年3月5日（土）に実施される予定
である。

■第395回大学院セミナー開催
平成27年12月 9日（水）午後6時30分より、千
葉校舎歯科臨床研修医室において、第395回大学
院セミナーが開催された。今回は千葉大学国際教
育センター特任助教の小林聡子先生をお招きし
て、「交差する『グローバル』－千葉大学国際教育
センターの取り組みと今後の展望－」と題して講
演いただいた。
グローバル、という言葉からは心躍る未来的な
創造が膨らむ一方で、日本人の英語下手や若者の
留学離れなどの閉塞感に襲われたりもする。そん
なもやもやを一掃する話、あるいは何らかの手が
かりを得るために、本学が大学院生に提供してい
るプログラムの一つである、元鹿児島大学教授の
井手祐二先生が主宰するUS Japan Forumでの出
会いがご縁で今回の講演が実現した。
今回のセミナーでは、スーパーグローバル大学
に選出されている千葉大学の話はもちろんのこ
と、小林先生がトータル 13年もの米国滞在中に
学生から教員となったそのタフな経歴の中の問題
解決能力、すなわち精神力の強さを垣間みること
が出来た。講演の後に質疑応答がなされ、参加者
から発音の学び方について質問があり、小林先生
の答えは明快で、若い頃にカーペンターズの  

“Yesterday Once More”を全部そらで覚えたこと
がきっかけとのことであった。歯科とは特に関係
のない教育学や民俗学を中心とした内容にも関わ
らず、多くの大学院生が興味を持って講演に聴き

入っており、また活発な質疑応答がなされ大変有
意義なセミナーとなった。

講演される小林先生

■第396回大学院セミナー開催
平成 28年 1月 18日（月）午後 6時30分より、水
道橋校舎本館大会議室において、第 396回大学院
セミナーが開催された。今回は市川総合病院呼吸
器内科教授の寺嶋 毅先生をお招きして、「口腔内
疾患 /病態と呼吸器疾患との関連」と題して講演
いただいた。
先生は気管支喘息との関連というサブタイトル
で以下のように説明された。安静時の鼻呼吸では
鼻腔内を通過する過程で十分に加湿、加温され
る。しかし、口呼吸では乾燥した低温の空気が直
接気道に入り込み、その空気を肺胞に至るまでに
加湿、加温する必要性がでてくる。その過程で通
常よりもより末梢の気道において冷却、脱水が生
じる。気道上皮表面を覆っている粘液の浸透圧の
上昇が刺激となって肥満細胞からプロスタグラン
ジン  D2、ロイコトリエンなどの炎症性メディ
エーターが遊離され、気道平滑筋の収縮をきた
す。低温、乾燥環境での激しい運動に伴い口呼吸
を伴うと運動誘発性喘息をきたすことが知られて
いるが、さらに、鼻腔でのフィルター作用が働か
なくなるため、口呼吸ではアレルギー物質や大気
汚染物質中の微粒子が気道内に沈着しやすくなっ
て口呼吸は気管支喘息の誘因になる可能性が示唆
されると解説された。
また、歯周病と慢性閉塞性肺疾患（COPD）がと
もに喫煙などを危険因子とし全身に影響を及ぼす
慢性炎症性疾患であるが、相互の進行の関与はま
だ明らかにされておらず、今後の研究の発展性に
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も触れられた。市川総合病院という総合病院を擁
する本学における特色の拡充が益々期待される分
野であることが強く印象付けられた。

講演する寺嶋教授

■第 34回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会で口
腔顎顔面外科学講座の関川翔一大学院生が優秀ポ
スター発表賞を受賞
平成 28年 1月 21日（木）と 22日（金）に横浜市開
港記念会館で行われた第 34回日本口腔腫瘍学会
総会・学術大会において、口腔顎顔面外科学講座
の関川翔一大学院生が優秀ポスター発表賞を受賞
した。今回は「口腔扁平上皮癌における Bikunin
併用療法の抗腫瘍効果」と題した示説発表を行っ
た。 Bikuninは強力な抗炎症作用を有するタンパ
ク質で、急性膵炎や急性循環不全、切迫早産に適
応のある薬剤である。口腔扁平上皮癌由来細胞株
のプロテオーム解析により、口腔扁平上皮癌由来
細胞において Bikunin前駆体が高頻度に発現低下
を示すことを同定した。各種がんでも前駆体の発
現異常が報告されており、卵巣癌では抗転移薬と
して臨床応用が開始されている。今回、口腔扁平
上皮癌の培養細胞に Bikuninを投与することによ
り抗腫瘍効果を示すことを同定し報告した。ま
た、各種抗がん薬・分子標的治療薬と Bikuninの

併用投与を行うと、上乗せ効果があることを発見
した。多くの参加者の興味を集め、多岐にわたる
質問が行われた。 Bikuninはすでに医薬品として
使用されている薬剤であり、その安全性は検証済
みである。このため本研究はドラッグリポジショ
ニングとしての性格を有しており、 Bikuninは早
期に口腔がん治療へ臨床応用が可能と考えられ
る。今後は、臨床試験への発展を目指す。
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国際交流部ニュース
■延世大学歯学部Hee-Jin Kim教授による講義
開催
平成27年12月 8日（火）にさいかち坂校舎第1講
義室において、姉妹校である韓国の延世大学歯学
部解剖学講座Hee-Jin Kim教授による解剖学の講
義が第 2学年に対し英語によって行われた。第 2
学年は前期に筋学を終了しており、その延長とし
て臨床との結びつきに焦点をあてた表情筋および
咀嚼筋に関する講義であった。講義タイトルを

