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　第129期生の新入生の皆さんを、東
京歯科大学の新しい仲間として、教職
員一同、心から歓迎したいと思いま
す。また保護者の皆さまに、大学を代
表して、心よりお祝いを申し上げま
す。　
　創立130年を目前とする我が校の建
学の精神は、東京歯科大学の基礎をつ
くりあげた血脇守之助先生の「歯科医
師たるまえに人間たれ」の言葉です。
本学のアドミッション・ポリシーにあ
るように、歯科医師としての知識・技
能だけでなく、高い倫理観や人間性・
協調性をもち、生涯にわたって自己研
鑽に励み、優れた問題発見能力と問題
解決能力を持つ、歯科医師を送り出す
ことを基本理念としています。

　さて、皆さんは、数ある職業の中か
ら、歯科医師を目指すことを決め、
今、ここに立っています。将来、歯科
医療チームのリーダーとなるべき人た
ちなのです。
　医師や歯科医師は、痛みを持った一
人ひとりの患者さんにより添い、さま
ざまな検査や診査をおこない、そし
て、自らの知識と経験でその病気を診
断し、最適な治療方針を立て、治療を
進めていくという、重い責任がありま
す。今までの勉強は、学校の先生から
教えられるものであり、すべて教科書
に書かれていることだけでした。

　しかし、実際の医療現場では、教科
書に載っているものだけではない、さ
まざまな病気があり、それを治療して

いくためのいくつもの正解があるので
す。本当の答えや治療のためのヒント
は、世界中で病気を治療するために努
力しているたくさんの研究者達の論文
の中にあり、患者さんのために医療の
現場のなかで、日々それらの新しい知
識を学び続ける姿勢は、歯科医療を目
指す人たちの義務となるのです。
　皆さんは、これから学んでいく膨大
な知識と経験をもとに、目の前の患者
さんに安心と喜びを与えて行くことが
できる立場になっていくのです。その
ためにも、今日、今ここで、強い覚悟
を持って、東京歯科大学の学生となる
ことを宣言してください。

　これから、目が回るほど忙しい学生
生活が始まります。それは、他の大学
の学部の学生たちとは、大きく違った
ものかもしれません。しかし、皆さん
は、自分自身でその道を選んだ。
　誰が自分の人生の方向性を決めたの
か。そのことを忘れずに、勉学に励ん
でください。　
　そして、学生生活を楽しむことも忘
れず、仲間をつくり、遊ぶ時には思い
っきり遊び、クラブ活動や社会でのさ
まざまな活動に参加し、海外に出か
け、視野を広げていってください。
　6年間の東京歯科大学での学びの後
には、必ず、頑張ってきた自分自身を
誉め、誇りに思う日が来ます。　
　一日一日を大切にして、勉学に励ん
でいってください。

　入学おめでとう。

訓　辞
東京歯科大学

学長　井出吉信

平成30年度　入学式挙行 学長訓辞

 

 

平成30年度　入学式挙行

平成30年度　東京歯科大学入学式挙行


平成30年4月5日（木）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30年度東京歯科大

学入学式が挙行された。

式には、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て行われた。

初めに佐藤亨学生部長の開式の辞の後、国歌斉唱、

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。

次いで井出学長による訓辞、矢﨑秀昭同窓会会長か

ら祝辞が述べられ、新入生代表の大内慎太郎君による

宣誓と、内田晃平君のスーツの左襟に徽章が授与さ

れ、会場の新入生、保護者、教職員に披露された。最

後に出席者全員で校歌を斉唱し、滞りなく入学式が終

了した。

▲訓辞を述べる井出学長 ▲祝辞を述べる矢﨑同窓会会長

▲新入生を代表して「宣誓」する大内慎太郎君 ▲徽章を授与され披露する新入生代表の内田晃平君
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訓　辞
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平成30年度　入学式挙行 同窓会長祝辞

祝　辞

東京歯科大学同窓会
会長　矢﨑秀昭

新入生の皆様、また保護者の皆様、東京歯科大学入

学誠におめでとうございます。母校の同窓を代表して

心からお祝い申し上げます。

本学は128年前の1890年・明治23年に岡山県出身

の髙山紀齋先生により日本で最も歴史と伝統を誇る歯

科医学院として設立されました。その後、日本の近代

歯科医学・医療を確立した、本学の建学者である

血脇守之助先生により、東京歯科医学専門学校そして

東京歯科大学と、歯科医学教育及び研究の先駆者とし

て広く世界に向かって発展してきました。

血脇守之助先生は「歯科医師は生涯にわたる研鑽

と、共に助け合い、さらに人間性を高めることが大切

である」として東京歯科大学同窓会を設立し、さらに

その後、日本歯科医師会も創設されております。

同窓会のホームページにある「同窓会案内」をクリ

ックして頂くと、髙山・血脇両先生の写っている創立

120周年記念として作成された「７分間で綴る東京歯

科大学同窓会の歴史」の動画が掲載されています。こ

れにより本学を創設し、発展させてきた方々の歯科医

学・医療への厚い情熱を知ることが出来ますので、新

入生、ご父兄の皆様にも是非ご覧頂きますようお願い

申し上げます。

井出学長の訓辞にもありましたように、現在の歯科

医療は単に口腔にとどまらず全身の健康とも深く関連

し、特に日本社会の著しい高齢化において、健康寿命

の延伸に多大なる貢献をしております。このように現

在の歯科医療は深く社会との関連があり、学生時代に

歯科医学の学習と共に、より広い視野と社会性、さら

に人間としての品格を養うことが必要となっていま

す。

そのためには生涯にわたっての友人を作り、さらに

先輩、後輩との結びつきを構築してゆくことが必要と

なります。その手助けとなるために本学には多くの運

動部、文化部、同好会などがあり、それぞれ大変活発

な活動をしております。是非、それらに早い時期から

所属して、大いに学生生活を楽しみ、さらに医療人と

しての社会性を身につけて頂くよう願っています。

現在、本学の卒業生である同窓生は全国に9,100名

余おり、全国全ての都道府県に同窓会支部がありま

す。皆様は入学と同時に本学の同窓会の準会員とな

り、さらに卒業と同時に生涯にわたって同窓会の会員

となります。全国にあります同窓会支部は学生の皆

様、さらにご父兄との連携を心から歓迎しておりま

す。同窓会本部にお聞き頂ければそれぞれの地域の支

部との連絡が取れますので是非学生時代からの交流を

図って頂くようお願い申し上げます。

入学誠におめでとうございます。

この6年間が充実し、光輝く大学生生活となること

を心から願ってお祝いの言葉とします。

4
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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　大内慎太郎
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教授就任のご挨拶

