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平成 29年度文部科学省医学教育等関係業務功労者表彰を受賞

平成 29年度水道橋病院地域医療連携報告会開催

平成 29年度解剖諸霊位供養法会開催

本
号
の
主
な
内
容

大学院ニュース

トピックス

図書館から

短期大学ニュース

歯科衛生士校ニュース

人物往来

大学日誌

学位記授与

規程

人事 

1　―　東京歯科大学広報　Tokyo Dental College News 284 



284 号　2017年 11月 30日発行

① 演劇部
⑥ 実行委員かくし芸大会 ⑨ 実行委員カフェ ⑩ 実行委員体験コーナー

⑥

⑥

⑩

⑨

⑥

⑥

⑧

⑦

② ダンス部 ③ M.L.S部 ④ 管弦楽部 ⑤ Big Band Jazzz部
⑦ 実行委員縁日 ⑧ 展示部門

規程

 

東歯祭フェスティバル2017

第49回東歯祭フェスティバル2017開催
 

　平成29年10月28日(土)と29日(日)の2日間、水道橋

校舎新館において、第49回東歯祭フェスティバル2017

が開催された。

　1日目は、血脇記念ホールにおいて演劇部、東歯祭

実行委員主催のかくし芸大会、ダンス部のライブが行

われ熱く盛り上がった。かくし芸大会は、各クラブが

趣向を凝らした喜劇、漫才、組体操などを披露し、観

客を魅了した。2日目は、管弦楽部、Big Band Jazz

部、Ｍ.Ｌ.Ｓ部の演奏が行われ、来場者の耳を和ませ

た。

　展示部門も新館第3実習講義室において国際医療研

究会、コンピュータークラブ、美術部白堊会、写真部

が出展した。また、同フロアには、各クラブのポスタ

ー紹介や、今年度デンツプライスチューデントクリニ

シャンプログラムにて臨床部門第2位を受賞した

柳田陵介君（第5学年）のポスター展示をはじめ、同じ

く学内選考会にエントリーした3名の学生の展示、ま

た厚生労働省インターンシップに参加した大和田碧

さん（第4学年）の展示も行われた。

　今年度のテーマは、小倉基寛実行委員長（第4学年）

を中心として外向きへの発信を目標に準備をしてきて

おり、新館校舎入口広場で縁日を開き、福引、ダーツ

ゲーム、豆運び、水中コイン落とし、プラ板アクセサ

リーづくり、ヨーヨーすくいの出店をして、通行人を

はじめ多くの学生・保護者が楽しんでいた。また、第

2講義室前ロビーで飲食物の販売をしたところ、予想

以上の来客に、企画した学生達が驚いていた。

① 

② 

⑤ 

③ 

④
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　平成29年10月28日(土)と29日(日)の2日間、水道橋

校舎新館において、第49回東歯祭フェスティバル2017

が開催された。

　1日目は、血脇記念ホールにおいて演劇部、東歯祭

実行委員主催のかくし芸大会、ダンス部のライブが行

われ熱く盛り上がった。かくし芸大会は、各クラブが

趣向を凝らした喜劇、漫才、組体操などを披露し、観

客を魅了した。2日目は、管弦楽部、Big Band Jazz

部、Ｍ.Ｌ.Ｓ部の演奏が行われ、来場者の耳を和ませ

た。

　展示部門も新館第3実習講義室において国際医療研

究会、コンピュータークラブ、美術部白堊会、写真部

が出展した。また、同フロアには、各クラブのポスタ

ー紹介や、今年度デンツプライスチューデントクリニ

シャンプログラムにて臨床部門第2位を受賞した

柳田陵介君（第5学年）のポスター展示をはじめ、同じ

く学内選考会にエントリーした3名の学生の展示、ま

た厚生労働省インターンシップに参加した大和田碧

さん（第4学年）の展示も行われた。

　今年度のテーマは、小倉基寛実行委員長（第4学年）

を中心として外向きへの発信を目標に準備をしてきて

おり、新館校舎入口広場で縁日を開き、福引、ダーツ

ゲーム、豆運び、水中コイン落とし、プラ板アクセサ

リーづくり、ヨーヨーすくいの出店をして、通行人を

はじめ多くの学生・保護者が楽しんでいた。また、第

2講義室前ロビーで飲食物の販売をしたところ、予想

以上の来客に、企画した学生達が驚いていた。

第49回東歯祭フェスティバル2017開催
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規程東歯祭フェスティバル2017