講義終了後の学生との記念撮影

講義中のKim教授

長期海外出張報告
■臨床検査病理学講座　助教　國分 克寿
このたび、平成 26年 4月 1日から平成 27年 12
月 31日までの期間、米国マサチューセッツ州ボ
ストンにある Harvard Medical School、Dana-
Farber Cancer Institute（DFCI）にResearch
Fellowとして研究活動を行う機会を与えていた
だきましたので、その概要を報告させていただき
ます。
私の出張場所であるボストンは過ごしやすい気
候で、海も山もあり、街中は緑が多くヨーロッパ
の雰囲気が漂う美しい街並が残っており、市内を
散歩するだけでも非常に気持ちのよい場所でし
た。また野球（Red Sox）をはじめとするスポーツ
観戦、ボストン交響楽団、バレエ、美術館など文
化的にも充実した街でした。
私の所属先は、Medical Oncologyという部門
のDr. Irene M. Ghobrialの研究室で、ポスドクお
よび大学院生、インターン学生を含めて約 15名
の研究者がおり、Multiple myelomaとWalden-

「Cosmetic Anatomy」として、“審美”という歯科
医療の 1つの方向性も加味し、講義に少しでも興
味を持ってもらえるように工夫していただいた。
Kim教授は、本学と延世大学の学生交流の1期
生であることから、講義の中で両校の交流の歴史
についても触れ、学生は講義終了後、その点につ
いても質問していた。
（記・阿部伸一（国際交流部長、解剖学講座･教授））

ström Macroglobulinemiaの臨床ならびに基礎研
究を中心に行っている研究室でした。私は主に
Myelomaが放出する exosomeに焦点を当て、細
胞株ならびに患者検体を用いた機能解析、診断へ
の応用に関する研究を行ってきました。がん細胞
由来の exosomeは、がん患者の血中から単離で
き、腫瘍由来の物質を含んでいることから、近年、
疾患のバイオマーカーとして注目されています。
私はそのexosome内に dsDNAが存在していると
仮説を立て、exosome内の dsDNAの解析を
FACS、Bioanalyzer、透過型電子顕微鏡、次世代
シークエンサー等を用い行い、細胞株ならびに患
者検体で証明しました。
DFCIはHarvard Medical Schoolに統合されて
いる施設で、成人および小児のがんに対する治
療、研究が主に行われており、疾患の予防に関す
る公衆衛生的なプログラムも提供されています。
DFCI は  Massachusetts  General  Hospital
（MGH）、Brigham  and  Women’  s  Hospital
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（BWH）、Boston Children’s Hospitalとの連携に
より、数多くの患者の治療、大規模な基礎および
臨床研究が可能になっております。この施設のあ
る地区は Longwood Medical Areaとよばれてお
り、M GH以外の上記の病院に加え、B eth Israel 
Deaconess Medical Center、 Joslin Diabetic
Centerが隣接し、地域全体が一つの医療施設の
ようになっています。そのためか、手術衣や白衣
のまま、通りを歩いたり電車に乗ったりする人を
多く見かけました。研究面では分業化が進み、研
究者は自分の仕事に専念できるよう配慮されてい
ました。具体的には Core Facilityとよばれる施
設が充実し、研究効率の向上に貢献していました。
ここには DNA sequence解析、 FACS、病理組織、
生物統計解析などの部門があり、各コアには有料
で検体の処理、資料の解析を依頼することがで
き、研究を始める前にコンサルトすることもでき
ます。また、臨床部門と研究室との連携が非常に
良く、研究室は臨床検体や新薬を容易に入手する
ことができ、これらを使って研究室で得られた結
果を臨床に還元できるようなシステムも構築され
ていました。マサチューセッツ州には、大学、病

院、バイオ系企業の研究室が数多くあり、研究の
層も厚く世界の最先端の研究が行われており大変
恵まれた環境ではありますが、研究室同士や研究
者同士の間には厳しい競争があり、多様な人々が
関わることによってシステムが効率よく機能しな
い面もみられました。
日常生活においては、研究のことだけでなく、
食事や生活習慣、人間関係、住居、お金、医療シ
ステムのことなど、日本とは全く異なるため苦労
することも多々あり、日本の良い面や悪い面を含
め多くのことを考えさせられました。研究面や日
常生活面などの多くの経験を通じ、海外から日本
を見つめる機会としてもこの長期海外出張は非常
に有意義な時間であると感じました。
最後にこのような機会を与えていただきましたこ

とを、関係各位ならびに井出吉信学長、阿部伸一
国際交流部長、井上 孝講座主任教授に厚く御礼
申し上げます。また、出張中すべての面で力添え
をいただきました臨床検査病理学講座の皆様に重
ねて御礼申し上げます。この出張で得た貴重な経
験を本学での活動に役立てることができるよう、
努めてまいりたいと考えております。

Dr.￼Ghobrial（右）とともに研究室にて。 Dr.￼ Ghobrialの自宅で開かれた BBQパーティーの際の
ラボメンバーとその家族。
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◇◆◇ 2015年回想＆ 2016年抱負 ◇◆◇

◆石毛 恵（千葉病院医事課　係長）
2015年は係長としての緊張感と責任感と重圧
感といろいろなプレッシャーで、食事ものどに通
らないのでは？激やせしてしまうのでは？白髪な
ど出てきてしまうのでは？などなどいろいろ心配
と不安でいっぱいでしたが、課長をはじめ、千葉
病院の人達に助けられ、なんとか1年乗り切れる
ことが出来そうです。
今年もいろいろな人達に助けられ、私自身も周
りの人達を助けながら仕事に取り組み、2015年
よりは自分の時間も持てるように努力していこう
と思います。
今年は温泉など行って、まったりしたいものです。