生理学講座

澁川　義幸

このたび、教授会のご推挙を賜り、本学生理学講座の教授

ならびに講座主任を拝命いたしました澁川義幸です。生理学

講座は、昭和 22 年に加藤元一教授を主任として発足し、

山田 守教授、伊藤秀三郎教授、坂田三弥教授、笹岡京子教

授、鈴木 隆教授、田﨑雅和教授が歴任されました。

私は平成７年に本学を卒業し、同年助手として生理学講座

に入局、故鈴木元教授、田﨑前教授に師事してまいりまし

た。平成 15 年より２年間、カルガリー大学医学部・生体物

理学講座への研究留学の機会に恵まれ、Wayne Giles 教授、

Paul Schenetkamp 教授の元で、心室に存在する線維芽細胞

の Kv チャネルの解析、近年ではエナメル質形成に重要とさ

れる K + 依存性 Na +-Ca2+ 交換体のアミノ酸変異による構造−

機能連関の研究について研鑽を積ませていただきました。

研究のテーマは、象牙質形成細胞である象牙芽細胞の生理

学的特性に関するもので、象牙芽細胞の細胞膜シグナル伝達

系や細胞内シグナル、異なる細胞の間での情報伝達系の解析

を中心に行っています。加えて、当講座の長年の研究テーマ

である感覚生理学研究を引き継ぎ、歯痛の発生メカニズムの

研究も行っております。これらの研究に加え、三叉神経領域

の侵害受容機構とその調節機序や、唾液腺における水・タン

パク質輸送とイオン再吸収メカニズム、時計遺伝子発現調節

の分子メカニズムなど多岐にわたる研究を行っております。

教育では、生理学・口腔生理学教育を担当しております。

高齢化社会に伴う歯科医療の社会的ニーズ変化に対応し、口

腔機能のみならず全身の生体機能について、分子機構から生

体システム、発育と加齢変化まで、広い視野で人体の正常機

能を理解できるよう教育を行っております。今後もさらに盤

石な教育体制を整えていきたいと思っております。

微力ではございますが、より高度な歯科医療を実践できる

歯科医師の養成と、より高度な研究の推進、より高度な歯科

医学研究者の養成につとめ、本学の発展に少しでも寄与でき

るよう努めてまいります。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。

市川総合病院小児科

福島　裕之

市川総合病院小児科に教授・部長として赴任いたしました

福島裕之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私は長らく慶應義塾大学病院での小児循環器疾患を中心と

した診療、初期臨床研修医の教育、そして医学部における医

学生や若手医師の育成に関わって参りました。市川総合病院

では、専門分野の診療に加えて、ひとりのお子さんの人生そ

のものを支える総合的な診療を小児科チームとともに行いた

いと思っております。近年増加傾向にあるアレルギーをもつ

お子さんの診療など、新たな分野の勉強も楽しみながら進め

ていく所存です。

歯科学生の育成に携わることができることも大きな喜びで

す。早々に、歯科学生とともに臨床実習を行う機会がござい

ましたが、東京歯科大学の学生は人柄がよく、プロフェッ

ショナルを目指す強い意志をもっていると感じました。歯科

医師国家試験の問題を拝見しますと、小児歯科学の分野にお

いて医師国家試験と同等の、小児の生理や全身疾患に関する

出題が多くなされていました。国家試験の問題は社会から歯

科医師へのニーズを表していますので、小児科学の講義や臨

床実習を通じて、社会から望まれる歯科医師を育てることが

できるよう工夫をいたしたいと思います。

臨床研究につきましても、歯科大学の附属病院であること

を活かして、歯科の先生方との共同研究を行いたいと思って

おります。例えば、最近頭痛で悩む子どもが増えており、そ

の背景に咬合や咀嚼の問題が存在することが少なくないと言

われておりますので、歯科医師の方とともに小児頭痛外来を

開き、頭痛に対する独自の対応法を提案することなどを考え

ております。

市川総合病院における小児分野の診療、教育、研究につい

て、皆様のご支援をいただけましたら幸いです。
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准教授就任のご挨拶 図書館長就任のご挨拶

市川総合病院外科学講座

長谷川　博俊

この度、平成 30年４月１日付で市川総合病院外科学講座准

教授を拝命いたしました。井出吉信理事長・学長、西田次郎

市川総合病院病院長をはじめ選考委員会の皆様、松井淳一市

川総合病院副病院長、ご推薦いただきました北川雄光慶應義

塾大学病院院長、慶應義塾大学医学部外科学教授に心より感

謝申し上げます。

私は昭和 62 年に慶應義塾大学医学部を卒業し、外科学教

室へ入局いたしました。２年間の関連病院への出向を含む３

年間の外科研修後、大学へ帰室し一般・消化器外科大腸班へ

所属し３年間研修・研究いたしました。その後平成５年から

４年間、足利赤十字病院に外科スタッフとして出向し、消化

器疾患全般の診療に従事いたしました。平成９年から２年間

英国バーミンガム大学外科に留学する機会に恵まれ、そこで

大腸癌のみならず炎症性腸疾患、機能性腸疾患の臨床、臨床

研究を行う傍ら、英国の隅々まで旅行を楽しみました。平成

11年に帰国と同時に、慶應義塾大学へ大腸班スタッフとし

て帰室いたしました。帰室後は 19 年間、おもに大腸疾患に

対する低侵襲治療に関わってまいりました。

大腸癌は今や男性では第３位、女性では第１位（乳癌では

ありません）の死亡原因として非常にありふれた疾患です。

大腸癌に対する治療は外科的治療、化学療法ともここ 10 年

間で大きく進歩いたしました。また内視鏡治療も進歩し、こ

れまで腹腔鏡下手術となっていた大きなポリープも内視鏡的

治療が可能になっています。もしお知り合いの方で、大腸に

ついて問題を抱えておられる方がいらっしゃいましたら、い

つでもご紹介ください。

診療・教育・研究を通じて微力ではございますが、東京歯

科大学および東京歯科大学市川総合病院の発展のために、貢

献してまいる所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻のほ

ど宜しくお願い申し上げます。

歯内療法学講座

古澤　成博

４月１日より田﨑雅和前図書館長の定年御退職の後任とし

て、図書館長を拝命いたしました。大変光栄であると同時

に、歴史と伝統のある本学の図書館長という職務の重大さに

身が引き締まる思いであります。現在、30万冊を超える書

籍を所蔵している本学の図書館は、それぞれの校舎に付属す

る形で、水道橋校舎の新館および本館、さいかち坂、市川、

千葉と５か所で運用されております。中でも敷地面積の大き

い千葉校舎には 236,000 冊を超える蔵書があります。御承

知のように、今後千葉校舎の規模がさらに縮小されることが

決定し、それに伴い図書館の縮小も懸念される方も多かった

ようですが、縮小せざるを得ないのは開館している時間のみ

で、現在のところ従来どおりの運用を続ける予定です。

さて、一般の公共の図書館は、６割以上の人達が「年に数

回」利用しているとのデータがあるそうです。かつて本がと

ても高価であった時代には、図書館は知識を得るための唯一

の場所でしたが、今日、従来のメディアに加えてインター

ネット環境が整備され、情報が氾濫している時代の中で、図

書館が担う役割は大きく変貌しています。単なる知識や情報

収集の場だけでなく、会社や自宅と異なるリラックススペー

スを求め、または友達とのコミュニケーションの場を求める

など、「本」そのものよりも、むしろスペースの在り方に重

点が置かれているようです。本学の図書館は一般の図書館と

違って、書店で見かけた本を借りて読んでみるなどという利

用法は少なく、論文執筆にあたって参考文献を引用するため

に専門雑誌を読んだり、学生教育のための正しい知識を習得

するために利用したりという使い方が多いと思われます。し

かし、最近では学生の試験直前の勉強の場としての利用率が

高く、本来の「医学誌」そのものよりもスペースに重点が置

かれる点に、一般の公共施設の図書館と同じような傾向があ

るように感じます。そんな中にあって、数年前より歯科医学

雑誌の電子ジャーナルの安定した供給に力を入れてきまし

た。今後もこの方針を変えずに、必要な経費をかけて電子

ジャーナルをはじめとする学術情報の発信を継続して行う予

定です。また、システムの管理、運用そして保守も含めた円

滑な業務を遂行し、より良い図書館を目指してまいりますの

で、皆様御協力の程、何卒宜しくお願いを申し上げます。
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高橋正憲名誉教授ご逝去

