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　ご入学おめでとうございます。　

　東京歯科大学は、新入生のひとり一

人を、大切な仲間として心から歓迎し

ます。　

　また、保護者の皆様におかれまして

は、東京歯科大学を代表して、心より

お祝い申し上げます。

　さて、皆さんは今、広大な歯科医学

の入り口に立っています。歯科医師と

なることは皆さんが小さな頃からの夢

であったかもしれないし、何か他に将

来の希望があったかもしれません。し

かし、確かなことは、自分自身の意思

でこの場所に立ち、自らが自分の足で

歯科医療の世界へと、一歩を踏み出し

た、という事実です。

　歯科医師となるまでには、いくつも

の高いハードルが立ち並んでいます。

初心を忘れず、ゴールを達成するため

に、仲間とともに互いに助け合いなが

ら、日々の勉強はもちろんのこと、情

熱を持ってクラブ活動や、学外での活

動などに積極的にチャレンジし、その

経験を通して、自らを高めていってく

ださい。　

　皆さんが卒業し、研修を終える2025

年頃には、日本は人口の30％が高齢者

となります。そこで高齢者の健康寿命

をいかに延ばしていくかが、大きな課

題となっています。この全身の健康の

鍵を握るのが、様々な口腔疾患の予防

と治療です。

　皆さんは、東京歯科大学の水道橋キ

ャンパス、市川キャンパス、千葉キャ

ンパスの3キャンパスの優れた教育人

材、最新の設備と、多様な症例を経験

することができる環境にあります。

　皆さんは、歯科医師になることを目

指してここに集いました。立場が人を

変えるように、心が変われば行動が変

わります。校歌にもありますが「医は

これ済生、ひとえに仁なり。」仁とは

他人を思いやる心を表す漢字です。

　目的が明確であれば、必ずゴールは

達成できます。どうか、社会に貢献で

きるリーダーとなるような歯科医師を

めざして努力してください。6年間の

努力のあと、国家試験の合格発表を聞

いて、歯科医師となった皆さんが見る

風景は、今とは全く違ったものになっ

ているはずです。これからの東京歯科

大学での6年間は、みなさんの人生の

中でもっとも輝きを放つ時間となりま

す。皆さんの頑張りに期待をして、訓

辞とします。

訓　辞
東京歯科大学

学長　井出吉信

平成29年度　入学式挙行 学長訓辞平成29年度　入学式挙行

平成29年度　東京歯科大学入学式挙行


　平成29年4月5日（水）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29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、名誉教授、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。

　佐藤　亨学生部長の開式の辞で始まり、国歌を斉唱し

た後、片倉　朗教務部長が新入生128名と第2学年の編

入生7名を一人一人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、新入生代表の香田安咲英さんが宣誓を行い、

阿部尚昭君がスーツの左襟に徽章を装着して、会場の

新入生、保護者、教職員に披露した。最後に出席者全

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 ▲祝辞を述べる水野理事長

▲新入生を代表して「宣誓」する香田安咲英さん ▲徽章を授与され披露する新入生代表 阿部尚昭君
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平成29年度　入学式挙行 理事長祝辞

祝　辞

学校法人　東京歯科大学
理事長　水野嘉夫

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。心よ

りお慶び申し上げます。また、保護者の皆様にも心よ

りお祝いを申し上げます。

今日は「感動」と「感激」の2つのお話をいたします。

　ひとつは本学の建学者血脇守之助先生のことです。

先生は本学創立者髙山紀斎先生同様に慶應義塾で学ば

れました。慶應義塾創立50周年を記念して明治42年

（1909年）に「慶應義塾出身名流列傳」という書物が発

行されました。東京歯科医学専門学校校長としての

血脇先生について書かれています。

　要約しますと「新聞記者、教師などを歴任した後に、

歯科医の大家髙山紀斎翁の下で歯学を学びました。明

治28年（1895年）、日本が日清戦争に勝利した後、清

国を育成、盛り立てるには医術をもってするしか無い

と、清国にわたり各地で歯科医療を行ないました。そ

の技術の高さに噂は広まり、どこに行っても門前市を

為すごとき盛況であり、新聞・雑誌は挙って先生の医

術の高さを賞賛しました。大成功を納め、医術が人心

感化に大きな効力があることを認識し、自分のするべ

きことはこの道と、ひたすら歯学の新知見を案出する

に熱中しました。それが、今日の成功をもたらし歯科

界の明星として崇められる所以でしょう。」とありま

す。

　その後、髙山歯科医学院を継承し、東京歯科医学院、

東京歯科医学専門学校、東京歯科大学と本学は創立以

来今年で127年目を迎えるのであります。正に、「この

道一筋」という日本において最も尊重されてきた生き

方です。そこには、自ら感じて心が動く感動があった

からです。

　もうひとつの話は、この書が出版されて約100年後

の平成19年（2007年）にスティーブ・ジョブス氏は、

iPod（デジタルオーディオプレイヤー）・通話機能・

インターネット／電子メールの機能をあわせ持つ、全

く新しいタイプの携帯型情報端末（iPhone）を発表し

ました。

　さらに、AI、IoT、ロボット、ビッグデータと計り知

れない進歩がありますが、この10数年です。これらの

進歩によって得られるものは「すごい」と感激、感心

します。AIを搭載したロボットは囲碁、将棋、チェス

などの名人と対戦しても負けず、「すごい」と言って感

激します。感激は人から与えられてもらうことによる

心の変化です。

　皆さん方は、歯科医になるべく東京歯科大学に入学

しました。歯科の診療技術、機器は大変な進歩を遂げ

ています。今の歯科治療の技術、考え方は、皆さん方

が卒業する6年後はもっと大きく変化をしているかも

しれません。

　その進歩を受け入れて、人とのふれあいで味わうこ

とのできる生きがいを大切に血脇守之助先生のように

自ら感じて動く感動ある学生生活を送ってください。

　

　東京歯科大学の学生として誇りと自信をもって、学

生生活を送られますことを期待してお祝いの言葉とい

たします。

　

　改めて、ご入学おめでとうございます。
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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、井出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、諸先生方はじめ先輩方のご指導の下勉学に励み、人格の陶冶に努め、学

生の本分を尽くす事を誓います。

新入生宣誓 
� 新入生代表　香田安咲英
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教授就任のご挨拶