◆大平真理子（口腔健康科学講座摂食嚥下リハビ
リテーション研究室　レジデント）
2015年 4月、私は千葉病院から水道橋病院に異
動し、所属先の名称も口腔健康科学講座摂食嚥下
リハビリテーション研究室に変わりました。
千葉病院では、ケアマネジャーや地域の先生か
らのご依頼を多くいただき、住み慣れたご自宅
で、患者様とご家族様と向き合い、安全に快適に
お食事ができるよう診療してきました。ここ水道
橋病院では、施設や病院からのご依頼を多くいた
だいています。医師や看護師・施設スタッフ、栄
養士と多職種で連携をとりながら診療にあたって
います。
東京と千葉では色々なことが少しずつ違い戸惑
うことも多い 1年でしたが、1年かけて整えてき
た診療システムで、本年も嚥下リハビリに関わっ
ていけたらと思っています。

◆木川正博（市川総合病院事務部　参与）
私も、昨年は 2年目を迎え医療現場を取り巻く
環境にもようやく慣れた年でした。院内で働く医
師、看護師及び他職種の方々の仕事の内容にも触
れ、その忙しさが身に染みた年でもありました。
また、医療安全が叫ばれて久しいですが医療事故
調査制度に関する講演会や院内暴力・クレーム対
策などについて数回の講演会を行い、医療安全に
関する意識の向上に寄与させていただきました。

さて、「心を失うな」という言葉があります。
「忘」という字は面白い。心がないのである。もう
ひとつ心が無くなる状態を表している字に「忙」が
あります。ああ忙しい、困った困ったと言ってい
るようなときは、こころがどこかへ行ってしまっ
たときです。忙しさにとらわれ自分を見失ってい
るのであります。～こころして心を失うなかれ～
ある中学生の標語に、あいさつの行き交う街に
犯罪なし !!

　　　あ　あかるく


　　　い　いつも


　　　さ　さきに


　　　つ　つづけて


とありました。今年も院内における挨拶の励行に、
こころして心掛けてまいりたいと思います。

◆北澤義明（口腔科学研究センター）
50歳を過ぎたころ、自分に価値が無いことに
気が付き、毎日がとても過ごしやすくなりまし
た。まず、怒ることが激減しました。怒るってと
てもエネルギーがいることです。
自分の価値は自分自身が思うところではなく、
自分とかかわる人達が思うものであり、感じてい
るもの。
昨年の後半に体調を崩し、長期の休養を余儀な
くされました。数カ月ぶりに復帰した職場におい
て、「とても心配していました」「復活おめでとう
ございます」「待っていました」などのもったいな
いお言葉を頂き、また、僕の顔を見るなり涙を流
してくれる方もいました。
どうやら、僕には価値があるようです。心より、
心より感謝。
座右の銘2016　「率先、実践、当千」

◆小泉ちあき（老年歯科補綴学講座　レジデント）
講座に入局して早 5年が経ちました。思い起こ
せばあっという間の 5年間だった気が致します。
2015年がこれまでの 4年間と大きく違ったのは、
3月に大学院を卒業し、4月からレジデントとし
て主に臨床に携わったということでしょうか。
また、3月にはこれまでお世話になった先輩や
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先生との別離があり空虚な気持ちになったことも
ありましたが、月夜も十五日、闇夜も十五日と言
います通り4月からは後輩の指導を行う機会が増
えたことで、寂しさ転じて忙しくも充実した 1年
となりました。
2016年は面壁九年を目標に日々自己研鑽して
参ります。

◆腰原輝純（クラウンブリッジ補綴学講座　助教）
私にとって2015年は大きな変化（当たり）の年
でありました。4月から 10年勤めてきた千葉から
水道橋に異動になりました。千葉ではお昼も食べ
ずに診療してきたので体重は増えずに済みました
が、水道橋に来て目の前に食べ物屋さんがある環
境で 10㎏以上増えました。診療以外にも事務作
業、学生や大学院と接する時間が長くなり、去年
の古池先生の抱負を彷彿させる出来事もありまし
た。体重が増えるのは楽しんでいるのと運動して
いない証かなと思っております。
また、酸っぱくなった乳酸飲料を飲んで1週間
近く下痢になったり、信号無視の車にぶつけられ
たりと、プライベートも充実した当たり年になり
ました。
私の今年の抱負は 4月以降も大学にいること、
運動することと、去年以上に良い意味で当たる年
にしていこうと思います。論文間に合うかな…。

◆齋藤暁子（生化学講座　助手）
昨年は教育、研究に邁進した一年でした。教育
では実習の責任者を担当させていただき、教える
こと、理解してもらうことの難しさを感じまし
た。また研究では、他講座との共同研究のもと、
疾患患者から作製した iPS細胞を用いた研究を進
めてきました。幸せなことに最先端の研究をさせ
ていただいているわけですが、私自身未熟なこと
もあり、得られた実験データをどのように解釈
し、筋道だった結論を導き出せばよいのか、これ
にいつも四苦八苦しています。教育と研究の両立
は本当に大変です。どちらもバランスよくこなし
ていけるようになるためには、相当の知識、経験
を重ねる必要がありますが、継続は力なりと信じ
て頑張っていきたいと思います。