名誉教授

高橋正憲先生

本学名誉教授である高橋正憲先生が、平成 30 年３月

25日ご逝去なさいました。享年 75 歳、突然の訃報でし

た。高橋先生は、昭和 18 年３月１日に千葉県に生まれ、

昭和 36 年３月に千葉県立長生第一高等学校をご卒業後、

昭和 44 年３月に慶應義塾大学医学部をご卒業され、昭和

44年５月慶應義塾大学医学部整形外科学教室へ入局され

ました。入局後は名古屋保健衛生大学（現藤田保健衛生大

学）整形外科学教室講師などを歴任ののち、昭和 56 年２

月より東京歯科大学市川総合病院整形外科に講師として就

任され、その後昭和 57 年 11 月に助教授、平成２年４月

に教授に就任されました。平成 16 年６月には新設された

同院リハビリテーション科に転籍、初代教授に就任され、

平成 20 年３月定年退職、同年４月に名誉教授となられま

した。

同院在任中には、平成６年４月に副病院長、平成 10 年

６月に病院長に就任され、平成 16 年５月まで病院長職を

務められました。平成 11 年４月には東京歯科大学理事に

も就任されました。

この間、自家考案皮下腱鞘切開刀によるばね指手術を含

め、ご専門である手の外科を中心に診療され、昭和 57 年

５月には日本手の外科学会評議員にも選出されました。ま

たそれまで病院の一併設部門であったリハビリテーション

部の拡充に務められ、優秀な各療法士の獲得にも尽力さ

れ、平成 16 年６月にはリハビリテーション科としての独

立を獲得し、初代教授に就任されました。病院長時代に

は、救急医療および地域連携の充実をはじめとした診療体

制の充実に尽力され、こうして現在の病院の発展の基礎を

築かれました。

ご退任後も慶應医学部 OB 団体である三四会の千葉県支

部会長を務められるなど、大変精力的にご活躍されておら

れました。

ときに厳しく、ときに優しく教えていただき、またとても

ユーモラスで、人間的にも大変魅力のあった先生のご逝去が

残念でなりません。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

（市川総合病院リハビリテーション科部長　

准教授　堀田 拓）
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平成 29 年度臨床研修医修了式挙行
平成 29 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 30 年３月 16 日（金）午前９時よ

り、水道橋校舎本館第２会議室において行われた。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 28 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 29 年

度臨床研修歯科医症例報告会」（２月７日（水）・８日（木）開

催）の最優秀賞（中根 咲）ならびに優秀賞２名（小野紗友美、

道脇愛美）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、３月 15 日（木）午後２時 30 分より、

市川総合病院第２・３会議室において、医科・歯科の臨床研

修修了式が合同で行われた。式は司会の小林友忠事務部長の

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６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、３月 22 日（木）午前９時より、千葉校舎歯

▲修了証を授与する西田市川総合病院長（左）

科臨床研修医室において行われた。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。
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市川市との合同医療救護活動訓練実施
平成 30 年３月３日（土）午後２時より、地震などの大規模

災害に備え、市川市との合同医療救護活動訓練を行った。

市川総合病院は千葉県の地域災害拠点病院に指定されてお

り、災害時には多数の負傷者が押し寄せることが予測され

る。市川市は当院敷地内に医療救護所を設営する予定で、医

師会から派遣された医師が負傷者の応急手当てと病院内への

搬送の要否判断などを実施することになっている。

訓練は東京湾北部を震源とするマグニチュード 7.3 の地震

が発生、総武線沿線の市街地で震度６強の揺れに襲われて建

物の倒壊などで多くの負傷者が出たとの想定で始まった。

当院の役割は、市川市および市川市医師会と相互に連携を

図り、すみやかに医療救護活動を実施し、後方病院の機能を

果たすというものである。当院が患者で溢れ、重傷者への対

応など本来の役割が損なわれてしまう可能性があるため、市

川市により当院正面に仮設救護所が設営され、市川市医師会

の医師によるトリアージが実施されることとなっている。軽

微な負傷患者は仮設救護所で治療して帰宅させ、院内での治

療が必要となる重症患者を判別して後方病院である当院へ搬

送する。一方、当院側では仮設救護所から搬送されてくる重

症患者を受け入れ、院内で二次トリアージを実施して重症患

者の処置を行うという、それぞれの役割が予め決められてい

る。訓練は、そうした役割分担を想定して行われた。

当日は天候にも恵まれ、市職員や市川市医師会・歯科医師

会・薬剤師会・千葉県接骨師会市川浦安支部、当院教職員ら

約 200 名が参加した。

訓練内容としては、本部の動きを重点課題とし、また例年

に比べて多数の傷病者の想定で行ったが、滞りなく進行し、

人の動きや各種オーダーなどの流れを確認することができた

が、今後の課題となる問題点も数多くあり、実際に災害が発

生した際に受け入れ能力を超えた多数の被災者が来院した場

合には、対応が不可能になるという現実も想像される。全体

的には、災害医療対応の基本を理解できる訓練であったが、

医療資源の枯渇やライフラインの途絶などによる病院機能が

低下した場合の対応についてなど、災害時の基本的な考え方

や、流れを理解する上でも災害に対する意識がより高まった

訓練となった。

▲一次トリアージ風景 ▲救急車による搬送風景

▲院内における傷病者処置風景 ▲院内における傷病者処置風景
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平成 29 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
平成 30 年３月８日（木）午後６時より、市川総合病院講堂 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

において、平成 29 年度市川総合病院医科・歯科臨床研修医 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。

合同症例発表会が開催された。この会は、医科・歯科臨床研 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

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 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

例について学会形式で発表するものである。第９回目となる 会となった。

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

▶発表する臨床研修医

平成 29 年度第 10 回水道橋病院教職員研修会開催
平成 30 年３月 22 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 29 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「平成 29 年度総括と平成

30年度診療報酬改定について」と題して、水道橋病院診療

録指導委員会の委員である加藤興一非常勤講師より解説が行

われた。

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。

また、平成 30 年度診療報酬改定について、主要改定項目

の概説ののち、特に当院が関係する改定項目に焦点をあて解

説が行われた。今回の多岐にわたる改定について、教職員の

意識向上、改定内容を把握するにあたり、各分野ごとにポイ

ントを絞った解説が行われ、４月からの診療において非常に

参考となる内容であった。

今回の研修会は、保険医をはじめ、歯科医療に携わる水道

橋病院のすべての教職員が歯科医療を行っていく上で、大変

有意義な研修会であった。

▶解説をする加藤非常勤講師
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一般入学試験（Ⅱ期）・大学入試センター利用試験（Ⅱ期）、編入学試験B、
学士等特別選抜 B実施
平成 30 年３月 10 日（土）午前９時より、平成 30 年度一

般入学試験（Ⅱ期）・大学入試センター利用試験（Ⅱ期）が、水

道橋校舎において実施された。一般入学試験では 221 名、

大学入試センター利用 17 名、併願者 16 名、合計 238 名

（実数 222 名）、また、編入学試験Ｂ、学士等特別選抜Ｂも

同時刻に水道橋校舎で開始され、14名の志願者があり、小

論文・小テストおよび面接試験が行われた。一般入学試験

（Ⅱ期）、大学入試センター利用試験（Ⅱ期）は共に３月 13 日

（火）夕方に合格者が発表された。編入学試験Ｂの合格者は、

来年度の第２学年に、学士等特別選抜Ｂは第１学年に入学す

る。なお、合格者には３月 13 日（火）に合格通知が発送され

た。

千葉病院から千葉歯科医療センターへ名称が変更
千葉病院は、昭和 56 年に大学の千葉キャンパス移転と同

時に開院し、これまで長い間地域医療に貢献してきた。大学

の水道橋キャンパスへの回帰に伴い、平成 30 年４月より病

院から有床診療所「東京歯科大学千葉歯科医療センター」へ

と名称変更となった。

大学機能の水道橋移転により、診療スタッフが少なくなっ

たが、これまで通り地域密着型の歯科医療機関として、大学

附属施設ならではの高度で専門的な歯科医療を安全・安心に

提供していくこととしている。千葉キャンパスの再開発計画

には、新たな千葉歯科医療センターの建設計画も含まれてお

り、千葉地域における同センターの果たす役割に大きな期待

が寄せられている。

学校法人東京歯科大学平成 30 年度辞令交付式挙行
平成 30 年４月２日（月）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 30 年度