▲厚生労働省インターンシップに参加した
　大和田 碧さん（第4学年）

▲実行委員縁日 ▲東歯祭開催報告をする
　小倉基寛東歯祭実行委員長（第4学年）

▲歯学体成績報告をする脇田一郎歯学体評議員（第4学年） ▲井出吉信学長から金一封を受け取る学生

▲矢﨑秀昭同窓会長から金一封を受け取る学生 ▲清水 泰父兄会長から金一封を受け取る学生

　東歯祭終了後、歯学体成績報告会・東歯祭フェステ 3位以上に入賞したクラブに学長賞、個人優勝者に個

ィバル 2017後夜祭が実施された。会場には運動系、文 人賞、父兄会長賞、同窓会長賞が授与され盛会裏に祝

化系のクラブが一堂に会し熱気に包まれた。歯学体で 宴を閉じた。
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准教授就任のご挨拶 准教授就任のご挨拶

口腔健康科学講座
摂食嚥下リハビリテーション研究室

大久保　真衣

平成 29 年 11 月 1 日付で口腔健康科学講座摂食嚥下リハ

ビリテーション研究室准教授を拝命いたしました。その重責

を担うことになりまして、身の引き締まる思いであり、御推

挙賜りましたことを厚く御礼申し上げます。

私は平成 11 年に本学卒業後、昭和大学大学院歯学研究科

で口腔衛生学を専攻し、その後本学歯科放射線学講座にて教

育、診療、研究に従事させていただきました。その後平成

20年に本学千葉病院に摂食・嚥下リハビリテーション・地

域歯科診療支援科が開設され、専任として従事させていただ

いております。多種に渡る履歴ではございますが、本学在学

中から摂食嚥下リハビリテーションに従事したいという思い

は一貫しております。本学で摂食嚥下リハビリテーション科

が開設されるとお聞きした時は、心から嬉しく思い、配属拝

命に大変光栄に思い従事しておりました。今後ともその責務

を果たせるように自己研鑽を重ねていきたいと考えておりま

す。

教育に関しまして、口腔機能低下症、誤嚥性肺炎などが大

きな問題となっております。予防も含め摂食嚥下の知識のあ

る歯科医師および専門性の高い人材の育成を行う必要がある

と考えます。

研究に関しまして、画像診断装置に基づいた捕食から嚥下

までの動態解析や発達障害の子どもへの食べる事の支援方法

の検討を行っております。更に呼吸器障害患者や精神疾患患

者への摂食嚥下機能の評価の研究も行い、研究を通じ新しい

知見を発信できればと思います。

診療に関しましては、外来、訪問診療を通じて、赤ちゃん

から高齢者まで幅広く様々な診療を行えるように知識・技術

を生かし、より安全で質の高い医療、そして高い QoL を可

能な限り保ち、最期まで尊厳をもって生きることのお手伝い

ができればと思います。

最後に、仕事と生活の調和を目指した環境づくりに取り組

みたいと思います。様々な意見があるかと思いますが、まず

は自分のできるところから多様な働き方を模索、対応ができ

ればと思います。

今後とも皆様のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申

し上げます。

オーラルメディシン・口腔外科学講座

澁井　武夫

この度、平成  29 年  11 月  1 日付けでオーラルメディシ

ン・口腔外科学講座准教授を拝命致しました。井出吉信理事

長・学長、西田次郎市川総合病院長をはじめ、選考委員の先

生方に深く感謝申し上げます。

私は平成 11 年に日本歯科大学を卒業、平成 15 年に同大

学大学院を修了しております。その後は臨床面で最も興味が

あった口唇裂・口蓋裂の治療を学ぶべく、同年４月に本学千

葉病院口腔外科に勤務させていただきました。この頃に口腔

外科学全般についての臨床と研究ならびに学生教育の基礎を

教えていただきました。平成 23 年からの 1 年間は世界でも

口腔外科関連の症例数ではトップクラスを誇る北京大学口腔

医学院に留学させていただき口唇裂・口蓋裂の手術を中心に

数多くの経験を積ませていただきました。そして帰国翌年の

平成 25 年よりオーラルメディシン・口腔外科学講座に異

動、市川総合病院に勤務させていただいております。

以前の口腔外科学講座時代の学生教育は「口腔外科臨床」

を主体にしておりましたが、現在のオーラルメディシン・口

腔外科学講座では「歯科および口腔外科疾患を安全に治療す

るための患者評価、マネージメント」が求められておりま

す。これは歯科ならびに口腔外科疾患の治療方針を確実に理

解できていないと不可能なことであります。歯科治療を行う

前に問題点を確実に抽出し、必要な科に対し 1 つずつ問題

点を解決していくこと、口腔に限局しない疾患、口腔と全身

が相互に関連する疾患の治療、教育そして研究などは市川総

合病院でしかできないことであります。この恵まれた環境を

生かして、これまで多くの先輩方から頂いたご指導を少しで

も多くの患者さん、後進に還元できればと考えております。

微力ではございますが、東京歯科大学の発展のために邁進

する所存でございます。今後ともご指導、ご鞭撻を賜ります

よう申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。
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市川総合病院の藤平弘子歯科衛生士長、阿内謙吉主任診療放射線技師が
平成 29 年度文部科学省医学教育等関係業務功労者表彰を受賞