◆齋藤寛一（市川総合病院オーラルメディシン・
口腔外科学講座　レジデント）
2015年は様々な変化のあった年でした。4月に
は住み慣れた土地から新たな土地へ引越しをし、
5月までは、千葉病院の口腔外科でレジデントと
して、臨床に携わってまいりました。その後は、
口腔がんセンターに異動し、口腔がん治療に携
わっております。場所も違えば勝手も違い不安も
ありましたが、新しい土地で新しいことを行って
いく喜び、好奇心の方が強かったように思いま
す。また、12月には子供を授かり、父親になり
ました。
2016年は地に足をつけて、がむしゃらに歩ん
できた道の地盤固めをしていく年にしたいと思い
ます。目の前にある仕事を地道にコツコツこな
し、自分のすべきことを地味に行っていきたいと
思います。また、子の親としての自覚もまだまだ
至らないかぎりですが、家族を大切にし、父親と
しての責任を果たせるよう前に進んでいきたいと
思います。

◆篠塚侑佳里（水道橋病院庶務課）
入職して 10カ月が経ちました。3部署での研修
を経て 7月より水道橋病院庶務課に配属となりま
した。
2015年は長い学生生活を終え社会人になると
同時に一人暮らしを始めた節目の年でありまし
た。業務では大きな不安を抱えていましたが、周
囲の方々に支えられ徐々に慣れていくことができ
ました。感謝してもし尽くせません。
もうすぐ社会人2年目を迎えようとしています。
仕事では、業務を任せて安心と思っていただける
ように精進していきたいと思います。また昨年は
環境の変化が大きく時間を有効に使えていなかっ
たので、空いている時間を上手く利用して趣味の
充実を図りたいと思います。

◆杉山元一（大学事務局教務課）
光陰矢のごとし。2015年はあっという間に過
ぎ去っていき、2016年がやってこようとしてお
ります。
入職したと思っていたら、いつの間にか 2016
年になろうとしており、自分はこの 1年間で変わ
ることはできたのかと考えさせられます。2016
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年は 2015年より仕事に慣れていき、落ち着いて
仕事に取り組み、今年より成長して貢献できるよ
うに頑張ってまいります。
また 2016年は体調管理にも気を付け、この 1年
で大増量した体重もなんとかして健康的な人間に
なろうと来年のことを言えば鬼が笑うと言います
が、笑われないように努めていきたいです。 2016
年の抱負は何事にもアグレッシブに取り組み、
日々変わっていき、変化の 1年としていくことです。
本年もよろしくお願いいたします。

◆武内聡佳（歯学部　第 3学年）
私の 2015年の目標は、「積極的になる」でした。
私は今までなかなか一歩を踏み出せませんでした
が、少しでも積極的に行動したら、多くの人に出
会い、話す事で視野が広がりました。人との出会
いって素敵だなと感じた 1年でした。また、非常
に変化を感じた 1年でした。私はバドミントン部
に所属していますが、昨年のデンタルでは東京歯
科大学が主管となり、先輩と共に運営に参加し、
多忙ながら無事に成功させた事に感動しました。
その後、先輩が引退し私の学年が幹部となりまし
たが、先輩方の活躍に恥じないよう努力していき
たいです。さらに、臨床科目の開始は、歯科医師
となる一歩を歩みだしたと感じ、試験や実習は大
変ながら、やりがいを感じる 1年でした。ワーク
スタディは、昨年からやらせて頂きましたが、図
書館に多くの貴重な本がある事を知り、本を読み
勉強する機会も増えました。
2016年の目標は、引き続き「何事にも積極的に
なる」です。まだまだ消極的で、折角の機会を逃
していると思い、初めての事にも勇気を持って挑
戦し、人間として成長していきたいです。

◆武田峰子（市川総合病院看護部　副看護部長）
2015年は、病院機能評価更新受審に向けて取
り組んだ 1年となりました。新しいバージョン
3rdG.Ver1.1での受審は、菅副病院長を委員長と
するコアメンバーが中心となり、全職種が協力
し、一致団結したことで無事終えることができた
と思います。受審により、職域を超えて沢山の方
と関われたことは、私にとって多くの学びとなり
ました。そして、改善点も明確になったと思いま
す。受審を「ゴール」とせず、今年も継続的に質改

善に取り組み、今まで以上に患者さまの「満足度
が向上」するように、努力を重ねていきたいと思
います。また、全職員が「やりがい」を持って働
き続けられるよう、他職種とのコミュニケーショ
ンを円滑に行い、環境を整えていけるように役割
を担っていきたいと考えます。

◆田苗秀城（法人事務局経理部）
2015年 4月に入職し、あっという間に 9 ヶ月が
過ぎました。 2015年を振り返ると、自分の環境
の変化が真っ先に思い起こされます。社会人とし
て働き始め、これまでと違う時間の使い方に戸惑
うこともありましたが、ようやく馴染んでこられ
たかなと思います。そんな中で私が感じたことの
ひとつに人に恵まれたということがあります。
3ヶ月間の研修のときも 7月から経理部の配属に
なってからも、周囲の皆さんに温かく接していた
だき、入職前に抱いていた働くことへの不安が和
らぎました。本当にありがとうございます。
個人的なこととしては、なるべく活字に触れる
機会を増やそうとした 1年だったのですが、中々
思うようにいかず、そのとき気になった本や文書
を散発的に読むだけで終わってしまいました。こ
れは 2016年の自分への課題として引き続き取り
組みたいと思います。
入職 2年目となる今年は、昨年より少しでも視
野を広げられる 1年にしたいと思います。目の前
の仕事でいっぱいいっぱいになることもあると思
いますが、全体感を持って仕事に取り組むことが
できるように努力していきたいと考えています。