東京歯科大学市川総合病院
臨床検査科

佐々木　文

平成 29 年 4 月 1 日付けで臨床検査科部長・教授を拝命

し、過日着任いたしました。就任にあたりご推薦いただきま

した諸先生方に感謝申し上げます。

私は平成 5 年に札幌医科大学を卒業し、札幌医科大学第

一病理学教室で学位を取得いたしました。その後、長寿医療

研究センター ( 愛知県大府市 ) 博士研究員、札幌医科大学附

属病院勤務を経て縁あって平成 19 年より慶應義塾大学病理

学教室・病理診断部の専任スタッフとして教育・診断・研究

に従事してまいりました。

市川総合病院の病理検体数は組織診 9,000 件弱、細胞診

約 10,000 件で、病理医 1 名、歯科病理医 1 名、臨床検査

技師 6 名と検体数に対して少ないメンバー構成ですが、前

教授の田中陽一先生、宮内 潤先生、慶應義塾大学からの非

常勤医師のご支援をいただいて診断業務にあたっておりま

す。検査科病理は、医科と歯科の連携の比較的強い当院にお

いても、医師と歯科医師が共存する数少ない部門です。病理

組織学の基本的な考え方は全身疾患と口腔領域疾患には変わ

るところはなく、歯原性腫瘍など歯に関連する疾患を除き、

口腔領域疾患の多くは全身の他臓器に共通してみられます。

検査科病理が当院の医科と歯科の相互理解の中枢的役割が果

たせればと考えております。

検査科全体としては、今後も日々の検査、診断を高い精度

で行う所存ですが、今年度は加えて ISO15189 取得に向け

て職員全員一丸となって取り組んでまいります。

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。

教授就任のご挨拶

東京歯科大学市川総合病院
救急科

鈴木　昌

このたび、市川総合病院救急科にご任用いただきました。

これまで長く非常勤医師としてご採用いただいておりました

ので、ピカピカの一年生というより、幾分くすんだ新人なの

ではないでしょうか。担当します救急医療についても、新し

くて古い医学分野ですので、やはりピカピカではありませ

ん。

しかし、歯科医学分野において、救急医療や救急科学をと

り入れているという話は寡聞にして知りえません。おそらく

画期的な一歩なのだと思います。画期的な一歩以上にその一

歩のための裏方のご苦労は察してあまりあります。関係の諸

先生方には沢山のお骨折りをいただいたものと拝察いたしま

す。といっても私は折れた骨の治療は得意ではありません。

一般に救急医は何でもできるイメージを持たれています

が、それは誤解で、むしろ、何もできないから各専門の先生

方に橋渡しをする役割を担います。ですから、お骨折りいた

だいた御恩は別途お返しさせてください。急にはお返しでき

ませんので、数年かけて成果が出ればと思っています。　

具体的には、歯科の教育・臨床・研究に救急医の視点を取

り入れること、次に、総合病院の救急医療充実です。殊に後

者は喫緊の課題で、地域で信頼される救急機能を備えなけれ

ば、急性期病院として生き残れない時代になっています。そ

の土台作り、収入に資する救急機能の充実、そして歯科大学

総合病院としての特性の発揮ができればと願っています。救

急医療は救急医 1 人で行うものではありません。むしろ病

院全体の機能ですので、皆様のご理解とお力添えが必要で

す。是非とも、ご指導ご鞭撻いただきますようお願いいたし

ます。
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教授就任のご挨拶

歯科理工学講座

服部　雅之

このたび、教授会のご推挙を賜り、平成 29 年 4 月 1 日付

けで歯科理工学講座の主任教授を拝命いたしました。本講座

は、講座制が敷かれた昭和 33 年に金竹哲也教授が初代講座

主任となり、住井俊夫教授、小田 豊教授、河田英司教授（歯

科医学教育開発センター兼任）が主任を歴任されました。こ

の間、吉成正雄教授（口腔科学研究センター兼任）や多くの先

輩諸氏が講座を支え、今日まで継承されてきました。私は平

成 6 年に愛知学院大学歯学部を卒業後、同大学院で本学出

身の故長谷川二郎教授のご指導の下、歯科理工学の研究と教

育の基礎を授かりました。その後、平成 10 年に本学歯科理

工学講座に助手として採用され、基礎と臨床との関連性を重

視した研究、教育活動に携わりました。平成 26 年に岩手医

科大学に教授として赴任し、卒前教育を中心とした歯科理工

学教育の整備に従事してきました。伝統ある東京歯科大学の

一員として、再び勤務する機会を頂戴しましたことは、身に

余る光栄でありますとともに、その責任の重さに身の引き締

まる思いでおります。

歯科臨床で使用する材料やその性質、加工方法は、私が学

んだ時代とは異なり、急速に変革がなされています。現在、

過去、未来を調和した教育、研究の実践、また後輩の育成

が、私に課せられた責務と考えます。「歯科医師たる前に人

間たれ」の建学精神に則って、これまでの経験を生かし本学

の発展に邁進する所存です。今後ともご指導、ご鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げます。

7
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▲式辞を述べる水野理事長▲式辞を述べる石井短期大学学長

▲挨拶を述べる井出学長

▲祝辞を述べる矢﨑同窓会会長

▲乾杯の発声をする熱田法人常務理事

▲祝辞を述べる
　八耳日本私立短期大学協会副会長

▲祝辞を述べる
　市川歯科衛生士専門学校同窓会会長

▲祝賀会会場の様子

東京歯科大学短期大学開学記念式典および記念祝賀会挙行
　平成29年3月26日（日）午前11時より、水道橋校舎新館血脇

記念ホールにおいて、東京歯科大学短期大学開学記念式典が、

法人役員・評議員、来賓、同窓会役員、歯科衛生士専門学校

同窓会会員、大学および短期大学関係者等290名が出席し、

盛大に挙行された。

　式典は、杉戸博記短期大学教学部長の司会のもと、まず、

水野嘉夫理事長、石井拓男短期大学学長の式辞があり、続い

て、松野博一文部科学大臣、神田裕二厚生労働省医政局長、

堀　憲郎日本歯科医師会会長、武井典子日本歯科衛生士会会長

からそれぞれ祝辞が述べられた。

　来賓者および短期大学教員の紹介の後、山田好秋短期大学

副学長より御礼挨拶があり、同副学長の閉式の辞により午前

12時に終了した。

　その後、会場をホテルメトロポリタン　エドモントへ移し、

午後1時より記念祝賀会が開催された。祝賀会には279名が

出席し、石井短期大学学長、井出吉信学長の挨拶の後、八耳

俊文日本私立短期大学協会副会長、市川明美東京歯科大学歯

科衛生士専門学校同窓会会長、矢﨑秀昭東京歯科大学同窓会

会長からそれぞれ祝辞が述べられた。

　来賓者紹介の後、熱田俊之助法人常務理事より乾杯のご発

声をいただき、祝宴が始められた。

　終始和やかな雰囲気の中で祝賀会は進行し、東京歯科大学

Big Band Jazz部の演奏と東京歯科大学歯科衛生士専門学校

同窓会の有志による合唱隊のリードにより校歌斉唱が行われ

た。その後、山田短期大学副学長による閉式の辞により、祝

賀会は盛会のうちに、午後2時30分に終了した。

▲祝辞を述べる松野文部科学大臣 ▲祝辞を述べる神田厚生労働医政局長

▲祝辞を述べる堀日本歯科医師会会長 ▲祝辞を述べる武井日本歯科衛生士会会長
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　平成29年3月26日（日）午前11時より、水道橋校舎新館血脇

記念ホールにおいて、東京歯科大学短期大学開学記念式典が、

法人役員・評議員、来賓、同窓会役員、歯科衛生士専門学校

同窓会会員、大学および短期大学関係者等290名が出席し、

盛大に挙行された。

　式典は、杉戸博記短期大学教学部長の司会のもと、まず、

水野嘉夫理事長、石井拓男短期大学学長の式辞があり、続い

て、松野博一文部科学大臣、神田裕二厚生労働省医政局長、

堀　憲郎日本歯科医師会会長、武井典子日本歯科衛生士会会長

からそれぞれ祝辞が述べられた。

　来賓者および短期大学教員の紹介の後、山田好秋短期大学

副学長より御礼挨拶があり、同副学長の閉式の辞により午前

12時に終了した。

　その後、会場をホテルメトロポリタン　エドモントへ移し、

午後1時より記念祝賀会が開催された。祝賀会には279名が

出席し、石井短期大学学長、井出吉信学長の挨拶の後、八耳

俊文日本私立短期大学協会副会長、市川明美東京歯科大学歯

科衛生士専門学校同窓会会長、矢﨑秀昭東京歯科大学同窓会

会長からそれぞれ祝辞が述べられた。

　来賓者紹介の後、熱田俊之助法人常務理事より乾杯のご発

声をいただき、祝宴が始められた。

　終始和やかな雰囲気の中で祝賀会は進行し、東京歯科大学

Big Band Jazz部の演奏と東京歯科大学歯科衛生士専門学校

同窓会の有志による合唱隊のリードにより校歌斉唱が行われ

た。その後、山田短期大学副学長による閉式の辞により、祝

賀会は盛会のうちに、午後2時30分に終了した。

東京歯科大学短期大学開学記念式典および記念祝賀会挙行

▲祝辞を述べる松野文部科学大臣

▲祝辞を述べる堀日本歯科医師会会長

▲祝辞を述べる神田厚生労働医政局長

▲祝辞を述べる武井日本歯科衛生士会会長

▲式辞を述べる石井短期大学学長 ▲式辞を述べる水野理事長

▲挨拶を述べる井出学長 ▲祝辞を述べる ▲祝辞を述べる
　八耳日本私立短期大学協会副会長 　市川歯科衛生士専門学校同窓会会長

▲祝辞を述べる矢﨑同窓会会長

▲乾杯の発声をする熱田法人常務理事 ▲祝賀会会場の様子
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学内ニ ュ ー ス 

平成 28 年度市川総合病院医科・歯科臨床研修医合同症例発表会開催

▲発表する臨床研修医

平成 28 年度臨床研修医修了式挙行
平成 28 年度臨床研修医修了式が水道橋病院、市川総合病

院、千葉病院においてそれぞれ挙行された。

水道橋病院では、平成 29 年 3 月 17 日（金）午前 9 時よ

り、水道橋校舎本館第 2 会議室において挙行された。式は司

会の古澤成博研修管理委員長の開式の辞に続いて、矢島安朝

水道橋病院長より研修修了者 27 名に修了証が授与された。

引き続き、矢島水道橋病院長より訓示があり、「平成 28 年

度臨床研修歯科医症例報告会」（2月 8 日（水）・9日（木）開

催）の最優秀賞（山本麻貴）ならびに優秀賞 2 名（佐藤仁美、

近藤史子）を発表して記念品を授与し、修了式を閉式した。

市川総合病院では、平成 29 年 3 月 16 日（木）午後 2 時よ

り、市川総合病院第 2・3会議室において、医科・歯科の臨

床研修医修了式が合同で行われた。式は司会の小林友忠事務

平成 29 年 3 月 9 日（木）午後 6 時より、市川総合病院講

堂において、平成 28 年度市川総合病院医科・歯科臨床研修

医合同症例発表会が開催された。この会は、医科・歯科臨床

研修医の臨床研修の総括として、研修医自らが治療を行った

症例について学会形式で発表するものである。第 8 回目と

なる今回は、発表 6 分、質疑応答 4 分の持ち時間により症

例発表を行った。発表会は上級医や指導医から、今後の診療

に役立つアドバイスをいただくなど、活発な質疑応答が行わ

れた。

研修修了を間近に控えた臨床研修医にとって、この症例発

表会は臨床研修の集大成であり、その締めくくりに相応しい

会となった。

部長の開式の辞により始まり、西田次郎市川総合病院長から研

修修了者（医科 8名、歯科 8名）に修了証が授与された。引き

続き西田市川総合病院長の訓示が行われ、その後小板橋俊哉市

川総合病院副病院長（研修管理委員長）、野村武史歯科研修管

理委員長の挨拶があり、修了式を閉式した。

千葉病院では、平成 29 年 3 月 23 日（木）午前 9 時より、

千葉校舎歯科臨床研修医室において、平成 28 年度歯科医師

臨床研修修了式が行われた。式は成田真人研修管理副委員長

の開式の辞に始まり、一戸達也千葉病院長から臨床研修歯科

医に修了証が授与された。引き続き、一戸千葉病院長による

訓示、石崎 憲研修管理委員長の挨拶が行われ、修了式は無

事に閉式した。

▲式終了後に古澤研修管理委員長、春山亜希子副委員長を囲んで ▲修了証を授与する西田市川総合病院長（左）
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学内ニ ュ ー ス 