▲井出吉信理事長・学長との記念撮影

歯学部・医学部および附属病院等において、教育・研究・

患者診療等に長期間従事し、顕著な功労があった者に授与さ

れる当該表彰において、本学から推薦された、市川総合病院

の藤平弘子歯科衛生士長並びに阿内謙吉主任診療放射線技師

の２名が受賞され、平成 29 年 11 月 28 日（火）に文部科学

省３階講堂にて開催された表彰式において表彰された。

藤平歯科衛生士長は昭和 53 年に入職し、39年余りにわた

り市川総合病院で歯科衛生士業務に携わり、旧病院から現病

院の移転、口腔がんセンターの開設に尽力するとともに、医科

と歯科の連携、多職種によるチーム医療の推進に貢献した。ま

た、日本歯科衛生士会理事、日本歯科衛生学会副幹事長、日

本老年歯科医学会評議員、日本口腔衛生学会評議員、日本有

病者歯科学会評議員、歯科衛生士国家試験出題委員などを歴

任した他、全国歯科衛生士教育協議会監修の最新歯科衛生士

◀授賞式会場での記念撮影

教本「歯科診療補助論」「口腔外科・歯科麻酔」の教科書を

はじめとして、数多くの歯科関連図書を執筆し、歯科界の発展

にも寄与した。

阿内主任診療放射線技師は、同じく昭和 53 年に市川総合

病院にＸ線助手として入職、昭和 55 年より診療放射線技師

として約 40 年にわたり放射線科業務に従事された。後輩を

指導する傍ら、学会や研究会等に積極的に参加し、業務に関

する高い知識を持ち、質の高い画像を提供することを心掛

け、病院の管理・運営に大きく貢献している。また、核医学

検査に力を注ぎ、日本核医学技術学会評議員を務めるなど、

核医学検査の発展に尽力している。

それぞれの立場において、他の職員の模範となり、市川総

合病院の発展に貢献してきたことが評価され、今回の表彰と

なったものである。
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学内ニ ュ ー ス

平成 30 年度科学研究費助成事業公募要領等説明会開催

▶説明会風景

平成 29 年 9 月 12 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 年度科学研究費助成事業公募

要領等説明会が開催された。当日は、市川総合病院、千葉校

舎にもテレビ会議システムで配信された。毎年、文部科学

省・日本学術振興会主催の公募要領説明会が開催されてお

り、この説明会の報告を行うとともに、次年度の科研費申請

にむけての注意事項、研究費の使用ルール等を本学の研究者

に周知するために開催している。

研究部と大学会計課の各担当者より、「平成 30 年度公募

に関する主な変更点・注意点、調書作成方法等」および「科

研費使用ルール及び調書作成における研究費記入上の注意

点」について説明があり、研究者が熱心に耳を傾けていた。

平成 29 年度科学研究費使用ルール説明会開催
平成 29年 9月 12日（火）午後 6時 30分より、水道橋校

舎本館第 1 講義室において、平成 29 年度科学研究費使用

ルール説明会が開催された。当日は、市川総合病院、千葉校

舎にもテレビ会議システムで配信された。この説明会は、当

年度の科学研究費取得者が、研究費を適正に使用できるよ

う、毎年、開催しているものである。また、科学研究費取得

者だけでなく、応募資格のある研究者にも出席を呼びかけて

いる。

説明会は、大学会計課、研究部の各担当者より 1.「交付

決定後の手続きについて」、2.「科学研究費使用ルール及び

年間スケジュールについて」、3.「物品調達時の留意事項に

ついて」、4.「科学研究費不正使用防止について」、5.「平成

28年度間接経費の使途について」、6.「使用ルールに係る質

疑応答及び報告事項」の説明および報告が行われた。また、

会場では本学作成の冊子「平成 29 年度科学研究費使用ルー

ル」も配付され、研究者が科学研究費の使用ルールについて

理解を深める有意義な説明会となった。
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学内ニ ュ ー ス 