◆徳山 緑（歯科衛生士専門学校　2年生）
昨年の 10月から始まった千葉病院での臨床実
習が、 4 ヶ月目となりました。各科の実習は短い
期間にたくさんのことを学ばなければならなく、
不安と焦る気持ちでいっぱいでした。臨床実習を
有意義に過ごすため、注意していただいたことに
対し真摯に向き合い、改善点を次の日の実習に活
かし、後悔のないように取り組んでいます。
4月からはⅡ期の実習が始まるため、班の仲間
とⅠ期の復習をしていきたいと考えます。そして
歯科治療に不安や恐怖を抱えている患者へ、歯科
衛生士としてそれらを取り除けるよう共感的態度
を持ち、コミュニケーション能力を向上させてい
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きたいです。また、臨床実習だけでなく、就職・
卒業研究・国家試験など、この年にできる貴重な
経験の大切さを噛み締め、過ごしていきたいと思
います。

◆中川大一郎（内部監査室　副室長）
2015年は厄年ではないにも関わらず、いろい
ろと健康について考えさせられる 1年でした。
まず、年明け早々の健康診断で引っかかってし
まい、精密検査を繰り返し受けることとなりまし
た。幸い異常はなかったものの、健康に気をつけ
なければ、と改めて思いました。
また、 4月には運動中に足をケガしてしまい、

人生初の入院・手術を経験し、完治まで 7 ヵ月半
かかりました。一時的ではありましたが、普段当
たり前にできていたことができなくなってしま
い、やはり健康は大事だと強く思うようになりま
した。
これらの経験を教訓に、2016年の目標は「健康
第一に過ごすこと」としたいと思います。目標達
成のため、①健康的な食生活をする、②運動する
ときには無理をしない、の 2点を心掛けて健康維
持に努めます。

◆中島 優（歯学部　第 1学年）
去年、合格通知が届いたその日から、私はこの
大学に通えることがとても楽しみでした。大学生
活が始まれば、同学年の友人、同じさいかち坂校
舎の 2年生、部活の先輩・ OBなどたくさんの人
との出会いがありました。その人たちと出会えた
ことで、自分の将来を今まで以上に深く考えるこ
とができています。ここで出会う人たちから得ら
れるものは自分を高めていくために、とても大切
なものだと感じています。それにこのような環境
で生活できることはとても幸せなことだと思って
います。このことに感謝して今年も人との出会い
を大切にする年にしていきます。

◆中村恵子（パーシャルデンチャー補綴学講座　
助教）
2014年 4月より東京歯科大学にお世話になり、
早いもので 2年を迎えようとしております。その
時は、今年度より新規設立のパーシャルデン
チャー補綴学講座のスタッフになるとは、夢にも

思いませんでした。
2015年は、ありとあらゆることが私には初め
てのことで、とにかく必死に仕事に取り組んでま
いりました。役不足の感がだいぶ否めない私に、
諸先生方はじめスタッフの皆さんが温かいご支援
を下さいました。皆さんに支えられて今の自分が
あることに感謝を強く感じた一年でした。ただ、
上半期に自分の年齢を考えずに突っ走りすぎたツ
ケなのか、最近体調を崩してしまいました。です
ので、 2016年は公私とも時間の使い方に留意す
ることを抱負といたします。
今後ともよろしくお願いいたします。 

◆名川実里（大学事務局会計課）
大学会計課の名川と申します。入職して 3年目
になります。日々ご迷惑をおかけしております
が、周りの皆様が本当に温かく、感謝の絶えない
3年間でした。入職するまでは、文系一筋で「歯科」
に関する知識や情報もほとんどありませんでした
が、 3年間、東京歯科で生活しておりますと自然
と「歯」に関することに敏感になります。つい最近
も、日本が誇るご長寿お化け番組「笑点」にて座布
団係こと山田隆夫さんの言葉についつい耳が傾き
ました。
「ハチミツは歯の健康にとって大変重要な食べ
物なんですよ。はにいぃ。（ハニー・歯に良い）」
余計な事ばかり覚えてしまいます…。集中。集中。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

◆西川慶一（化学研究室　講師）
2015年 9月に教養の化学研究室に異動になりま
した。これまでとはまったくの畑違いで、まさに
○十の手習い状態です。幹部の先生方のご厚情に
より（どうせ使い物にならないとのご判断により、
が正確なところでしょうか）、 2015年度の授業は
免除されましたが、 2016年度からは少しずつ授
業を担当することになります。授業だけでなく、
早く教養の業務に慣れて、森田先生、加藤先生、
他の教養の先生方にご迷惑をお掛けしなくても済
むようにしたいと考えております。そして、 6年
生になって勉強法がわからないと嘆く学生をこれ
までに何人も見てきましたが、これからはそうい
う学生を一人でも多く減らすことを目標にしてい
きたいと思います。
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◆藤森崇美（歯学部　第 1学年）
去年の今頃はセンター試験や、それぞれの大学
の過去問を解いていたと思うと、 1年が過ぎるの
は早いものだと実感します。 4月に入学した頃は、
初めての一人暮らしに、慣れない大学生活など不
安も多く中々に大変な日々だったと思います。そ
れもその年の暮れにはすっかり慣れているという
のは、不思議な感覚です。また、私がやらせて頂
いているワークスタディも、だんだんと慣れてい
き、今では勉強時間や読書の時間として活用させ
て頂いてます。入学式の時には、花の大学生活が
始まると、ワクワクも多かったですが、東京歯科
大学は学生の本分が勉強である事をしっかりと思
い出させてくれました。来年は（予定通りならば）
二年生になり、実習も多くなり本格的に歯科とし
ての勉強も始まります。日々の小テストや定期試
験に戦々恐々としつつ、国家試験に向けての道を
しっかりと歩んでいきたいと思います。