辞令交付式が行われた。本年で３回目となる本学全施設合同

での新入教職員の辞令交付式であり、教育職員 19 名、医療

技術系職員 10 名、看護系職員 76 名、事務系職員 13 名、

労務系職員１名、PF １名、リサーチレジデント１名、レジ

デント 35 名、臨床研修歯科医 115 名、臨床研修医 10 名の

合計 281 名が出席し、緊張した面持ちで辞令交付式に臨ん

だ。

井出吉信理事長・学長からの挨拶の後、新入職員代表とし

て市川総合病院看護師の谷川寛乃さんが井出理事長より辞令

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、東京歯科大学の一員として新たな一

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。

◀宣誓をする谷川さん

12
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平成 30 年度臨床研修開始式挙行
平成 30 年４月２日（月）に臨床研修開始式が水道橋病院、

市川総合病院、千葉歯科医療センターにおいてそれぞれ挙行

された。

水道橋病院では、午前 11 時 45 分より、水道橋校舎本館

第２会議室において行われた。古澤成博水道橋病院研修管理

委員長による開式の辞に続き、矢島安朝水道橋病院長より臨

床研修歯科医 29 名に辞令が交付された。続いて、矢島水道

橋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行われた。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いただ

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。

千葉歯科医療センターでは、午後２時 10 分より、千葉校

舎歯科臨床研修医室において行われた。一戸達也千葉歯科医

療センター長による訓示に続き、石崎 憲研修管理委員長か

らの挨拶をいただき、無事に式を終了した。

▲辞令交付をする矢島水道橋病院長

13
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学内ニ ュ ー ス 

第 125 期生登院式挙行
平成 30年４月 11日（水）午前９時 30分より、水道橋校舎

本館第１講義室において、第 125期生（平成 30年第５学年）

146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、一戸達也千葉歯科医療センター

長が訓示を述べ、次いで、登院生を代表して平井研吾君が宣

誓を行った。

引き続き列席者の紹介があり、列席者から登院生に対して

挨拶が行われ、式は盛大のうちに終了した。

第 125 期生は今までに学んできた授業や課外活動、総合

学力試験や共用試験に合格していく中で修得した、知識・技

能・態度を活かして、登院実習に臨むべく、充実した表情で

訓示を聞いていた。

◀第 125 期生を代表して宣誓を行う平井研吾君（左）

第 171 回歯科医学教育セミナー開催
平成 30 年４月 20 日（金）午後６時より、水道橋校舎本館 職員一丸となって情報の共有－」と題し、今年度の講義・実

第１講義室において、第 171 回歯科医学教育セミナーが開 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

催された。今回は、「新年度の教育体制について」と題し、 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

橋本正次副学長、片倉 朗教務部長から説明が行われた。当 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

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 験、共用試験 CBT との比較・考量等がなされた。

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

はじめに、橋本副学長から本学の平成 30 年度入学試験の くの参加者が集まり、質疑応答も活発に行われ大変有意義な

講評が、他大学歯学部の入試状況と併せて行われた。 セミナーとなった。

続いて、片倉教務部長より「平成 30 年度の教育方針－教

◀説明をする橋本副学長

14
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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
平成 30 年４月 21 日（土）と 28 日（土）、水道橋校舎本館

第１講義室において、歯科医師国家試験問題等の現状把握の

ための教員オンライン・テストが開催された。基礎系・歯科

臨床系部門に所属する教員を対象に「教育職員が、歯科医師

国家試験問題等を理解することにより、自身の分野だけでな

く、幅広い分野の出題傾向・状況を把握し、学生の教育・指

導に資する」という目的で実施され、両日合わせ 143 名も

の教員が受験した。

▲受験する教育職員

第 21 回試験問題ワークショップ開催
平成 30 年４月 22 日（日）午前９時 30 分より、水道橋校

舎新館第２実習講義室と第２講義室において、第 21 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明海大学の天野 修教

授と東京医科歯科大学の大槻昌幸准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。さ

ら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。さらにグループ毎にブ

ラッシュアップした問題について発表し、全体で各グループ

の発表に関して意見を出し合った。

当日は教育職員 39 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。

▶グループでのブラッシュアップの様子
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学内ニ ュ ー ス 

平成 30 年度第１回水道橋病院教職員研修会開催

▲マニュアルの改正点について説明する末石教授

平成 30 年４月 24 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 30 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４種類（個人情報保護管理マニュ

アル、医療安全管理マニュアル、感染予防対策マニュアル、

医薬品の安全使用のための業務手順書）の内容が改訂された

ことを受け、「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

「個人情報保護管理マニュアル」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り、次に

「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

ジメント部会副会長の半田俊之講師から説明があった。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

対策チーム委員会の辻野啓一郎講師から説明があり、最後に

「医薬品の安全使用のための業務手順書」の改正点について

薬事委員会副委員長の山根理恵子主任薬剤師より説明があっ

た。

今回の研修会は、各マニュアルの改正内容について、教職

員が正確に認識することにつながる大変有意義な研修会と

なった。

平成 30 年度新入生学外セミナー開催
今回で 21 回目を迎える平成 30 年度新入生学外セミナー

が、平成 30 年４月 25 日（水）から 27 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」で開催された。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点を目的としている。

１日目は、定刻どおりにさいかち坂校舎を出発し、到着

後、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。昼食後はグループ毎に分かれて「ノートの取り方」につ

いてアイスブレーキングをかねて討議し、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

の概要説明があり、午後４時 10 分から１回目のグループ討

議を行った。最終日に行われる公開ディベートは、新入生を

12のグループに分け、与えられたディベートテーマに基づ

きグループ対抗で実施される。その準備のために、グループ

討議の時間に情報収集をし、立論スピーチや質疑応答の整理

を行っていく。午後６時 30 分からは、テーブルマナー講習

会をかねた夕食会があり、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なが

ら、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て、チューターの

指導を受けながら活発に討議が進められた。午後５時 20 分

から、本学卒業生の足立 融先生より「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。夕食時に

は立食ビュッフェ形式の懇親会があり、本学教職員と卒業生か

ら校歌の指導後、全員が校歌を合唱し、また終盤にはビンゴ

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ること

ができた。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。

最終日は、午前９時から３会場に分かれ公開ディベートを

行い、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、３日間にわたる新入生学外セミ

ナーの全日程を無事に終了した。
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▲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

▲公開ディベートで作戦会議を行う新入生

▲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

▲公開ディベートを終え親睦を深めた新入生
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大学院ニ ュ ー ス 

第 429 回大学院セミナー開催

◀講演される香取先生

平成 30 年３月 19 日（月）午後６時より、水道橋校舎本館

西棟ラウンジにおいて、第 429 回大学院セミナーが開催さ

れた。東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科教授の香取幸夫先生を

お招きして、「コミュニケーション（発声と聴こえ）に必要な

末梢器官の構造」と題して講演をいただいた。

講演では、ヒトが生活を営み、またその生活を彩り豊かに

暮らすことに、聴覚や発声機能は重要な役割を担っているこ

と、そしてこのコミュニケーション機能に関与する臓器の構

造や働きを理解することは、医科・歯科に共通する課題であ

ることを解説していただいた。講演の後半では、我々はいか

にして音を受容して脳に電気的な刺激を送っているのか、ま

た良好な音声を発するために必要な条件は何かについて、最

近の研究データとともに説明していただいた。多くの大学院

生が参加し、聴覚や発声機能を担当する末梢器官である内耳

および喉頭の構造についても改めて学ぶ機会となる、大変内

容の濃い有意義なセミナーであった。

平成 30 年度大学院歯学研究科入学式挙行

◀宣誓を行う神保大学院生

平成 30 年４月３日（火）午前 10 時より、水道橋校舎本館

第２講義室において、平成 30 年度大学院入学式が行われ

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、新入生を代表して神保泰弘大学院生（歯

科麻酔学講座）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、矢﨑秀昭同窓会会長

の挨拶の後、新入生代表の神保大学院生が宣誓し、入学式を

閉式した。

18



海外出張報告

19287 号　2018年 6月 30日発行

   