平成 28 年度第 10 回水道橋病院教職員研修会開催

◀︎解説する番田非常勤講師

平成 29 年 3 月 23 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 28 年度第 10 回水道橋病院教職員

研修会が開催された。今回は「特定共同指導総括　今後の指

導を踏まえた心得」と題して、水道橋病院診療録指導委員会

の番田秀司非常勤講師より、特定共同指導における主な指摘

事項（厚生労働省ホームページより抜粋）について解説が行わ

れた。項目ごとにポイントを絞った解説が行われ、非常に参

考となる内容であった。

水道橋病院では、以前より診療録記載について、診療録指

導委員会幹事委員による医局員への診療録記載の指導が行わ

れてきた。今年度についても、継続してさらに丁寧なご指導

をいただいている。研修会では、診療録記載において不備の

多い事項等が具体例とともに示され、基本的ルールの再確認

とさらなる質の向上が期待された。保険医のみならず、歯科

医療に携わる水道橋病院のすべての教職員にとって、大変有

意義な研修会となった。

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン事業成果報告会開催

◀︎講演される川上先生

平成 29 年 3 月 24 日（金）午後 6 時より、水道橋校舎本館

西棟ラウンジにおいて、がんプロフェッショナル養成基盤推

進プラン（以下、がんプロ）事業成果報告会が開催された。野

村武史教授（オーラルメディシン・口腔外科学講座、がんプ

ロコーディネーター）の司会で開会し、井出吉信学長のご挨

拶の後、慶應義塾大学医学研究科委員長であり、がんプロ事

業推進責任者の川上 裕教授から、「拠点の成果報告」と題し

た講演をいただいた。講演では、現在までのがんプロの変革

の歴史、連携大学の活動などが紹介された。

次いで、野村教授より「本学の成果報告」と題して、この

5年間に行われた本学の取り組みについて発表された。その

後、コースワーク修了者から活動報告があり、カリキュラム

の内容、実際に治療を行った症例の報告が行われた。そし

て、櫻井 薫大学院研究科長 ( 老年歯科補綴学講座 ) の閉会の

辞により終了した。当日は、教職員の他に、学生も参加し、

今後の進路を決定する上でも参考となる内容であった。

第 2 期がんプロは、本年度で終了する。本会は、その締

めくくりにふさわしい会となった。
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第 160 回歯科医学教育セミナー開催

▶説明をする石井短期大学学長

平成 29 年 3 月 30 日（木）午後 6 時より、水道橋校舎本館 科大学短期大学のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）や

第 1 講義室において、第 160 回歯科医学教育セミナーが開 カリキュラム・ポリシー等の説明があり、そのポリシーに基

催された。今回は、「東京歯科大学短期大学の開学について」 づく各学年の授業科目構成、臨床・臨地実習の実施内容、短

と題し、石井拓男短期大学学長から説明が行われた。 期大学が養成する人物像等が示された。

はじめに、東京歯科大学短期大学の認可の経緯、開学記念 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

式典の報告があった。続いて、水道橋校舎本館 14 階と西棟 中継された。質疑応答も大変活発に行われ、大変有意義なセ

5階に設置された東京歯科大学短期大学の教育施設について ミナーとなった。

説明があり、社会が求める歯科衛生士教育に対応した東京歯

東京歯科大学歯科衛生士専門学校同窓会からのご寄付
平成 28 年 10 月に、東京歯科大学歯科衛生士専門学校同

窓会の市川明美会長から、文部科学省から設置認可がおりた

東京歯科大学短期大学へ、会員一同の喜びとともに寄付金

1,000 万円のご寄付をいただいた。 

▲目録授与の記念写真（左から石井拓男短期大学学長、井出吉信学長、市川会長、
水野嘉夫理事長）
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学校法人東京歯科大学　平成 29 年度辞令交付式挙行

◀︎宣誓をする村山看護師

平成 29 年 4 月 1 日（土）午前 10 時より、水道橋校舎新館

血脇記念ホールにおいて学校法人東京歯科大学平成 29 年度

辞令交付式が挙行された。昨年より開催している本学全施設

合同での新入教職員の辞令交付式であり、教育職員 37 名、

医療技術系職員 19 名、看護系職員 35 名、事務系職員 22

名、労務系職員１名、レジデント 39 名、臨床研修歯科医

95名、臨床研修医 8 名の合計 256 名が出席し、緊張した面

持ちで辞令交付式に臨んだ。

水野嘉夫理事長、井出吉信学長からの挨拶の後、新入職員 

第 124 期生登院式挙行

代表として市川総合病院看護師の村山結実さんが水野理事長

より辞令交付を受け、宣誓を行った。

法人理事、役職者の紹介の後、閉式となり、新入教職員は

それぞれの思いを胸に、東京歯科大学の教職員として新たな

一歩を踏み出した。

辞令交付式終了後、石井拓男短期大学学長より「東京歯科

大学の歴史と使命」と題した講演が行われ、講演終了後は各

施設で行われるプログラムに参加した。

◀︎第 124 期生を代表して宣誓を行う近藤君

平成 29年 4月 12日 ( 水 ) 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 124 期生 136 名の登院式

が厳かに挙行された。式は山下秀一郎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、一戸達也千葉病院長が訓示を述べ、次いで、登

院生を代表して近藤 周君が宣誓を行った。

第 124 期生は、これまでの４年間の教育課程や課外活動

を含めた諸活動の中で修得した知識・技能・態度を活かして

登院実習に臨むべく、真剣な面持ちで訓示に耳を傾けてい

た。
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平成 29 年度歯科医師臨床研修開始式
平成 29 年 4 月 1 日（土）に臨床研修医辞令交付式が 3 病

院合同で行われ、その後各施設において開始式、オリエン

テーションが行われた。

水道橋病院では、午前 11 時 30 分より、水道橋校舎本館

第 2 会議室において臨床研修開始式が行われた。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 28 名に辞令が交付され

た。続いて、矢島病院長による訓示があり、無事に式を終了

した。　

市川総合病院では、午後 1 時より、水道橋校舎新館第 2

講義室において、医療技術職員、看護職員、事務職員および

医科歯科の臨床研修医が集合し開催された。まず、出席者全

員の呼名が行われ、西田次郎市川総合病院長から訓示を頂い

た。その後、各種オリエンテーションが行われ、午後 5 時

に終了となった。

千葉病院では、午後 1 時より、千葉校舎歯科臨床研修医

▲訓示を述べる矢島病院長

室において初期研修が行われた。

一戸達也千葉病院長による訓示に続き、古澤臨床研修委員

長、石崎 憲研修管理委員長から挨拶をいただき、無事に式

を終了した。
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学内ニ ュ ー ス 

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・テスト開催

◀︎受験する教育職員

平成 29年 4月 15日（土）と 22日（土）に、水道橋校舎本 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

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 く、幅広い分野の出題傾向・状況を把握し、学生の教育・指

握のための教員オンライン・テストが開催された。基礎系・ 導に資する。」という目的で実施され、両日合わせ 144 名の

歯科臨床系に所属する教員を対象に「教育職員が、歯科医師 教員が受験した。

第 161 回歯科医学教育セミナー開催

◀︎説明する橋本副学長

平成 29 年 4 月 21 日（金）午後 6 時より、水道橋校舎本館

第 1 講義室において、第 161 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、

橋本正次副学長、片倉 朗教務部長から説明が行われた。

はじめに、橋本副学長から、本学の平成 29 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、本学の３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、アド

ミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー）について

説明があった。

続いて、片倉教務部長より、「平成 29 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留意点、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・考量等がなされた。

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、多くの教職員が参加し、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。
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第 19 回試験問題作成に関するワークショップ開催

グループでのブラッシュアップの様子▶

平成 29年 4月 23日（日）午前 9時 30分より、水道橋校

舎新館第２講義室および第３実習講義室において、第 19 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。

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、共用試験実施評価機構から徳島大学の松尾敬志教

授と岡山大学の森田 学教授を講師としてお招きして、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（五肢択一問題（タイプ A）、多選択肢順次解

答 2 連問（タイプ L）、順次解答 2 連問（タイプ W）、順次解

答 4 連問（タイプ 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、事前に教務部で用意した問題に対して、個人およびグ

ループでブラッシュアップを行った。さらに各グループでブ

ラッシュアップした問題を発表し、全体で意見を出し合っ

た。

当日は教育職員 35 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 分に盛会の内に終了した。

平成 29 年度第１回水道橋病院教職員研修会開催
平成 29 年 4 月 25 日（火）午後 6 時より、水道橋校舎本館

第 1 講義室において、平成 29 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、院内マニュアル 3 種類（「医療安全管理マニュア