◆森 瑞貴（歯学部　第 3学年）
2015年は 3年生になり、臨床科目・実習が多く
なりました。新しいことを学ぶのは新鮮で楽しい
のですが、臨床科目は理解するのが難しく、実習
では頭の中でやりたいことは決まっているのに思
うように手先が動かず、初めて自分は将来歯科医
師になれるのかと不安に感じてしまいました。
部活動では弓道部に所属しており、春夏秋と大
会の前には練習が増えるので、大会前は実習と部
活で体力の限界を試されているような気持ちにな
りました。ただ不思議なことに、部活が勉強の息
抜きになって精神的に辛くなるということは少な
かったような気がします。
今年で部活は引退するので悔いの残らないよう
に、勉強面では今まであまり考えずに丸暗記しが
ちでしたが、理解することを第一に勉強できるよ
うに充実した 1年にしたいと思います。 

◆安村敏彦（歯科矯正学講座　助教）
4年に一度のワールドカップと聞くとサッカー
を連想される方が多いと思いますが、私の場合は
ラグビーの事です。昨年イングランドで開催され
た大会での日本代表の活躍は記憶に焼き付き、多
くの勇気と感動をもらいました。ラグビーがまた

これで人気を取り戻して欲しいところです。と、
言うのも 2019年には日本で開催されます。その
時はメディカルサポート等でどこかの試合のサイ
ドラインにいたいなと思っていますが、いかんせ
ん專門分野が歯科矯正なのです。
それはともかく日本での開催頃には人気が定着
してくれると安心です。
安心といえば、同姓のお笑いタレントが人気を
博していました。学生時代であれば宴会芸として
はおいしいところですが、流石に 3年生の副主任
という立場にもなったので、振られても安売りは
できないぞと思っていました。しかし、意外と誰
も私をいじってこない。年も明け 1月の授業が再
開したころに学生に「履いてますか??」と言われ、
不覚にも「安心してください！履いて～」と答えて
しまいました。気が緩んでいたところをやられま
した。やっと副主任として学生とも打ち解けてき
たことにしようと思います。
今年も気を引き締め、きた仕事に直ぐに取りか
かる事を目標に教育・診療・研究に取り組んでい
きます。世の中がとにかく明るくなるように願っ
ています。

◆山本美紀（図書課）
千葉校舎図書課に配属されてから平成 28年 4月
で 3年目を迎えます。水道橋病院医事課・市川病
院医事課・千葉校舎と 3つの施設を勤務したこと
になりました。
千葉校舎図書館の蔵書冊数は、図書館内と体育
館にある第二書庫の図書や雑誌を合わせて 20万
冊です。第二書庫には 1990年以前の医科系の雑
誌があります。大学史料室には歴史的な貴重書・
貴重資料が保管されています。図書館用語には聞
きなれない言葉が多く、図書や雑誌の探し方・電
子ジャーナルの使い方・配置場所の確認など毎日
が勉強でしたが、研修会にも参加させていただ
き、業務内容についての理解度を深めることが出
来たので、今後の業務に活かしていきたいです。
図書館員が図書館の資料と機能を活用して情報
を探す手助けをしているので、利用者から頼りに
される館員になれるよう頑張りたいと思います。
緑に囲まれ季節を満喫できる千葉校舎で、図書
館から見える桜を今年も楽しみにしております。 
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学生会ニュース
■平成28年武道始め開催
平成 28年 1月 6日（水）午後 6時 30分より水道橋

校舎新館第 1実習講義室において、平成 28年武道
始めが武道クラブ顧問・部長、関係教職員を迎え
て開催された。
日本古来の伝統行事は、弓道部主将の稲田宇鉱
君（第  3学年）の司会により、井出吉信学長、
井上 孝千葉病院長が挨拶を述べた後、柔道部、
少林寺拳法部、弓道部、剣道部、空手道部の順に
演武が披露され今年一年の飛躍を誓った。最後
に、参加者全員で校歌を斉唱して終了した。

武道始めで挨拶を述べる井出学長 弓道部

少林寺拳法部

武道始めで挨拶を述べる井上千葉病院長 剣道部

柔道部 空手道部
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図書館から
■本学教員著書について
・新谷誠康［ほか］編 「小児歯科学 ベーシックテ
キスト＆クリニカルテキスト」永末書店、  

2016
・矢島安朝［ほか］著 「緊急事態！歯科診療室で
こんなときどうする？」永末書店、2016

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。

■阿部潤也閲覧係長が平成27年度 機関リポジト
リ新任担当者研修で講演
平成27年12月 3日（木）、国立情報学研究所（千
代田区）において開催された、平成27年度機関リ
ポジトリ新任担当者研修（NII会場 第3回）にて、
阿部潤也閲覧係長が講師として招かれ、「機関リ
ポジトリ概論」と「著作権及び著作権譲渡契約」の
テーマで講演をした。

講演する阿部閲覧係長

＜大学史料室から＞
■卒業アルバムの寄贈について
平成27年11月 29日（日）、新潟県新発田市在住
の佐藤泰彦先生（昭和 25年卒）から、ご尊父佐藤 
秀先生（大正 12年卒）の卒業アルバムをご寄贈い
ただいた。この年のアルバムは史料室に所蔵がな
く、関東大震災直前の校舎の写真が多数掲載され
ている大変に貴重な資料である。有効活用に努め
るとともに、大切に保存・管理し後世に伝えたい。