  

  

 

    

      

     

   

 

長期海外出張報告

歯周病学講座　助教　今村健太郎

　この度、平成 28 年４月から２年間にわたる、ニューヨー

ク大学歯学部（米国ニューヨーク州）への出張を終えましたの

で、その概要についてご報告をいたします。

　ニューヨーク大学は、マンハッタンにある全米有数の大規

模な私立総合大学の１つで、街中に学部ごとのビルが立ち並

ぶ都市型大学です。歯学部校舎は 11 階建てのビルが３棟あ

り、講義室、診療室、研究室などがすべて入っているところ

が、東京歯科大学水道橋校舎を彷彿させられました。歯学部

は、創立 1865 年と全米で３番目に古く、立地も良いことか

ら、375 人の定員に対し約 7,000 ～ 8,000 人の出願がある

ほど人気の高い学校です。

　私が指導を受けた補綴学講座の山野精一先生の研究室

（山野研）は、（１）非ウイルスベクターの開発、（２）がん性疼

痛の原因と遺伝子治療、（３）成長因子導入による骨再生療

法、（４）炎症性骨破壊病変の原因と治療法、（５）新しいイン

プラント表面性状における分子生物学的解析の５つのプロ

ジェクトを中心に研究を進めています。

　私はそのほとんどに携わりましたが、特にがん性疼痛の原

因に関するテーマには多くの時間を割きました。その結果と

して、炎症性サイトカインの１つであるインターロイキン

17A（IL-17A）が疼痛を引き起こすこと、さらにそのメカニ

ズムは NF-κB経路を介した痛み関連物質であるプロスタグ

ランジン E2 とカルシトニン遺伝子関連ペプチドの産生によ

るものであることを明らかにしました。この内容は、論文投

稿準備中です。

　次に関わったのが、developmental endothelial locus-1

（DEL-1）の炎症性骨破壊病変への関与です。DEL-1 には破

骨細胞活性化による骨吸収促進作用があるという、これまで

の報告と相反する興味深い結果が得られました。この研究に

関しては、Greater New York Academy of Prosthodontics と

いう権威ある学会から研究費を獲得することができ、ボスト

ンで開催された The 103 rd Annual Meeting of the American 

Academy of Periodontology などで発表する機会を得まし

た。この内容に関しても、論文を準備中です。

　成長因子導入による骨再生療法では、山野研で確立したコ

ラーゲンメンブレンを用いて骨再生を促進するという手法

に、fibroblast growth factor 18（FGF-18）という新たな成長

因子を応用するプロジェクトにも携わりました。その結果と

して、FGF-18 が micro RNA の発現を制御することによっ

て、骨芽細胞を活性化し、骨造成を促進することを明らかに

しました。この成果は、主著論文 “Released FGF-18 from a 

collagen membrane induces osteoblastic activity involved

with downregulation of miR-133a and miR-135a” として

Journal of Biomaterials Applications に掲載されました。ま

た、本年６月にオランダ・アムステルダムで開催される

EuroPerio9 にて発表する予定です。

　このように、私の大学院生時代から関わってきた歯周病原

細菌と喫煙関連の研究テーマとは異なる分野の内容・手法に

従事することができ、自分自身の研究の幅が広がったと感じ

ています。その他にも、歯学部学生や補綴大学院生に対する

研究指導、他の研究室とのディスカッション、クリニックで

の臨床実習見学、臨床・研究セミナーなどに参加するという

大変貴重な経験をすることができ、本学の施設やシステムの

優れている点や改善した方が望ましい点などを客観的に捉え

ることもできました。今後は、研究・教育・臨床を指導する

上で、これらの経験を活かして、東京歯科大学の発展に貢献

したいと考えています。

　最後に、この貴重な長期海外出張の機会を許可していただ

きました井出吉信学長、矢島安朝水道橋病院長、様々なご支

援をいただきました齋藤 淳教授をはじめとする歯周病学講

座の皆様に深く感謝いたします。

▲ニューヨーク大学歯学部の学生に対する研究指導：山野研にて ▲山野精一先生（右）とともに：送別会にて
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大津雄人大学院生が第６回スーチャーエキスパートコンテストで準優勝
平成 29 年 12 月９日（土）から 10 日（日）、富山国際会議

場（富山市）にて開催された第 21 回公益社団法人日本顎顔面

インプラント学会総会・学術大会の「第６回スーチャーエキ

スパートコンテスト」において、大津雄人大学院生が準優勝

を果たした。スーチャーコンテストは縫合のスピード、正確

さ、器具の適切な取扱いなどを評価項目とし、各大学の口腔

外科学講座教授２名が交代で審査員を務め、厳正に採点され

る。今回のコンテストでは、参加者のほとんどが毎日外科手

術を行っている口腔外科医であったにもかかわらず、インプ

ラント医の大津大学院生が受賞したことは、本学口腔インプ

ラント学講座の基礎的技術力の高さを証明する結果となっ

た。今後もさらなる上位受賞が期待されている。

▲表彰される大津大学院生（左）

中島孝輔大学院生、小田由香里レジデントが日本口腔インプラント学会
第 37 回関東・甲信越支部学術大会学術賞を受賞

◀受賞した中島大学院生
（左）と矢島安朝教授の
記念撮影

◀受賞した小田レジデン
ト（左）と矢島教授の記
念撮影

平成 30 年２月 11日（日）から 12日（月）、鶴見大学記念館

（横浜市鶴見区）で行われた日本口腔インプラント学会第 37 回

関東・甲信越支部学術大会において、口腔インプラント学講

座の中島孝輔大学院生が基礎系口演部門で、小田由香里レジ

デントが基礎系ポスター部門で学術賞をそれぞれ受賞した。

本賞は、学術委員会の厳正なる審査の結果、基礎系部門と臨

床系部門に分け、それぞれの発表演題の中から特に優れた１

演題に与えられるものである。今回は、基礎系部門の学術賞

すべてを本学口腔インプラント学講座が独占した形となった。

さらに平成 26 年以降、本学会の学術賞は当講座が４回連続

の受賞となっている。

受賞演題は「生体アパタイト結晶配向性が尾部懸垂による

負荷減少時に受ける影響について」( 中島大学院生 )、「ジル

コニア及びチタンディスク上における S. sanguinis、S. gordonii

の付着の評価」( 小田レジデント )であり、研究デザインやクオ

リティ、臨床応用への具体性、演者の質疑応答などにおいて

高い評価が得られた。

今回受賞した両名の研究は、以前より他大学の先生方から

もお褒めの言葉をいただいており、それが今回の受賞につな

がったものと思われる。いずれも今後のさらなる研究により、

臨床応用への有効な足がかりになることが期待される。
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馬場 亮助教が 12th Asian Oceanian Congress of Neuroradiology
（AOCNR 2018）で Cum Laude を受賞