ル」、「感染予防対策マニュアル」、「個人情報保護管理マニュ

アル」）の内容が改訂されたのを受け、「院内マニュアル改正

点の説明」として、各マニュアルの改訂内容について説明が

行われた。説明は、まず「医療安全管理マニュアル」の改正

点について、リスクマネージメント部会部会長の半田俊之講

師より説明があり、続いて「感染予防対策マニュアル」の改

正点について、感染予防対策チーム委員会委員長の笠原清弘

講師から説明があり、その後「個人情報保護管理マニュアル」 ▲マニュアルの改正点について説明する末石教授

の改正点について、個人情報保護委員会委員長の末石研二教

授より説明があった。 薬剤師より説明があった。

また最後に「医薬品の安全使用のための業務手順書の今後 各マニュアルの改正内容について、教職員が正確に認識す

の改訂点」と題して、薬事委員会副委員長の山根理恵子主任 ることにつながる大変有意義な研修会となった。
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平成 29 年度新入生学外セミナー開催
今回で 20 回目を迎える平成 29 年度新入生学外セミナー

が、平成 29年 4月 26日（水）から 28 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 26日（水）定刻通りにさいかち坂校舎を出発

し、午前 10時 50分頃にかずさアカデミアパークに到着し

た。 午前 11時から開講式、午前 11時 20分からは望月隆二

教授より「ノートの取り方」の概要説明が行われた。続い

て、「マナーについて」と題した講演をホテルオークラ総務

人事部人材開発課の都築智津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、橋本正次副学長 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、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 27 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、本学卒業生の渡部譲治

先生より「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。

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 28

日（金）は、午前 9 時から 3 会場に分かれて、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、充実した公開ディベートとなった。 昼食後、橋本副学

長より公開ディベートの講評が行われ、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。

▲活発な意見交換が行われたグループ討議 ▲活発な意見交換が行われたグループ討議

▲懇親会会場で先生方や友人と親睦を深める新入生 ▲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
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▲公開ディベートで作戦会議を行う新入生 ▲講演される渡辺先生

市川総合病院「看護の日」のイベント開催
平成 29 年 5 月 12 日（金）午前 9 時より、市川総合病院 1

階外来待合ホールを中心として「看護の日」のイベントが開

催された。

21世紀の高齢社会を支えていくためには、看護の心、ケ

アの心、助け合いの心を、看護師一人ひとりが分かち合う

ことが必要であり、こうした心を老若男女問わず誰もが育

むきっかけとなるよう、近代看護を築いたフローレンス・

ナイチンゲールの生誕を記念して 1990年に 5月 12日を

「看護の日」として制定された。そして、5月 12日を含む 1

週間を看護週間と定め全国的に様々な行事が開催されている。

市川総合病院では、平成 27 年度より 5 月 12 日の「看護

の日」にメインテーマを決めてイベントを開催しており、そ

の週を看護週間として展示などを実施している。

今年度は、「～正しく知って上手に防ごう “ がん・生活習

慣病 ” ～」をメインテーマとし、外来患者さんを対象として

血圧・血糖・BMI 測定などの健康チェックをもとに個別健

康指導、がん予防と早期発見としての乳がん自己検診・便秘

予防対策の指導、胃・大腸・肺がんの内視鏡の画像の展示、

恒例の BLS（一次救命処置）・AED（自動体外式除細動器）の体

験や妊婦体験を行い、多くの方々に参加いただいた。5月 8

日（月）から、外来通路に「病院のあゆみ」、「看護への道」、

「当院助産師・看護師の出身地」、「看護場面や看護部門の紹

介」、「専門、認定看護師の紹介」としたポスター展示や白衣

の紹介などを行い、今年からがん患者さんの描いた絵画や写

真 11 点の展示や栄養剤の試飲など業者の協力もあり、好評

のうちに終了することができた。また、昨年度より行ってい

る「一日看護師長」体験に 3 名の事務部幹部の方々にご協

力いただき、看護の仕事の理解と暖かいエールをいただくこ

とができた。

今後もより多くの地域の方々が自身の健康に関心をもち、

気軽に相談できる場を提供できるよう企画していきたいと考

えている。

▲外来 1 階待合ホール ▲外来 1 階廊下ポスター展示
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平成 29 年度大学院歯学研究科入学式挙行

▲宣誓を行う松本大学院生

第 414 回大学院セミナー開催

▲講演される中野田先生

平成 29 年 4 月 12 日（水）午後 6 時より、水道橋校舎西棟

ラウンジにおいて、第 414 回大学院セミナーが開催された。

今回は、（株）デンティクス代表取締役・東京医科歯科大学大

学院非常勤講師の中野田紳一先生をお招きし、「世界中の工

業デザイナーが使う汎用 3DCAD で学ぶ・造る・伝える、す

べてが自由な汎用 3DCAD と歯科とをつなぐ本格的なデジタ

平成 29 年 4 月 3 日（月）午前 10 時より、水道橋校舎本館

第 2 講義室において平成 29 年度大学院歯学研究科入学式が

行われた。福田謙一大学院学生部長の開式の辞に始まり、

齋藤 淳大学院教務部長より新入生 37 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松本高明大学

院生（歯科矯正学講座）に入学許可証が授与された。引き続

き、井出学長の訓示、櫻井 薫大学院研究科長、矢﨑秀昭同

窓会長の挨拶の後、新入生代表の松本大学院生が宣誓し、

入学式を閉式した。

ル・デンタル・モデリングの提案」と題した講演をいただい

た。　

まず、産業界で一般的に用いられている汎用 CAD と、歯

科界のように高価で操作方法がシステム特異的な専用 CAD

では、特に「誰でも購入できる経済性」と「何でもできる自

由度」の点、また、汎用性の高い技術や知識の習得のための

「学習機会の多さ」の点において、汎用 CAD が優位であるこ

とを話された。

続いて、CAD/CAMシステムはデジタルデンテイストリー

を代表する技術の一つであり、その応用範囲は単に装置を製

作することにとどまらず、患者説明用ツール、あるいは診断

用ツールとして利用される機会も増えてくることを概説され

た。

最後に、CADテクノロジーを正しく臨床応用するための

基本的知識として、現在工業界で利用されている汎用 CAD

の紹介や、汎用 CAD と CG を利用した補綴装置のデザイン

に必要な知識についてのわかりやすい解説がなされた。

当日は満席となり、立ち見の者も多く見受けられた。講演

終了後も多くの質疑がなされ、大変有意義な１時間半のセミ

ナーであった。
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第 415 回大学院セミナー開催
平成 29年 4月 20日（木）午後 7時 30分より、水道橋校

舎本館第 1 講義室において、第 415 回大学院セミナーが顎

骨疾患プロジェクトと共催で開催された。今回は、  

University of Maryland School of Dentistry Division of

Periodontics の教授であり学部長の Mark A. Reynolds 先生

をお招きして、「Saving Teeth: Advances in Periodontal and

Bone Regeneration」と題して講演いただいた。　

Tissue engineering には「細胞」、「スキャフォールド（足

場）」、「成長因子」、そして「血液供給」が重要な要素となる

が、特にスキャフォールドに焦点をあてて、背景や最新の知

見が紹介された。その中で、平成 28 年末に日本で保険導入

された世界発の歯周組織再生剤「リグロス歯科用キット」

（FGF-2 製剤）についても言及された。FGF-2 を含めた成長

因子の臨床応用に関する最新のシステマティックレビューを

紹介し、ヒドロキシプロピルセルロース（HPC）という骨補填

材とは異なる基剤を使用しながらも、優れた臨床成果が得ら

れている点を評価されていた。現在、本学歯周病学講座でも

リグロス歯科用キットの臨床応用、および研究を行ってお

り、今後の成果への期待が高まった。

その他、骨補填材の製造工程の違いによる臨床効果への影

響や、細胞治療の可能性、臨床研究における主要評価項目の

第 416 回大学院セミナー開催
平成 29 年 5 月 9 日（火）午後 6 時より、水道橋校舎本館

西棟ラウンジにおいて、第 416 回大学院セミナーが開催さ

れた。今回は、University of Hacettepe, Faculty of Dentistry, 

Department of Periodontology の教授で、元 FDI 理事、本学

客員教授の Nermin Yamalik 先生をお招きし、「Muco-

cutaneous disorders (MCDs):Early diagnosis and successful

management of cases with oral / gingival lesions」と題した

講演をいただいた。　

皮膚粘膜疾患（MCD）の中で、口腔粘膜にも症状を示し、

診断と治療が難しい扁平苔せん（LP）と天疱瘡 Vulgaris（PV）、

剥離性歯肉炎の管理について話された。Yamalik 教授は、こ

▲大学院生からの質問に対応される Reynolds 先生（左）

考え方なども紹介された。大学院生や医局員のみならず、学

部学生や学外からも多くの参加があり、講演後の質疑応答も

活発に行われた。

Reynolds 先生は初めての来日であったが、University of

Maryland School of Dentistry は 1840 年に設立され、2015

年には 175 周年を迎えた世界で最も歴史ある歯学部であり、

今後、本学との交流が深まることが期待される。

れらの病変は歯科医と皮膚科医の連携のもと管理され、早め

の診断のために歯科医の貢献が重要であること、ついで皮膚

科医との相互管理が重要で、歯科医師は口腔管理を徹底する

べきであると話された。講演では、多くの臨床例、貴重な症

例を提示され、統計的に EBMを示され、考察された。本学

は市川総合病院を併設し、内科学講座もあるため、口腔粘膜

疾患で悩まれる患者の治療に歯科・皮膚科連携を駆使してい

くことの重要性が示唆された。講演後には、多くの質問がな

され、大学院生は、リサーチのみならず、臨床研究の重要性

を認識したと思われた。

質問を受ける Yamalik 先生（右）▶
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平成 29 年度大学院新入生学外総合セミナー開催
平成 29年 5月 18日 ( 木 ) から 5月 20日 ( 土 )、静岡県