■「読みたい論文を最速で入手する！医学文献検
索講習会」を開催
平成 27年 12月9日（水）に千葉校舎老年歯科補
綴学講座医局内、15日（火）に水道橋校舎本館図
書館グループ学習室において文献検索講習会を開
催した。
「読みたい論文を最速で入手する！」をキーワー
ドに医学文献の検索に役立つデータベースである
「医中誌Web」、「PubMed」、「Scopus･JCR」や「電
子ジャーナル・学認」について、効率よく検索し、
論文を短時間で入手する方法について、一コマ
45分程度で解説・演習を行った。両日で 15名の
参加があり、アンケートでは、ほとんどの方が今
回の講習会の内容について、今後文献検索を行う
上で「大変役に立つ」または「役に立つ」と回答して
おり、好評を得た結果となった。

医学文献検索講習会風景

大正12年の卒業アルバムに掲載されている卒業生記念写真
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■推薦入学選考Ⅱ期実施
歯科衛生士専門学校の平成 28年度第Ⅱ期推薦
入学選考が、平成 27年 12月 5日（土）に千葉校舎
において実施された。今回は社会人の受験者がい
なかったため、高等学校長推薦の受験者に対する
書類審査と基礎学力検査および面接のみが行われ

た。入学選考は午前 9時 30分から始まり、午後
12時にはすべてが終了した。合格者は 12月 7日
（月）に開かれた選考委員会で決定され、その旨は
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。

歯科衛生士校ニュース
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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
○学校法人福岡保健学院 八千代リハビリテーショ
ン学院（学生77名）
平成27年12月24日（木）、25日（金）解剖学実習室、
標本室見学

市川総合病院
○聖路加国際病院（看護師4名、スタッフ2名）
平成27年12月25日（金）市川総合病院見学

■海外出張
○関本康人助教（市病・外科）
アジア血管外科学会に出席、および発表のため、
12月1日（火）から4日（金）までタイ・バンコクへ出
張。
○渡邊 章講師、成田真人助教（口腔顎顔面外科学）、
安村俊彦助教（歯科矯正学）
口唇口蓋裂児を中心とする口腔先天異常疾患患者
への医療援助、技術指導および学術調査のため、
渡邊講師、成田助教は12月6日（日）から13日（日）
まで、安村助教は12月8日（火）から13日（日）まで

大学日誌
平成27年12月
1（火）［防火・防災安全自主点検日］
2（水）リスクマネージャー・ICT会議（千病）

輸血療法委員会（千病）
臨床検査部運営委員会（千病）
薬事委員会（水病）

3（木）カルテ指導委員会（千病）

ICC・ICT委員会（市病）

災害対策委員会（市病）

プログラム委員会（市病）

医療事故防止のための相互チェック

（水病）

4（金）医療連携協議会（千病）

臨床検査運営委員会（市病）

治験審査委員会（水病）


5（土）大学院入学試験（Ⅰ期）
歯科衛生士専門学校　推薦入学選考Ⅱ期

7（月）歯科衛生士専門学校　推薦入学選考委員会
臨床研修管理小部会（千病）

8（火）臨床検査室委員会

購買委員会（市病）

給食委員会（水病）


9（水）HBワクチン接種（1・4学年）

大学院運営委員会

大学院研究科委員会

第395回大学院セミナー

救急委員会（市病）

ICU運営委員会（市病）


ベトナム・ホーチミンへ出張。
○大久保真衣講師（摂食・嚥下リハビリテーション）
Ultrafest VII at the University of Hong Kong に
出席、および発表のため、12月7日（月）から10日
（木）まで中国・香港へ出張。
 ○白石 建教授（市病・整形外科）
チェンマイ大学医学部主催第3回頸椎手術上級者
研修コースの招待講師として参加のため、12月10
日（木）から14日（月）までタイ・チェンマイへ出張。

○齋藤 淳教授（歯周病学） 
College of Dental Surgeons of Hong Kong,
Periodontology Exit Examination 2016への外部評
価者としての参加および香港大学における講演の
ため、平成28年1月24日（日）から27日（水）まで中
国・香港へ出張。

 ○原田裕久准教授（市病・外科）
The Leipzig Interventional Course（LINC）に参
加のため、平成28年1月25日（月）から29日（金）ま
でドイツ・ライプツィヒへ出張。

9（水）リスクマネージメント部会（水病）
10（木）午後のリサイタル（市病）

手術室運営委員会（市病）
11（金）大学院入学試験（Ⅰ期）合格発表

歯科衛生士専門学校　3年生卒業試験
（・14日）
業務改善委員会（市病）

13（日）TDCビル受電設備改修工事
（全館停電9：00 ～ 17：00）

14（月）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）
臨床教育委員会（水病）

15（火）臨床教授連絡会
講座主任教授会
人事委員会
歯科衛生士専門学校　教員会
［環境清掃日］
［危険物・危険薬品廃棄処理日］
褥瘡対策委員会（水病）
感染予防対策チーム委員会（水病）

16（水）一般（Ⅰ期）、センター（Ⅰ期）願書受付
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開始（～ 1/27）
16（水）センター試験監督者リスニング講習会

［於：日本歯科大学］
病院機能評価受審日（市病）（～ 17日）
褥瘡対策委員会（市病）
衛生委員会（市病）

17（木）倫理審査委員会
利益相反委員会
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）

18（金）1～ 4年生前期追・再試験（～ 24日）
衛生委員会
国際交流部運営委員会

19（土）入試ガイダンス
患者サロン（市病）

21（月）［機器等安全自主点検日］
NSTカンファレンス（市病）
医療安全管理委員会（市病）
キャンサーボード（市病）

22（火）医療サービスに関する検討会
診療記録・情報システム管理委員会
（市病）
業務連絡会（水病）
データ管理者委員会（水病）
医局長会（水病）
診療録管理委員会（水病）