▶受賞した馬場助教（中央）と最上拓児准教授（左）、東京慈恵会医科大学放射線医学
講座の尾尻博也教授（右）

平成 30 年３月 18 日（日）から 20 日（火）、Taipei Interna-

tional Convention Center（台北）で行われた AOCNR 2018 に

おいて、市川総合病院放射線科の馬場 亮助教が Cum Laude

を受賞した。

本学会はアジアオセアニア諸国にて開催され、神経放射線

医学・頭頸部放射線医学に関する学会である。今回受賞した

演題は、「Magnetic Resonance features of Styloglossus and 

Hyoglossus Muscle invasion of Oral Tongue Squamous Cell 

Carcinoma as a Predictor of Necessity of Elective Neck

Dissection in N0 Patients」である。口腔癌における頸部リン

パ節転移は重要な予後因子であり、臨床的に N0とされる症

例において予防的頸部郭清適応の可否はしばしば問題とな

る。American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer

Staging Manual 第 8 版では DOI（depth of invasion）の追加、

外舌筋浸潤の項目の除外という変更があり、NCCNでは

4mm以上の DOI で予防的頸部郭清の適応とされる。本研究

では外舌筋浸潤の MRI 所見と MRI における DOI、病理学的

DOI との比較検討を行った。MRI による DOI は病理学的 DOI

と比して約 3mm有意に大きく、双方の相関が見られたが、

症例により最大で 11mmの差がでることもあり、確定的・

安定した基準ではない可能性がある。外舌筋浸潤 MRI 所見

は評価者による整合性が高く、所見を有する症例は潜在的２

年頸部陽性率が有意に高く、局所頸部制御率、無病生存率が

有意に低かった。また外舌筋浸潤を示したすべての症例で病

理学的 DOI が NCCNにおいて予防的頸部郭清術が推奨され

る 4mmを超えていた。これらから外舌筋浸潤の MRI 所見は

単独で予防的頸部郭清術を考慮すべき根拠となり、術前の予

防的頸部郭清適応の可否評価に関して有用と考えられる。

また本研究は放射線科、口腔がんセンターとの合同研究で

あり、市川総合病院にて放射線科と口腔がんセンターとの間

で行われているカンファレンスを含めた両科のコミュニケー

ション・チーム医療の成果を示しているともいえる。現在こ

の結果は英語論文として執筆中であり、本結果が世界に向け

て発信されることが期待される。
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学生会ニ ュ ー ス 

平成 30 年度新入生・編入生合同オリエンテーション実施
平成 30 年４月１日（日）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。

杉原直樹学生副部長の司会のもと、井出吉信学長の挨拶に

始まり、橋本正次副学長より「本学の教育方針」、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「学生勉学の指導方針」、佐藤 亨学生部長より「学生

部の立場から」それぞれ概要説明が行われた。

その後、学生証用写真撮影を行い、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
平成 30 年４月 14 日（土）午前 11 時より、水道橋校舎新

館血脇記念ホールにおいて、学生会主催による恒例の新入生

オリエンテーションが開催された。

はじめに、各クラブ担当者から、新入生向けに活動内容等

について説明会が実施された。約１時間半にわたり行われた

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

に気軽に質問出来る企画は大変な賑わいとなった。

その後、例年どおりクラブ紹介が行われた。東歯祭実行委

員長の井野詩絵里さん（第４学年）、実行委員の中島信太郎

君（第４学年）の司会で開会挨拶があり、学生会総務委員長の

小林勇太君（第４学年）による学生会の概要説明、司会から東

歯祭実行委員会の活動内容について説明があった。

クラブ紹介は途中２回の休憩を挟んで行われ、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。

恒例となる希望クラブ名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

ら大歓声が上がった。笑顔の先輩部員に迎えられる新入生達

のうれ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。

▲熱気あふれるクラブ説明会 ▲ Big Band Jazz 部のクラブ紹介
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国際交流部ニ ュ ー ス

Tufts University 歯学部長 Thomas 教授らが来校
平成 30 年４月 10 日（火）、姉妹校であるタフツ大学から

歯学部長の Huw F. Thomas 教授、副歯学部長の Noshir R.

Mehta 教授ら一行が表敬訪問のため来校された。井出吉信

学長および阿部伸一教務副部長、齋藤 淳国際交流部長と今

後の両校の交流について協議が行われた。

その後、主に水道橋病院を見学していただいた。続いて昼

食会が開催され、佐藤 亨学生部長から、毎年３月に実施し

ているタフツ大学歯学部 Elective Study における本学学生へ

の指導に対し、謝意が述べられ、今後のプログラムについて

意見交換がなされた。

▲ Thomas 歯学部長（前列左）、Mehta 副歯学部長（前列右）らとの記念撮影 ▲昼食会の様子

図書館から

文献検索講習会開催
平成 30 年４月 23 日（月）から５月 31 日（木）の期間、水

道橋校舎本館図書館グループ学習室等において、文献検索講

習会が開催された。１コマあたり 45 分程度の内容で、「医

中誌 Web」、「PubMed」、「Scopus・JCR」では、医学文献の

検索に必須のデータベースの基本的な使い方から応用的・効

率的な検索方法について、演習を混じえて解説を行った。ま

た、「電子ジャーナル・学認」では、さらにそこから検索で

ヒットした文献を効率よく入手する方法などを紹介した。

全日程で開催科目数 20 コマ、のべ 74 名の参加があり、

アンケートでは、「実際に以前文献検索してわからなかった

ことがわかるようになった」「自分が気になる論文の検索に

役立つ」「より的確な検索が行える」といった回答があり、

大変好評を得た結果となった。

▶文献検索講習会の風景
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短期大学ニ ュ ー ス 

平成 30 年度東京歯科大学短期大学入学式挙行
平成 30 年４月４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２期生の入学式が挙行された。御来賓、短期大学関

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。

続いて、学校法人東京歯科大学理事長、東京歯科大学学長の

井出吉信先生からご祝辞をいただいた。

新入生代表の小沼緋奈子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

宮内菜々子さんの襟に徽章は輝いた。最後に出席者全員で校

歌を斉唱し、式は滞りなく終了した。

入学式に続き、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。記念集合写真の撮影終了後、保護者説明会が行われ、

石井学長、山田副学長、杉戸教学部長から就学に関する事

項、学校生活等についての説明が行われ、入学式関連のすべ

ての日程が終了した。

▲誓詞を述べる小沼緋奈子さん ▲徽章を授与される宮内菜々子さん

▲訓辞を述べる石井短期大学学長 ▲校歌斉唱の様子
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新入生の皆さん、入学おめでとうございます。東京歯

科大学短期大学の教職員を代表して、心よりお祝いを申

し上げます。ご列席のご家族の方々にも、心からお慶び

申し上げます。

本学は昨年開学したばかりの新しい短期大学です。１

年が過ぎ、皆様の先輩である第１期生が優秀な成績で全

員進級され２年生となりました。これは、１期生の学修

への努力が十分になされ、短期大学教職員の学習支援が

円滑に行われたことの結果であります。この１年で、短

期大学の教育環境は細部にいたるまで整備されました。

先輩の２年生ともども新入生の皆様を迎える準備が整い

ました。

大学は教育職員や教育施設のみではなく、そこで学ぶ

学生の皆さんの同級生同士はもちろん、先輩後輩という

学年を超えた交流、協力、友情により１つの空気が作り

出されます。その空気の流れと香りが、校風というもの

になります。東京歯科大学短期大学の新しい校風を今か

ら、新入生の皆さんと先輩である２年生とで一から創作

することになります。水道橋にどのような新たな風が吹

くのか、心配でもありますが、それ以上に期待の方が大

きいことも間違いありません。さらに、ここで生まれる

風は、歯科界に新風を巻き起こすものとなることも期待

しております。

それは、東京歯科大学が歯科衛生士の教育において歯

科界のリーダーとなるという歴史的な使命を担っている

からです。これまでも、東京歯科を巣立った歯科衛生士

が歯科界にさまざまな影響を及ぼしてきました。これか

らは、東京歯科大学短期大学で学ぶ皆さんがその役割を

担うことになります。

本学の教育施設は最新のものであり、他の大学から視

察が相次いでおります。臨床実習を行う水道橋病院、市

川総合病院も最新の施設設備が用意されており、歯科医

療の臨床と医療職種とのチーム医療の学修に最適の準備

がなされています。

皆さんは、東京歯科大学短期大学教職員とご父兄の期

待にこたえ、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ことを誓います。

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　小沼緋奈子
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▲入学式後の記念撮影
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国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院