御殿場市にある「時之栖 Hotel Brush Up」において、平成

29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、櫻井 薫大学院研究科長の

挨拶、大学院生の自己紹介を行った。続いて、口腔科学研究

センターの山口 朗客員教授を講師としてお招きし、「研究の

楽しさ、辛さ - 研究で何を得るか？何を失うか？ -」と題し

た講演をいただいた。

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、課題の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、

村松研究部副部長から課題について総括があり、引き続き講

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。

▲集合写真
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長期海外出張報告

解剖学講座　講師　山本将仁

平成 28年 7月 1日（金）より平成 29年 3月 31日（金）ま

での 8 ヶ月間、スペインのコンプルテンセ大学へ長期出張

させていただきました。本稿ではその概要についてご報告さ

せていただきます。

コンプルテンセ大学のあるマドリードはスペインの首都

で、イベリア半島のほぼ中央部、乾燥高原地帯のマンサナー

レス川沿いに広がる都市です。人口は約 313 万人であり、

EU圏内では、ロンドン、ベルリンに次ぐ大きな街として知

られています。私はコンプルテンセ大学の解剖学第二講座に

所属し、解剖学と発生学を勉強いたしました。解剖学第二講

座は、ホセ フランチェスコ ロドリゲス - バズゲス教授を中

心に組織された、人体解剖と発生の両方を研究・教育してい

るチームです。特にロドリゲス教授は医師と歯科医師の免許

を共に取得したダブルドクターであり、研究はヒト頭頸部の

発生を専門とされています。

コンプルテンセ大学にはヒト胎児標本が所蔵されており、

ロドリゲス教授はこれらの『マドリッドコレクション』を用

いて数多くのヒト発生研究を行ってきた発生学の権威です。

私はこの講座の研究ラボにデスクをおき、『Origin of ear

o s s i c l e s』、『S e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  o p t i c  a n d

pterygopalatine ganglia』、『Early fetal development of the

trapezius and the sternocleidomastoid muscle』という 3 つ

の研究を立ち上げ、進めてまいりました。顕微鏡下での胎児

形態の観察に加え、組織切片の画像をコンピューターに取り

込んだ後に立体構築し詳細な形態学的観察を行ってきまし

た。今後は、この留学で獲得した知識やアイデアを活かして

いくことができればと考えております。

研究と同時に古くから伝統的に続いている板書中心の講義

や実習についても勉強してまいりました。講義は一年を通し

て行われ、医学生に混ざって参加させていただきました。コ

ンピューターによる講義が中心であった私にとってはとても

新鮮に映り、ロドリゲス教授がライブで描く人体の絵はとて

もリアルで臨場感がありました。学生たちも情熱をもって授

業に臨んでおり、私も大きく影響を受けました。

出張期間中は大学の学生宿舎に滞在したことから、スペイ

ン人の学生だけでなく、中国、ペルー、エクアドルの大学院

生とも盛んに交流を行いました。お互いに文化が異なること

から、それぞれの国についてディスカッションし、他の国の

文化だけでなく、日本文化について改めて興味を持ち考えさ

せられることとなりました。

このような貴重な出張の機会を与えていただきましたこと

を、井出吉信学長ならびに阿部伸一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いただきました、解

剖学講座の皆様に重ねて御礼申し上げます。ありがとうござ

いました。

▲ロドリゲス教授 ( 左 ) とともに :　コンプルテンセ大学医学部正面玄関にて ▲コンプルテンセ大学医学部正面玄関
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岩井千弥レジデント　日本口腔インプラント学会第 36 回関東・甲信越
支部学術大会で学術賞を受賞

平成 29 年 2 月 11 日 ( 土 )、京王プラザ（新宿区）で開催さ

れた日本口腔インプラント学会第 36 回関東・甲信越支部学

術大会で、口腔インプラント学講座の岩井千弥レジデントが

第 7 回学術賞を受賞した。これは学術委員会の厳正なる審

査の結果、口頭発表者の中から特に優れた 2 演題に授与さ

れるものである。受賞演題名は「密度勾配超遠心法により単

離したヒト唾液由来エクソソームの特徴的な性質」であり、

公益財団法人がん研究会がん研究所蛋白創製研究部にて研究

を行ってきた成果が評価された。

インプラント治療において全身疾患の把握は必須であり、

◀受賞した岩井レジデント（右）

そのスクリーニング検査としては、血液検査が一般的であ

る。しかし、歯科医師が扱える最も容易な検体は唾液であ

る。岩井レジデントの研究は、歯科医師がチェアサイドで採

取した唾液から全身疾患のスクリーニングを行うことが最終

ゴールである。今回は、唾液エクソソーム（宿主細胞由来の

タンパクや核酸を含む直径約 100nmの小胞）による全身疾

患スクリーニングの臨床応用の足がかりとなる、唾液エクソ

ソームを抽出・解析できることに成功した。今後、インプラ

ント治療への検査・診断技術を確立するためにさらなる研究

が期待される。

小島佑貴大学院生　95回 International Association for Dental
Research で Hatton Divisional Awards を受賞
平成 29 年 3 月 22 日（水）から 25 日（土）、サンフランシ

スコで開催された第 95 回 IADR（International Association

for Dental Research）、General Session & Exhibition の

Hatton Award Competition で、生理学講座の小島佑貴大学

院生が日本代表 Competitor として参加し、Senior 部門で口

演発表およびポスター発表を行った。

Hatton Award は、第 10 代 IADR 会長の Edward Hatton

博士の功績を称えて設けられた若手研究者を顕彰する賞であ

る。Junior 部門と  Senior 部門から構成されており、各 

division（アジア、北アメリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッ

パ、アフリカ）で代表選考を経て、本大会である IADR で最

終 Competition を行う。

Competition は 3 月 21 日（月）に closed で、15分 間 の

oral presentation が行われた。今回の発表内容は、国内選考

の際と同様の「Depolarization activates slow-activating

potassium ion channels in rat odontoblasts」であった。急

性単離した象牙芽細胞膜に発現している電位依存性 K＋チャ

ネルが石灰化の機序に関与している可能性を示した演題であ

り、その研究の質の高さ、臨床に応用できる可能性は高く評

価された。残念ながら、Hatton Awards 1st prize および

2nd prize には至らなかったが、IADR Hatton Divisional

Awards を受賞した。



トピックス

25281 号　2017年 5月 31日発行

  

    

     

▲会場での記念撮影（左から石原和幸教授、小島大学院生、村松 敬教授） ▲ IADR Hatton Divisional Awards の Certificate を持って報告（左から澁
川義幸准教授、小島大学院生、田﨑雅和教授） 

佐藤涼一大学院生　IADR 95th General Session & Exhibition
で Salivary Research Group Award を受賞

▲授賞式での佐藤大学院生（左）と Sarah Knox 唾液研究グループ長
（California 大学）

▲杉原直樹教授（左）と佐藤大学院生

、サンフランシスコ日（土） 52から日（水） 22月3年92平成 内容であった。安静時唾液の分泌には、日中に増加、夜間に

にある MOSCONE CENTERで開催された IADR 95th General 

Session & Exhibition において、衛生学講座の佐藤涼一大学

院生が Salivary Research Group Award と賞金 250 ドルを受

賞した。本賞は、唾液腺を対象とする研究者の中から事前の

抄録を審査し、発表内容の優れた演題に対し授与される学術

賞 で あ る。 受 賞 演 題 は「Clock gene’s expression in

submandibular acinar and ductal cells」であり、顎下腺にお

ける唾液分泌のサーカディアンリズム機構の解明を目的とし

て、時計遺伝子とクロライドチャネル・アクアポリン間の関

係性を明らかにした研究である。

本研究は本学口腔科学研究センターのコア研究アンチエイ

ジング部門 ( 生理学講座 澁川義幸准教授 ) における佐藤大学

院生の研究成果に新たに生理学・生化学的研究成果を加えた

減少をするサーカディアンリズムが存在しているが、このリ

ズム形成の分子生物学的メカニズムは未だ解明されていな

い。本研究ではサーカディアンリズムを形成している時計遺

伝子に着目し、顎下腺全体・腺房細胞・導管細胞の各々にお

ける時計遺伝子 Bmal1, Per2, Clock, Cry1 の mRNA 発現リズ

ムを示し、さらに水分泌に関連する Anoctamin1 と

Aquaporin5 の発現が顎下腺内でサーカディアンリズムを示

すことを初めて明らかにした。佐藤大学院生は、本成果から

時計遺伝子による唾液水分泌の日内変動制御モデルを作成し

ており、今後はドライマウスなどの疾患に対してサーカディ

アンリズムを用いた新たな治療法開発への発展が期待され

る。
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色川大輔助教　第 102 回アメリカ歯周病学会共催日本歯周病学会・日
本臨床歯周病学会 2016 年大会における発表で優秀ポスター賞を受賞