第 165 回歯科医学教育セミナー開催

▲説明する石井講師

平成 29 年 9 月 25 日（月）午後 6 時より、水道橋校舎本館

第 1 講義室において、第 165 回歯科医学教育セミナーが開

催された。当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千葉

校舎にも配信された。今回は「平成 28 年度 Elective Study

実施報告」と題し、6回目を迎えた  Elective  Study につい

て、松永 智准教授、石井武展講師、松浦信幸准教授より報

告が行われた。

はじめに片倉 朗教務部長から Elective Study は、本学の

学生が海外の大学施設等で研修を行うことにより、広い視野

を持ちながら勉学にいそしみ、将来の歯科界および東京歯科

大学を担うことができる人材を養成することを目的とした海

外留学制度であると説明があった。また、参加学生は各学年

とも前年または今年度前期の成績が上位 35 名までの中から

申請した学生のうち Elective Study 選考委員会で選ばれた者

であること、平成 28 年度は第１学年５名、第２学年５名、

第３学年４名、第４学年４名、第５学年７名で合計 25 名が

選考されたと報告があった。

また、平成 28 年度は平成 27 年度と同様に、第１・２学

年が韓国・延世大学校を中心に平成 29 年３月６日（月）から

10日（金）、第３・４学年が台湾・台北医学大学を中心に平

成  29 年３月５日（日）から  10 日（金）、第  5 学年がアメリ

カ・タフツ大学を中心に平成 29 年 3 月 26 日（日）から 4 月

2日（日）に訪問したと報告された。

続いて、第１・２学年を引率した松永准教授、第３・４学

年を引率した石井講師、第５学年を引率した松浦准教授よ

り、本研修での一般目標と行動目標、事前準備と現地での様

子等について報告があった。

平成 29 年度第 5 回水道橋病院教職員研修会開催
平成 29 年 9 月 26 日（火）午後６時より、水道橋校舎第１

講義室において、平成 29 年度第５回水道橋病院教職員研修

会が開催された。

今回は、「医療事故・医療機器（AED）に関する研修」を

テーマに歯科麻酔学講座の久木留宏和助教による講演が行わ

れた。はじめに、当院での医療事故発生時の対応について、

２年に一度、医療療安全管理室監修のもと改定される医療安

全管理マニュアルの医療事故の対応フローチャートを用いて

説明がなされた。

つづいて、アナフィラキシーショックの初期対応では、迅

速な対応が必要となるため、兆候に気づくことが重要と説明

があった。

講演の最後には、一次救命処置についての説明があり、歯

科麻酔学講座が作成した映像を視聴し、医療事故および医療

機器について考える良い機会となった。

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催
平成 29 年 9 月 30 日（土）午後 2 時より、水道橋校舎にお

いて、東京歯科大学への入学を希望する受験生を対象として

入試ガイダンス・オープンキャンパスが開催された。当日は

53組 80 名の参加があった。

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、卒後進路状況、平成

30年度入学試験の概要等について説明を行い、各入試科目

の推薦入学選考で出題される同等レベルの例題を提示したう

えで問題の解説を行った。

また、毎回異なる模擬授業が実施され、今回は老年歯科補

綴学講座の上田貴之准教授による「高齢者の口（くち）の機能

を守る」と題した授業が行われた。

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面談を実施した。

次回は、12月 16 日（土）に水道橋校舎で、開催する予定

である。
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平成 29 年度水道橋病院地域医療連携報告会開催

▶説明する佐藤教授

平成 29 年 10 月４日（水）午後 6 時 30 分より、水道橋校

舎新館血脇記念ホールにおいて、平成 29 年度水道橋病院地

域医療連携報告会が開催された。本講演会は、千代田区歯科

医師会、麹町歯科医師会、丸の内歯科医師会、お江戸日本橋

歯科医師会、京橋歯科医師会をはじめとする、地域の歯科医

療機関や医科の医療機関が水道橋病院との医療連携をより強

固にする目的で毎年開催している。

今年は「新技術を用いた先端歯科医療」をテーマに、歯内

療法学講座の古澤成博教授、クラウンブリッジ補綴学講

座の佐藤 亨教授による講演を行った。

当日は 420 名もの参加者を迎え、矢島安朝水道橋病院長

の挨拶から始まり、古澤教授の講演では、歯内療法領域の診

断における CBCT の有用性と、マイクロスコープを用いた歯

内療法領域の基本の説明がなされた。続いて、佐藤教授によ

る講演では、メタルボンド、オールセラミッククラウン、

CAD/CAM冠の使い分けとクラウンの装着・接着のポイント

について説明がなされた。各講演終了後の質疑応答では活発

な意見交換がなされた。

講演会終了後には、南棟 2 階会議室において懇親会を開

催した。矢島水道橋病院長の挨拶、臼田 準地域医療連携委

員会学外委員の乾杯で始まった。日頃より水道橋病院の病院

運営にご理解ご支援をいただいている地域の医療機関との歓

談が和やかに行われ、盛会裡に終了した。
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平成 29 年度市川総合病院防災訓練実施
平成 29 年 10 月６日（金）午後１時 30 分より、市川総合