■松本歯科大学（職員 2 名）

平成 30 年 4 月 6 日（金）水道橋校舎本館西棟 3 階シミュ

レーション室見学

■筑波大学附属聴覚特別支援学校（学生 9 名、教員 5 名）

平成 30 年 5 月 23 日（水）解剖学実習室、標本室、水道橋病

院見学

■タイ・チェンマイ大学学生の Elective Study に伴う病院

見学（学生 3 名、国際交流部職員 2 名）

平成 30 年 5 月 30 日（水）市川総合病院見学

千葉歯科医療センター

■学校法人田島学園東京医学技術専門学校（学生 38 名を 7

班に分け各 8 日ずつ実習）

平成 30年 4月 24日（火）〜10月 23日（火）　千葉歯科医療

センター麻酔科（病棟）・小児歯科・矯正歯科を見学
市川総合病院

■社会福祉法人 読売光と愛の事業団（職員 2 名）

平成 30 年 5 月 23 日（水）角膜センター見学

海外出張

■田坂彰規講師（パーシャルデンチャー補綴学）

ハイデルベルグ大学補綴科において CAD/CAMを応用した

局部床義歯の新規製作法に関する研究および CAD/CAMを

用いた補綴学教育の視察のため、平成 30 年 4 月 1 日（日）

ドイツ・ハイデルベルグへ出発。帰国は平成 31 年 3 月 31

日（日）の予定。

■安村敏彦助教（歯科矯正学）

南カリフォルニア大学において歯の移動の三次元評価法習得

のため、平成 30 年 4 月 1 日（日）アメリカ・カリフォルニア

へ出発。帰国は平成 31 年 3 月 31 日（日）の予定。

■永井佐代子大学院生（口腔病態外科学） 

American Academy of Oral Medicine Annual Conference

2018 に出席、および発表のため、4月 9 日（月）から 16 日

（月）までアメリカ・サンアントニオへ出張。

■ビッセン弘子教授、南 慶一郎非常勤講師（水病・眼科）

American Society of Cataract and Refractive Surgery（ASRS）

に出席、および発表のためビッセン教授は 4 月 13 日（金）か

ら 18 日（水）まで、南非常勤講師は 4 月 12 日（木）から 17

日（火）までアメリカ・ワシントン DC へ出張。

■楊 隆強助教（薬理学）

四川大学華西口腔医学院・口腔再生医学国家地方連合工程研

究室との共同研究のため、4月 24 日（火）から 30 日（月）ま

で中国・四川省へ出張。

■島﨑 潤教授、山口剛史講師、鈴木なつめ臨床専修医、

髙橋 綾臨床専修医（市病・眼科）、比嘉一成助教（市病・角膜

センター）、太田友香助教（水病・眼科） 

The Association for Research in Vision and Ophthalmology

（ARVO）2018 に出席、および発表のため、島﨑教授、鈴木

臨床専修医は 4 月 27 日（金）から 5 月 5 日（土）まで、髙橋

臨床専修医は 4 月 28 日（土）から 5 月 4 日（金）まで、山口

講師、比嘉助教は 4 月 29 日（日）から 5 月 4 日（金）まで、

太田助教は 4 月  28 日（土）から 5 月  5 日（土）までアメリ

カ・ハワイへ出張。

■柴原孝彦教授（口腔顎顔面外科学）、菅原圭亮講師（口腔病

態外科学）

The 59th Congress of  Korean Associat ion of Oral ＆

Maxillofacial Surgeons に出席のため、4月 27 日（金）から

28日（土）まで韓国・ソウルへ出張。

■ビッセン弘子教授、谷口紗織臨床講師（水病・眼科） 

The Association for Research in Vision and Ophthalmology

に出席、および発表のため、4月 28 日（土）から 5 月 5 日

（土）までアメリカ・ホノルルへ出張。

■井上 孝教授（臨床検査病理学）

FDI 年中央会議に理事として出席のため、4月 30 日（月）か

ら 5 月 6 日（日）までアメリカ・アイオワ州へ出張

■齋藤 馨レジデント（歯科矯正学）

第 118 回 American Association of Orthodontists Annual

Session に出席、および発表のため 5 月 4 日（金）から 8 日

（火）までアメリカ・ワシントン DC へ出張。
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人物往来 

■田中一郎教授（市病・形成外科） 

The 4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for 

Microsurgery（APFSRM） に出席、および発表のため、5月 8

日（火）から 14 日（月）まで、トルコ・アンタルヤへ出張。

■青山龍馬講師（市病・整形外科） 

34th Annual Meeting of the Cervical Spine Research

Society-European Section（第 34 回ヨーロッパ頚椎外科学

会）に出席、および発表のため、5月 9 日（水）から 14 日

（月）まで、ポルトガル・リスボンへ出張。

■鈴木 昌教授（市病・救急科）

米国救急医学会に出席、および発表のため、5月 15 日（火）

から 21 日（月）までアメリカ・インディアナポリスへ出張。

■島﨑 潤教授（市病・眼科）

The 6th Asia Cornea Society Biennial Scientific Meeting での

講演のため、5月 16 日（水）から 19 日（土）まで中国・青島

大学日誌

市へ出張。

■河野通良講師（市病・皮膚科） 

International Investigative Dermatology Annual Meeting

（IID）に出席、および発表のため、5月 16 日（水）から 21 日

（月）までアメリカ・オーランドへ出張。

■申 範圭教授、笠原 啓史講師（市病・心臓血管外科）

第 26 回アジア心臓血管胸部外科学会に出席、および発表の

ため 5 月 23 日（水）から 28 日（月）までロシア・モスクワへ

出張。

■溝口利英講師（口腔科学研究センター）

アルベルト・アインシュタイン医学校において米国研究機関

との共同研究を行うため、平成 30 年 5 月 25 日（金）アメリ

カ・ニューヨークへ出発。帰国は平成 30 年 8 月 18 日（土）

の予定。

平成 30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 千葉歯科医療センタｰ・衛生士校 

1 日 新入生・編入生オリエンテーション 

短大新入生オリエンテーション（〜4/3）
法人・大学・3病院合同辞令交付式

2 月 レジデント辞令交付式、歯科医師臨床研修開始式
PF・RR・RA・TA辞令交付式

［防火・防災安全自主点検日］

衛生士校 始業式
歯科臨床研修開始式 

3 火 感染予防対策チーム委員会 新入職員オリエンテーション（〜4/4） 

5 年生オリエンテーション
4 水 短大 2 年生オリエンテーション

平成 30 年度短大入学式、薬事委員会
臨床検査運営委員会 リスクマネージャー・ICT 会議 

短大新入生・2年生オリエンテーション
平成 30 年度入学式

5 木
新入生父兄会、修学指導方針説明会
新入生父兄歓迎懇談会、臨時病院運営会議

プログラム委員会 カルテ指導委員会 

6 金 新入生プレースメントテスト、5年生授業開始 

7 土 

8 日 

短大前期授業開始、1・2年生健康診断
短大教授会、2年生オリエンテーション

9 月 3年生オリエンテーション
4年生オリエンテーション
臨床教育委員会 

1〜4年生前期授業開始、給食委員会
10 火

保健安全管理委員会
手術室運営委員会
診療材料検討委員会 

5 年生（125 期）登院式
11 水 5年生登院時オリエンテーション

リスクマネージメント部会
救急委員会、ICU 運営委員会 衛生士校 臨床実習開始

28



29287 号　2018年 6月 30日発行

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

大学日誌 

木 会計検査院実地検査（〜4/13） 感染制御委員会、午後のリサイタル 

金 倫理審査委員会・利益相反委員会 

土 第 2 土曜日 

日 

月 医療安全管理委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護委員会
医療安全管理委員会
感染予防対策委員会（ICC）
診療記録管理委員会
薬事委員会、業務連絡会
研修管理小部会 