◀色川助教と齋藤 淳教授（右）

平成 29年 5月 12日（金）から 5月 13日（土）、福岡国際

会議場（福岡市）で行われた第 60 回春季日本歯周病学会学術

大会で、歯周病学講座の色川大輔助教が JSP/JACP Poster

Session General/Clinical Research 部門「ストローマン・

ジャパン賞」優秀賞を受賞した。本賞は平成 28 年 9 月 10

日（土）から 13 日（火）に、San Diego Convention Center で行

われた第 102 回アメリカ歯周病学会共催日本歯周病学会・

日本臨床歯周病学会 2016 年大会の JSP/JACP Poster

Session における臨床研究のなかで、特に優秀な発表に贈ら

れるものである。

受賞演題は「GTR using Xenogeneic Bone Mineral with

Collagen Membrane: A Multicenter Study」であり、歯周炎

により生じた骨縁下欠損に、脱タンパク質ウシ骨ミネラル

（DBBM）とコラーゲン膜（CB）の併用による再生療法を行っ

た効果について検討した。本学千葉病院と歯周治療を専門と

する開業医による多施設前向き研究であり、適切な研究デザ

インのもと実施され、歯周治療の臨床上意義の高い知見が得

られたことが評価された。

研究で使用された材料は、本学歯周病学講座と昭和大学歯

学部の研究チームによる臨床研究成果をもとに薬事承認が得

られたものであり、本研究は承認後の検証的臨床研究として

行われた。DBBMと CB の併用療法により良好な治癒が示さ

れ、再生のためのスペースメイキングが得られにくい骨欠損

の症例にも有用となる可能性がある。

尚、本研究の最終的な成果は、歯周治療分野で評価が高い

学術誌である International Journal of Periodontics and

Restorative Dentistry に掲載された。
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学生会ニ ュ ー ス 

平成 29 年度新入生・編入生合同オリエンテーション実施
平成 29 年 4 月 1 日（土）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・編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」、橋本正次副学長よ


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」、片倉 朗教務部長より「教務部の立場か

ら」、佐藤 亨学生部長より「学生部の立場から」として、そ

れぞれ概要説明が行われた。

その後、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。　


学生会主催新入生オリエンテーション開催

▲新入生・編入生が一同に介してのオリエンテーション

平成 29年 4月 8日 ( 土 ) 午前 10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。

今年は昨年学生会が行ったアンケート結果に基づき、新入

生がクラブ紹介前に各クラブの実態をより良くわかってもら

えることができるよう、午前 10 時からクラブ説明会を実施

した。約 2 時間行われた説明会にはほとんどの新入生が出

席し、各クラブの先輩たちに気軽に質問できる本企画は大変

な賑わいとなった。

午前 12 時からは例年通りクラブ紹介が行われた。はじめ

に総務委員長の大西眞実さん ( 第 4 学年 ) より開会の挨拶、

東歯祭実行委員長の小倉基寛君 ( 第 4 学年 ) から東歯祭実行

委員会の活動内容説明が行われた。

クラブ紹介は途中 2 回の休憩をはさんで行われ、参加し

た新入生・編入生・短期大学新入生は先輩の発表を楽しみな

がら、自分の入部するクラブを真剣な表情で選んでいた。

恒例の呼び出しは例年以上に盛り上がり、舞台の司会者か

らクラブの名前が呼ばれる度に観客席から大歓声が起った。

笑顔の先輩部員に迎えられる新入生達の嬉しそうな顔が見受

けられた。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。

▲大勢の新入生が参加したクラブ説明会 ▲コント仕立ての演劇部クラブ紹介
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本学教員著書について
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。

■本学教員著書　（本学の教員名が標題紙に記載されているものに限る）�

鳥山佳則　石井拓男 [ ほか ] 編
歯科衛生士のための歯科診療報酬入門
医歯薬出版、2017

東京歯科大学機関リポジトリが文部科学省優良事例に選定
平成 29 年 3 月 24 日（金）公表の平成 28 年度「学術情報

基盤実態調査」の報道発表資料の中で、東京歯科大学学術機

関リポジトリの取組みが優良事例として紹介された。

同調査は文部科学省が毎年行っているもので、国公私立大

学の大学図書館やコンピュータ・ネットワーク環境の現状を

明らかにし、その改善・充実への基礎資料となるものであ

る。

本学では、昨年 4 月に学内の研究成果を原則公開とする

ことを旨とした「東京歯科大学オープンアクセス方針」を採

択しており、国内で 5 例目、私立大学では初めてとなる。

早期策定に取り組んだことが評価されたことから、九州大学

と並んで優良事例として選定された。

▪参考

平成 28 年度「学術情報基盤実態調査」の結果報告について

―大学における大学図書館及びコンピュータ・ネットワーク

環境の現状について― 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/03/1383655. 

htm

平成 28 年度「学術情報基盤実態調査」について（概要） 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/_icsFiles/ 

afieldfile/2017/03/24/1383649_1.pdf

※ p19 に当該記事掲載
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我孫子市杉村楚人冠記念館主催講演会
平成29年3月7日（火）から5月14日（日）、杉村楚人冠記

念館（我孫子市）において、「没後 70年記念展示「血脇守之助

～我孫子が生んだ歯科医学の功労者」」が開催された。本学

建学者である血脇守之助の出生地が我孫子であることから、

催された展示会である。その展示資料として、大学史料室か

ら 4 点の資料（血脇守之助宛我孫子尋常小学校賞状、歯科医

開業免状（千葉県平民血脇守之助）、東京歯科医学院講義録

（複製）、Japan times 血脇特集号）を貸し出した。

また、展示会期中のイベントとして、平成 29 年 4 月 22

日（土）午後 2 時、生涯学習センターアビスタ（我孫子市）に

講演する金子名誉教授▶

おいて、「血脇守之助の生涯と功績」と題した講演が金子 譲

名誉教授を講師として行われた。当日、会場には星野順一郎

我孫子市長をはじめ 100 名近くの参加者が訪れ、金子先生

の講演に耳を傾けた。

講演概要および要旨： 

https://www.city.abiko.chiba.jp/event/shiseki_bunkazai/ 

sugimurasojinkan/eventkokuchi/kako_tenji/chiwaki_koen. 

html
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短期大学ニ ュ ー ス 

平成 29 年度　東京歯科大学短期大学入学式挙行
平成 29 年４月６日（水）午後１時 30 分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて東京歯科大学短期大学歯科衛生

学科の第 1 期生の入学式が挙行された。御来賓、学校関係

者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。

杉戸博記教学部長の司会のもと、まず国歌斉唱が行われ

た。そして、新入生は山田好秋副学長から呼名により紹介さ

れた後、石井拓男学長からの訓辞を緊張の面持ちで受けた。

つづいて、学校法人東京歯科大学の水野嘉夫理事長、東京歯

科大学の井出吉信学長からご祝辞をいただいた。

新入生代表の田村美桜さんによる誓詞の後、新入生には

石井学長より東京歯科大学の徽章が授与され、新入生代表の

主濱美藍さんの襟に徽章が輝いた。最後に東京歯科大学歯科

衛生士専門学校同窓の有志による合唱隊のリードで、出席者

全員が校歌を斉唱し、式は滞りなく終了した。

入学式につづき、杉戸教学部長から、ご臨席いただいた御

来賓の方々、教育に携わる教員および修学指導関係者が紹介

された。記念写真の撮影終了後、保護者の方々に対して石井

学長、山田副学長、杉戸教学部長からの挨拶と学校生活につ

いての説明が行われ、入学式のすべての日程を終了した。

◀訓辞を述べる石井学長

▲誓詞を述べる田村美桜さん ▲徽章を授与される主濱美藍さん

30
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▲入学式後の記念撮影
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　東京歯科大学短期大学の第 1 回の入学試験に合格されました、学生の皆様、そしてご父兄の皆様

のお喜びはいかばかりかと存じ、心から祝福申し上げます。

　東京歯科大学短期大学は、この入学式をもって本格的に教育を始めることとなります。皆さんは

第 1 回の入学生であり、第 1 回の卒業生となる栄光を担っています。

　この短期大学が、東京歯科大学の使命である歯科界のリーダーとなるには、幾つかの要素を満た

さなければなりません。

　一つは、教育担当者です。歯科医学教育において確固たる実績と評価を得ている東京歯科大学の

教育指導者が新入生皆さんの学修を支援し、優れた歯科医療従事者となるよう導いてまいります。

　二つ目は、充実した教育の施設、設備です。ご存知のように本学の教室、実験室、実習室は最新

の設備となっております。他の大学から視察が相次いでいるほどです。また、臨床実習を行う水道

橋病院は、改修が終わったばかりの真新しい病院となっております。そして市川総合病院では最新

のシミュレータを配置したスキルスラボを用意し、チーム医療の学修に最適の準備がなされていま

す。

　三つ目は良い学生を持つことです。良い設備と、優れた教育陣に加え、学修意欲に満ちた学生に

よってめざすべき短期大学になることができます。皆様のようなはつらつとした、希望に満ちた学

生を迎えることができましたことは、誠に幸せであり、喜びとするところです。

　新入生の皆様は、本短期大学のこれからの運命を担っていく方々です。我々とともに短期大学を

築きあげていく開拓者としての自覚を持って学生生活を送っていただきたいと思います。

　在学の 3 年間はとても忙しく、講義、実技、臨床実習に追われることと思います。皆さんは、東

京歯科大学短期大学教職員とご父兄の期待に応え、その後にある国家試験に見事合格し、晴れて歯

科衛生士となれるよう、今日この日から力強く一歩を踏み出していただくことを願いまして訓辞と

いたします。

　本日この入学式において、学長先生よりご訓辞を賜り、私たち一同は志を貫く決意を新たにいた

しました。

　諸先生方のご指導の下、勉学に励み、人格を磨き、学生の本分を尽くす事を誓います。

訓　辞

誓　詞

東京歯科大学短期大学

学　長　石井拓男

東京歯科大学短期大学歯科衛生学科

新入生代表　田村美桜
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平成 29 年度　東京歯科大学短期大学　学年暦