23（水）天皇誕生日
24（木）歯科衛生士専門学校 学生冬期休暇（～ 1/7）

部長会・管理診療委員会（市病）
25（金）1～ 4年生冬期休暇（～ 1/7）

第1回予算委員会
情報システム管理委員会

28（月）仕事納めの挨拶［於：本館14階大会議室］
仕事納めの挨拶（千病）［於：厚生棟］
仕事納めの挨拶（市病）［於：講堂］

平成28年1月
5（火）仕事始めの挨拶［於：血脇記念ホール］

仕事始めの挨拶（千病）［於：歯科臨床研
修医室］
仕事始めの挨拶（市病）［於：講堂］
6年生第4回総合学力試験（～ 6日）
［防火・防災安全自主点検日］

6（水）平成28年武道始め
リスクマネージャー・ICT会議（千病）
医療ガス安全管理委員会（千病）
薬事委員会（水病）

7（木）予算事務打合せ会
ICC・ICT委員会（市病）
プログラム委員会（市病）

8（金）1～ 4年生授業再開
臨床教授連絡会
講座主任教授会
人事委員会
総合講義検討委員会
歯科衛生士専門学校　授業再開

9（土）受変電設備法定点検 停電
（8：30 ～ 12：00予定/さいかち坂校舎）

12（火）大学院入学試験（Ⅱ期）願書受付開始［～
2/26］
地域医療連携委員会
歯科衛生士専門学校　臨床実習委員会
臨床検査運営委員会（市病）
購買委員会（市病）
学校保健安全管理委員会（水病）
感染予防対策チーム委員会（水病）
輸血療法委員会（水病）

13（水）基礎教授連絡会
大学院運営委員会
大学院研究科委員会
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）カルテ指導委員会（千病）
手術室運営委員会（市病）
内視鏡室委員会（市病）

15（金）センター試験係員全体打合せ
（16：00）［於：日本歯科大学］
［環境清掃日］
［危険物・危険薬品廃棄処理日］
業務改善委員会（市病）

16（土）大学入試センター試験（～ 17日）［於：日
本歯科大学］
患者サロン（市病）

18（月）国際交流部運営委員会
第396回大学院セミナー
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）
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）
薬事委員会（市病）
キャンサーボード（市病）
臨床教育委員会（水病）

19（火）共用試験OSCE係員全体説明会
法人理事会
法人評議員会
地域連携委員会（市病）

20（水）学生部（課）事務連絡会
［機器等安全自主点検日］
歯科衛生士専門学校
一般入学試験Ⅰ期願書受付締切
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）

21（木）教養科目協議会
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）
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21（木）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）

23（土）歯科衛生士専門学校　一般入学試験Ⅰ期
25（月）第150回歯科医学教育セミナー

歯科衛生士専門学校　一般入学試験選考
委員会
NSTカンファレンス（市病）

26（火）医療サービス委員会（千病）
診療記録・情報システム管理委員会（市病）

27（水）一般（Ⅰ期）、センター（Ⅰ期）願書受付
締切
4年生共用試験CBT・OSCE事前説明
糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病）
業務連絡会（水病）

27（水）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） 1 ～ 4年生後期授業終了
倫理審査委員会
利益相反委員会
図書委員会
管理診療委員会（市病）
水病教職員研修会（水病）

29（金）１～ 4年生後期授業予備日
教務部事務連絡会
衛生委員会

30（土）第109回歯科医師国家試験（～ 31日）
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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　大塚　健　岡部陽子　鎌田美樹
田島大地　渡嘉敷俊　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　
（平成28年1月現在）　　

編集後記
　平成28年、仕事始め。年が改まった1月5日早朝、血脇記念ホールでは、会場を埋める教職員を前に、
水野嘉夫理事長と井出吉信学長より年頭の挨拶がありました。
　最初の計画から10年。大学の水道橋移転事業が完成する年。水道橋校舎本館の1階エントランスには、
すっきりとした新しい病院の顔が置かれ、4月には本館西棟が完成して動きだす。
　歯科衛生士専門学校は、水道橋校舎が新しいキャンパスとなり、東京歯科大学短期大学歯科衛生学科と
しての開学を控えています。
　2016年。東京歯科大学の次なる10年に向けてのはじまりの年。さまざまな能力と多様性を持った、
チーム東京歯科大学のメンバーが集まり、自ら考え、意識することで、歯科界を先導していく、大学の将
来を担う後継者たちが育っていきます。

　「2015年回想＆ 2016年抱負」の中に、チーム東京歯科大学の仲間のきらっと光る言葉たちがいます。
　目の前にある仕事を地道にコツコツ。少しずつだけれど日々変わっていく。そして、チャンスの時に
は、初めてのことにも勇気を持って、積極的に挑
戦し、アグレッシブに取り組む覚悟！
　お互いに、助けられたりたすけたり、教えられ
たりおしえたり。素敵な、ひととの出会いがあっ
て、まわりのひとに恵まれて、勉強したり働いた
りしていることに気がつく自分。みんな、ひとり
一人に価値がある。
　忙しさの中で大切なものを忘れないように。こ
ころして心を失いませんように…。月夜も十五
日、闇夜も十五日。あさが来ない日はないのです
から。

（広報・公開講座部長：橋本貞充） 　さいかち坂校舎の8階から眺める東京の街も、季節の流れ
の中で、少しずつだけれど日々変わっていきます。