褥瘡対策委員会、6年生オリエンテーション
火 臨床教授連絡会、全体教授会
人事委員会、学生部（課）事務連絡会 

6 年生総合講義開始、大学院運営委員会 褥瘡対策委員会
水
大学院研究科委員会 衛生委員会 

水道橋課長会、診療録指導委員会
木 医療安全管理委員会感染、予防対策委員会
個人情報保護委員会、病院運営会議 

第 171 回歯科医学教育セミナー
金

［機器等安全自主点検日］
NST カンファレンス 医療連携協議会 

土 CBT を利用した国試等の現状把握 患者サロン 

日 第 21 回試験問題作成に関するワークショップ 

3・4年生健康診断、情報システム管理委員会
月 キャンサーボード
治験審査委員会、教務部協議会

医療サービス委員会 

教養科目協議会、水病教職員研修会 診療記録・情報システム管理委員会
火
国際交流部運営委員会 クリニカルパス委員会 

新入生学外セミナー（〜4/27）、水病業務連絡会 糖尿病教室
水
データ管理者会議、医局長会、診療録管理委員会 糖尿病教室カンファレンス 

木 TDC ビル協議会、衛生委員会、教職員研修会上映 部長会、管理診療委員会 

金 給食運営会議 

土 CBT を利用した国試等の現状把握 

日 昭和の日 

月 振替休日

平成 30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 千葉歯科医療センタｰ・衛生士校 

1〜4年生休講日（〜5/2）
火

［防火・防災安全自主点検日］ 

水 薬事委員会 リスクマネージャー・ICT 会議 

木 憲法記念日 

金 みどりの日 

土 こどもの日 

日 

公認会計士決算監査（〜5/9）
月 短大教授会

薬事委員会 

火 感染予防対策チーム委員会、保健安全管理委員会 地域連携委員会、診療材料検討委員会 

救急委員会、衛生委員会
水 リスクマネージメント部会

ICU 運営委員会、CPC 

感染制御委員会
木

手術室運営委員会
公認会計士決算監査（〜5/14）
カルテ指導委員会 

金 

土 第 2 土曜日 

日

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



287 号　2018年 6月 30日発行

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

大学日誌 

月 臨床教育委員会 市川リレーションシップカンファレンス

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護委員会
医療安全管理委員会
感染予防対策委員会（ICC）
診療記録管理委員会
業務連絡会、医療連携委員会
教職員研修会、研修管理小部会 

公認会計士決算監査（〜5/25）、臨床教授連絡会
火 講座主任教授会、図書事務連絡会、人事委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］ 

基礎教授連絡会、大学院運営委員会 輸血療法委員会
水
大学院研究科委員会、大学院セミナー 地域医療支援病院共同運営委員会 

大学院新入生学外総合セミナ（ー〜5/19）


診療録指導委員会、医療安全管理委員会

木 内視鏡室委員会
感染予防対策委員会、個人情報保護委員会


病院運営会議


倫理審査委員会・利益相反委員会
金
5年生全体集合 

土 患者サロン 

日 

情報システム管理委員会
月

［機器等安全自主点検日］
医療安全管理委員会 

教職員健康診断（〜5/25）、短大学生健康診断 診療記録・情報システム管理委員会
火
教職員研修会 クリニカルパス委員会 

業務連絡会、教養科目協議会 糖尿病教室
水
データ管理者会議、医局長会、診療録管理委員会 糖尿病カンファレンス 

水道橋課長会、TDCビル協議会、衛生委員会
木 第 1 回研修管理委員会・群内マッチング 部長会 
教職員研修会ビデオ上映

NST カンファレンス
がん薬物療法小委員会

金
栄養管理委員会
業務改善委員会 

土 白菊会総会 

日 短大オープンキャンパス 

学生部（課）協議会、教務部協議会
月
第 172 回歯科医学教育セミナー 

法人理事会、法人評議員会
火
大学院セミナー、国際交流部運営委員会 

水 図書委員会 

木 6年生第 1 回総合学力試験（〜6/1） 管理診療委員会

30 
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平成 30 年度学生数一覧 

平成 30 年度学生数一覧

学年 男 女 計

1年  70 65 135

2 年  71 73 144

3 年  60 69 129

4 年  81 73 154

5 年  65 83 148

6 年  80 73 153

合計 427 436 863

平成 30 年度短大学生数一覧

学年 学生数

1年生 51

2 年生 50 

32
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 東京歯科大学広報　編集委員
（平成30年6月現在）

委員長 橋本貞充

阿部潤也　　井上直記　　　上田貴之
鎌田美樹　　河合宏明　　　菊地聡子
佐藤正樹　　篠塚侑佳里　　世木田　晋
髙橋恭子　　田島大地　　　多田美穂子
久永竜一　　船山雅史　　　正木史明
山本美紀　　渡辺　賢

お茶の水渓谷を見下ろす、さいかち坂の崖の上。何百、何千ものう
す桃色の花びらが、風に靡き、満開の四手辛夷（シデコブシ/ Star 
Magnolia）が空を摑む。花言葉は、友愛と信頼、そして歓迎。新
たに踏みだす仲間たちを祝福します。Congratulation !!

編集後記

　平成30年の春。第129期生の128名、第2学年編入の7名、

そして、短期大学には51名の第2期生が入学し、血脇記念

ホールで呼名を受けました。

　学部の新入生代表は、大内慎太郎くんと内田晃平くん。

　そして、短期大学は、小沼緋奈子さんと宮内奈々子さん。

　壇上で立つ彼らの姿に、それを見守るひとたちは、かつて

の自分自身をみつけ、心の中で応援します。

　ただ、嘴を開けて鳴いていれば、その中に知識を入れても

らえるわけもなく、みずからが学ぼうとしなければ、気づか

なければ、何も手に入るものはない。　自学自習。　それが

大学である、ということ。

　何もしてくれない・・・。と嘆く前に、自分で何ができる

かを考え、選んでいくことの大切さ。　そのことに、いつ気

がつくことができるか。

　まわりに溢れる情報の洪水のなかで、何が自分にとって正

しいものなのかを、自分の頭で考え、決めていく。

　みずからが選んでいる、ということを決めるのなら、それ

を応援してくれるひとたちはたくさんいるのですから。

　嵐の時も、土砂降りの雨の中も、しなる幹を支え、ぶれな

いように踏ん張るために、知的好奇心を胸に、先の見えない

地下の暗闇を、手探りで、自らの力で、石ころを押しのけ、

新たな水脈をめざして根を伸ばせ！

　信じるのは自分の感性。　バーチャルではない、リアルな

ドキドキする体験だけが、背中を押してくれる。

　うまく行ったことも、失敗したことも、涙を流したことさ

えも、すべての体験が、未来の自分の幹を支えていきます。

　登院した第125期生たちは、病院のメンバーの一員として、

水道橋や千葉、市川の病院の中を忙しく動きまわっています。

　そして、1年間の研修期間を終えた研修生たちは、いよい

よ、歯科医療の現場へと歩き出しました。　大きな責任のあ

る、ひとりの歯科医師として。
第1学年の129期生。さいかち坂の教室で、初日のぎこちなさのなか、
ポーズをとってみる。

　彼らは、これから、四方に伸ばした根で幹をささえ、大き

く伸ばした新しい枝に、鮮やかなみどりの葉を茂らせていき

ます。

広報・公開講座部長：橋本貞充

短期大学の2期生たち。まだ使われていない新しい教室にはいる。
本館14階のフロアが俄に賑やかになってきた。
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