年　月　日 曜日 行事予定

平成 29 年　4月  1 日
3日

土
月

新入生オリエンテーション
新入生オリエンテーション

3日
4日

月
火

教授会
入学式

5日
6日

水
木

新入生オリエンテーション
前期授業開始

5月 1日 月 日数調整期間（〜5/2）
8日 月 教授会
25日 木 学生健康診断
28日 日 オープンキャンパス

6月 5日 月 教授会

7月 3日 月 教授会
15日 土 オープンキャンパス、入試説明会
20日 木 振替授業（月曜日分）
21日 金 夏季休暇（〜8/31）

8月 7日
26日

月
土

教授会
オープンキャンパス、入試説明会

9月 1日 金 前期授業再開
4日 月 教授会
7日 木 前期授業終了
8日 金 前期授業（予備日）（〜9/15）
15 日 金 教授会（臨時）
19日 火 前期定期試験（〜9/29）

10 月  2 日 月 後期授業開始
2日 月 教授会
14日 土 修学指導に関する保護者説明会
24日 火 振替授業（金曜日分）
27日 金 第 49 回東歯祭（〜10/29）

11 月  6 日
19 日
19日

月
日
日

教授会
推薦入学選考（高等学校長推薦、社会人・学士等特別選抜）
教授会（臨時）（推薦入学選考合格判定）

12月  2 日 土 前期追・再試験
3日 日 オープンキャンパス、一般入試説明会
4日 月 教授会
16日 土 前期追・再試験
25日 月 冬季休暇（〜1/7）

平成 30年　1月  9 日 火 後期授業再開
9日 火 教授会
31日 水 振替授業（金曜日分）

2月 4日
4日
5日
6日
9日
12日
13日

一般入学試験（Ⅰ期）日
日 教授会（臨時） （Ⅰ期）（一般入試 合格判定）
月 後期授業終了
火 後期授業（予備日）（〜2/9）
金 教授会（受験資格判定を含む）
月 東京歯科大学創立記念日
火 後期定期試験（〜2/23）

3月 4日 日 一般入学試験（Ⅱ期）
4日 日 教授会（臨時）（一般入試（Ⅱ期）合格判定）
5日 月 後期追・再試験（〜3/8）
5日 月 教授会
19日 月 教授会（臨時）（進級判定）
26日 月 春季休暇（〜3/31）
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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 午前 78 名、午後 58 名　午後 スタッフ 7 名）

平成 29 年 3 月 7 日（火）〜9日（木）解剖学実習室、標本室見

学

■埼玉県立大学（学生 32 名、教員 1 名）

平成 29 年 3 月 14 日（火）解剖学実習室、標本室、水道橋病

院見学

■学校法人村上学園 専門学校日本医科学大学校（学生 104

名、教員 9 名）

平成 29 年 3 月 16 日（木）解剖学実習室、標本室見学

■埼玉県立常盤高等学校（学生 76 名、教員 4 名）

平成 29 年 3 月 21 日（火）解剖学実習室、標本室見学

■学校法人阿弥陀寺教育学園 国際医療福祉専門学校（学生

38名、教員 3名）

平成 29 年 3 月 22 日（水）解剖学実習室、標本室見学

市川総合病院

■社会医療法人社団木下会 千葉西総合病院（医師１名）

平成 29 年 3 月 1 日（水）〜31日（金）市川総合病院整形外科

見学

海外出張

■中川 健教授（市病・泌尿器科）

JICA 泌尿器腹腔鏡手術普及促進事業において講師のため 3

月 3 日（金）から 7 日（火）まで、インドネシア・スラバヤへ

出張。

■松永 智准教授（解剖学）

第 1、2学年 Elective Study 引率のため 3月 6日（月）から

10日（金）まで、韓国・ソウルへ出張。

■石井武展講師（歯科矯正学）

第 3、4学年 Elective Study 引率のため 3月 5日（日）から

10日（金）まで、台湾・台北、台南へ出張。

■小島佑貴大学院生（生理学）、後藤多津子教授（歯科放射線

学）、佐藤 亨教授、村井友理レジデント、塩崎雄大大学院

生、露木 悠大学院生、沼田由美大学院生、林原貴徳大学院

生、（クラウンブリッジ補綴学）、長谷川大悟レジデント（口

腔顎顔面外科学）、喜田晃一レジデント、林 祥太大学院生、

小林孝誌大学院生、古川丈博大学院生（口腔インプラント

学）、吉成正雄客員教授、井上健児ポストドクトラルフェ

ロー（口腔科学研究センター）、星野照秀大学院生（口腔病態

外科学）、井出智子助教、高橋香央里大学院生（歯科麻酔学）、

木下英明講師、原田麗乃助教（歯科理工学）、齋藤 淳教授、

吉川幸輝大学院生（歯周病学）、備前島崇浩診療教員（千葉病

院）、野呂明夫講師（総合診療科）、佐藤涼一大学院生（衛生

学）、村松 敬教授（歯内療法学）、勝見吉晴レジデント（口腔

顎顔面外科学）田坂彰規講師、上窪祐基レジデント、

小峯明子大学院生（パーシャルデンチャー補綴学）、石原和幸

教授（微生物学）、中島 啓助教（臨床検査病理学） 

95th International Association for Dental Research（IADR）に

出席、および発表のため後藤教授は 3 月 18 日（土）から 25

日（土）まで、小島大学院生は 3 月 19 日（日）から 25 日（土）

まで、井出助教、高橋大学院生は 3 月 21 日から 26 日（日）

まで、塩崎大学院生、露木大学院生、沼田大学院生、林原大

学院生、村井レジデント、長谷川レジデント、林大学院生、

小林大学院生、古川大学院生、喜田レジデント、吉成客員教

授、井上ポストドクトラルフェロー、星野大学院生、原田助

教、木下講師、齋藤教授、吉川大学院生、野呂講師、備前島

診療教員、は 3 月 21 日（火）から 27 日（月）まで、佐藤教

授、勝見レジデントは 3 月 22 日（水）から 26 日（日）まで、

村松教授、石原教授、中島助教は 3 月 22 日（水）から 27 日

（月）まで、田坂講師、上窪レジデント、小峰大学院生は 3

月 22 日（水）から 29 日（水）までアメリカ・サンフランシス

コへ出張。

■原田裕久准教授（市病・外科）

Endovascular Aortic Global Leader Exchange Program参加

のため 3 月 19 日（日）から 24 日（金）までイギリス・ロンド

ンへ出張。

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科）

The 8th KAHNHO HOA International Spine Meeting での発

表、座長および The 7th SSHV Operative Spine Course にて

症例検討、手術参加のため 3 月 21 日（火）から 26 日（日）ベ

トナム・ニャチャンへ出張。

■眞木吉信教授（衛生学）

国際医療研究会のスタディーツアー引率、およびインドネシ



人物往来 

35281 号　2017年 5月 31日発行

     

 

        

ア大学での特別講義のため 3 月 22 日（水）から 26 日（日）ま

でインドネシア・デポックへ出張。

■岡野友宏客員教授（歯科放射線学）

国際歯科展示会（IDS）を視察、および歯科機械メーカー

（FONA）を訪問し装置の改良について討論するため、3月 22

日から 29 日（水）までドイツ・ケルン、イタリア・ミラノへ

出張。

■松浦信幸准教授（歯科麻酔学）

第 5 学年 Elective Study 引率のため 3 月 26 日（日）から 4 月

2日（日）までアメリカ・ボストンへ出張。

■井上 孝教授（臨床検査病理学）

FDI 年央理事会へ理事として出席のため 4 月 7 日（金）から

10日（月）までインド・ゴアへ出張。

■小髙研人助教（解剖学）

マテリアライズ本社工場見学およびワールドサミット参加の

ため 4 月 18 日（火）から 22 日（土）まで、ベルギー・ルー

ヴェン、ブリュッセルへ出張。

■西井 康講師、安村敏彦助教（歯科矯正学） 

2017 Annual Session American Association of Orthodontists

発表のため 4 月 20 日（木）から 26 日（水）までアメリカ・サ

ンディエゴへ出張。

■後藤多津子教授（歯科放射線学）

The 39th Association for Chemoreception Sciences 参加のた

め 4月 24日（月）から 5月 1日（月）まで、アメリカ・ボ

ニータ・スプリングスへ出張。

■櫻井 薫教授、上田貴之准教授 竜 正大講師、山本 悠大学

院生、沖 剛至大学院生、西宮文香大学院生（老年歯科補綴

学） 

2017 Annua l  Congress  o f  the  European Co l lege  o f

Gerodontology での発表および共同研究打合せのため 4 月

25 日（火）から 5 月 1 日（月）まで、マルタ共和国へ出張。
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大学日誌 

平成 29年 4月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉病院・歯科衛生士専門学校 

短期大学 新入生オリエンテーション


法人・大学・3病院合同辞令交付式


PF・RA・TA辞令交付式


土 TDC Net 講習会


レジデント辞令交付式（水病）


歯科医師臨床研修開始式（水病）


［防火・防災安全自主点検日］ 

日 

短期大学 新入生オリエンテーション

3 月
水道橋病院辞令交付式
大学院入学式・オリエンテーション
教務部協議会、TD C Net 講習会

新入職員オリエンテーション（市病）
臨床検査運営委員会（市病）

短期大学教授会、臨時病院運営会議（水病）

衛生士校 始業式 

平成 29 年度短期大学入学式
火
感染予防対策チーム委員会（水病） 

平成 29 年度入学式
水 短期大学新入生オリエンテーション
薬事委員会（水病）

リスクマネージャー ･ICT 会議（千病）
衛生士校　2・3年生前期授業開始 

新入生プレースメントテスト、5年生授業開始 ICC･ICT 委員会（市病）
木
5年生オリエンテーション プログラム委員会（市病）

カルテ指導委員会（千病） 

1・2年生・編入生健康診断
金
2・3・4年生オリエンテーション 

土 学生会主催オリエンテーション 

日 

1〜4年生前期授業開始
月
臨床教育委員会（水病）

衛生士校 3 年生Ⅱ期臨床実習開始
衛生委員会（千病）
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）、業務連絡会（千病）
千葉病院研修会（千病）
研修管理小部会（千病） 

5 年生登院時オリエンテーション 手術室運営委員会（市病）
火
保健安全管理委員会、給食委員会（水病） 診療材料検討委員会（市病） 

5 年生（124 期）登院式 救急委員会（市病）
水
リスクマネージメント部会（水病） ICU 運営委員会（市病） 

木 午後のリサイタル（市病） 

金 倫理審査委員会・利益相反委員会 

5 年生本登院開始、6年生プログレス期間終了
土 CBT を利用した国試等の現状把握 患者サロン（市病） 

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

日 

月 6年生総合講義関連説明、6年生オリエンテーション 医療安全管理委員会（市病） 

6 年生総合講義開始、臨床教授連絡会
全体教授会、人事委員会

火 口腔科学研究センター会議
情報システム管理委員会
褥瘡対策委員会（水病）

衛生士校 教員会 

大学院運営委員会
水 衛生委員会（市病）
大学院研究科委員会

課長会、図書事務連絡会


診療録指導委員会（水病）


医療安全管理委員会（水病）

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）

［機器等安全自主点検日］

36
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大学日誌 

21 金
第 161 回歯科医学教育セミナー
教養科目協議会

NST カンファレンス（市病）
給食運営会議（市病）

医療連携協議会（千病） 

22 土 CBT を利用した国試等の現状把握 

23 日 第 19 回試験問題作成に関するワークショップ 

24 月 キャンサーボード（市病） 

診療記録・情報システム管理委員会
25 火 教職員研修会（水病） （市病）

クリニカルパス委員会（市病） 

26 水
新入生学外セミナー（〜28日）
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）

糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病） 

27 木 衛生委員会
部長会（市病）
管理診療委員会（市病） 

28 金 

29 土 昭和の日　 

30 日

平成 29年 5月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉病院・歯科衛生士専門学校 

1〜4年生休講日（〜2日）
月 短大 授業日程調整期間（〜2日） 薬事委員会（市病）

［防火・防災安全自主点検日］
衛生士校 2・3年生休講日（〜2日） 

火 

水 憲法記念日 

木 みどりの日 

金 こどもの日 

土 

日 

月 短期大学教授会、臨床教育委員会（水病） 公認会計士決算監査（〜10日）（市病） 

プログラム委員会（市病）
大学院セミナー

火 地域連携委員会（市病）
感染予防対策チーム委員会

診療材料検討委員会（市病） 

救急委員会（市病）
大学院セミナー

水 ICU 運営委員会（市病）
リスクマネージメント部会

CPC（市病）
リスクマネージャー ･ICT 会議（千病） 

ICC･ICT 委員会（市病）
11 木 総合講義検討委員会（作業部会） 手術室運営委員会（市病）

治験審査・倫理審査委員会（市病）

公認会計士決算監査（〜12日）［千 


病・衛校］


カルテ指導委員会（千病）


金 

土 

日 

公認会計士決算監査（〜26日）［法人・大学・水病］
月

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
医療安全管理委員会（市病）

衛生委員会（千病）


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（千病）　　　


診療記録管理委員会（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）　


研修管理小部会（千病）


講座主任教授会
火 図書委員会、人事委員会
保健安全管理委員会、口科研センター会議 

基礎教授連絡会、大学院運営委員会 輸血療法委員会（市病）
水
大学院研究科委員会、薬事委員会（水病） 衛生委員会（市病）

15

16

17



 

大学日誌 

38 281 号　2017年 5月 31日発行

18 木

大学院新入生学外セミナー（〜20日）
図書事務連絡会
5・6年生定期健康診断、5年生全体集合
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）

部長会（市病）
内視鏡室委員会（市病） 

19 金 倫理審査委員会・利益相反委員会
NST カンファレンス（市病）
栄養管理委員会（市病） 

20 土 ［機器等安全自主点検日］患者サロン（市病） 第 8 回ロビーレクチャー（千病） 

21 日 

22 月 第 162 回歯科医学教育セミナー、教務部協議会 

23 火
教職員健康診断（〜25日）、学生部（課）協議会
教職員研修会（水病）

業務改善委員会（市病）
市川リレーションシップカンファレン
ス（市病） 

24 水
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）

糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病） 

25 木
短大 学生健康診断、衛生委員会
研修管理委員会（水病）、

管理診療委員会（市病）
災害対策委員会（市病） 

26 金 がん薬物療法小委員会（市病） 

27 土 

28 日 短期大学 オープンキャンパス 

29 月 国際交流部運営委員会 キャンサーボード（市病） 

30 火
法人理事会
法人評議員会

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） 

31 水 情報システム管理委員会
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平成 29 年度学生数一覧

平成 29 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  61 73 134 Ａ班：No.1〜68
Ｂ班：No.69〜135 

21

2 年  67 69 136 Ａ班：No.1〜68
Ｂ班：No.69〜136

3 年  76 72 148 Ａ班：No.1〜75
Ｂ班：No.76〜149 

74

4 年  69 83 152 Ａ班：No.1〜75
Ｂ班：No.76〜150

151　152

5 年  66 70 136 Ａ班：No.1〜27
Ｂ班：No.31〜57
Ｃ班：No.61〜86
Ｄ班：No.91〜118
Ｅ班：No.121〜148

28〜30
58〜60
87〜90 
119, 120

6 年  94 61 155 38, 55, 62, 110 
131, 153 

60

合計 433 428 861 平成２９年５月１日　教務課
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東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（平成29年5月現在）

橋本貞充

阿部潤也　　井上直記
上田貴之　　大塚　健
鎌田美樹　　菊地聡子
小泉淳子　　佐藤正樹
髙橋恭子　　田島大地
多田美穂子　久永竜一
藤倉隆行　　船山雅史
前田健一郎　山本美紀
渡辺　賢

第280号の記事中に次の間違いがありましたので、お詫びして訂正します。
20頁　第411回大学院セミナー開催　本文中　芝秀樹先生→柴秀樹先生

編集後記

　平成29年4月。静まりかえった血脇記念ホールに、新入生

ひとり一人の呼名が響きわたりました。

　学部の入学式の壇上では、第1学年第128期生の128名と

第2学年の7名の編入生を代表して、香田安咲英さんが学生

の本分を尽くすことを宣誓し、阿部尚昭君がスーツの襟に付

けられた徽章を誇らしげに皆に示しました。

　人生の中でもっとも輝きを放つ時間となる、東京歯科大学

での6年間の学生生活が、春爛漫のさいかち坂の上で始まり

ました。

　そして、水道橋校舎本館14階の真新しいフロアでは、東

京歯科大学短期大学歯科衛生学科の第1期生の51名があらた

に加わり、短大としての初めの一歩を踏み出しました。

　理事長の祝辞にあった「感動」と「感激」の2つの言葉。

その2つはよく似たように見えるとしても、大きな違いがあ

るのだということ。

　これらからの学生生活では、仲間達との関わりの中で、感

激を分かち合ういくつもの機会があります。そして、ほんと

うに大切なことは、ひとから与えられる感激とは違った、自

分の心の深いところで感銘を受けて強く心を動かされるよう

な感動に出逢っていくこと。感動の先には、自分の人生が大

きく変わっていくことが、きっとあるはずです。チャンスの

神様は前髪しかありません。今、目の前にあるのが、そのチ

ャンスだとしたら・・・。

　6年後に迎える卒業式の朝。東京歯科大学の学生としてす

べての壁を乗り越えてきた自分自身を、誇りと自信を持って

認めてあげられますように。

　あなたのとなりには、同じゴールを目指して歩く心強い仲

間たちがいます。ファイト！

広報・公開講座部長：橋本貞充

さいかち坂校舎の第128期の新入生たち 短期大学歯科衛生学科の第1期の新入生たち

　
48
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