病院において建物設備等の点検及び自衛消防訓練（通報・避

難等訓練）が実施された。

まず、午後１時 30 分より、栄養管理室前広場において、

消火器および屋内消火栓取り扱い訓練が市川市西消防署員の

指導により行われた。続いて午後２時 10 分から大規模な地

震が発生した際の通報訓練が行われた。

午後３時 10 分からは、火災発生を想定した通報・避難訓

練が５階東病棟ナースステーション付近を発火場所として行わ

れた。患者の安全を確保するための初期消火活動から、実際

に模擬患者等を設定して実践さながらの避難・誘導訓練が行

われ、最後に消防署員より講評をいただいて終了となった。

◀消火器取り扱い訓練

▲暫定本部への被害報告訓練 ▲病棟における模擬患者搬送訓練

平成 30 年度編入学試験A、学士等特別選抜 A実施
平成 29 年 10 月７日（土）午前９時 30 分より、さいかち

坂校舎において平成 30 年度編入学試験 A、学士等特別選抜

Ａが実施された。９名の志願者があり、小テスト、小論文お

よび面接試験が行われた。編入学試験Ａの合格者は、来年度

の第２学年に、学士等特別選抜Ａは第１学年に入学する。な

お、合格者には 10 月 10 日（火）に合格通知が発送された。

平成 30 年度推薦入学選考、帰国子女・留学生特別選抜

は、平成 29 年 11 月 11 日（土）に水道橋校舎本館において

実施される。
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第 304 回東京歯科大学学会（総会）開催
平成 29年 10月 21日（土）から 22日（日）に、水道橋校舎

新館において第 304 回東京歯科大学学会（総会）が開催され

た。第１日目は、午前９時から第１および第２講義室を会場

として口演が、第３実習講義室を会場として示説掲示がなさ

れた。発表された口演は 14 題であった。

午前 11 時 30 分からは第２講義室において「平成 29 年

度東京歯科大学学会評議員会ならびに総会」が開催された。

この中で、東京歯科大学学会会則により髙野伸夫名誉教授が

名誉会員に委嘱されることが報告された。また、午後１時か

ら第２講義室を会場として台北医学大学口腔医学院から２名

の教授をお招きし、姉妹校招待講演および教育講演が行われ

た（右記 1 ～ 3）。さらに、午後３時から同じく第２講義室を

会場として今年度末に定年を迎えられる田﨑雅和教授による

特別講演が行われた（右記４）。

第２日目は第１日目に引き続き、午前９時 30 分から第２

講義室を会場として口演が、第３実習講義室を会場として示

説発表が行われた。発表された口演は９題、示説は５題で

【姉妹校招待講演】 

1. Importance of Basic Education for Dental Implant 
Treatment
阿部伸一教授（解剖学講座）

２． Current Implant Dentistry in Taiwan
張 維仁 教授（台北医学大学口腔医学院）

【教育講演】
３．“Dental Implant Education in USA”-System in Columbia 
University, from the past to the future-
王 大源 教授・院長（台北医学大学口腔医学院）

【特別講演】
４．謎の細胞　メルケル細胞
 田﨑雅和教授（生理学講座）

あった。

また、第１日目は 10 商社、第２日目は８商社の参加によ

る商品展示が第２講義室前ラウンジで行われた。

▶講演された張教授（右）と阿部教授

▲講演された王教授（右）と座長の齋藤 淳教授 ▲講演する田﨑教授
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第 166 回歯科医学教育セミナー開催
平成 29 年 10 月 23 日（月）午後６時より、水道橋校舎本

館第 1 講義室において、第 166 回歯科医学教育セミナーが

開催された。当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千

葉校舎にも配信された。今回は「CCE（Clinical Competency

Examination）：臨床能力試験の 一斉技能試験の実施につい

て」と題し、パーシャルデンチャー補綴学講座の山下秀一郎

教授、保存修復学講座の村松 敬教授より報告が行われた。

はじめに、山下教授より、2017 年度からトライアル実

施、2020 年度から本格実施される臨床実習後臨床能力試験

の実施概要について説明があった。臨床実習後臨床能力試験

は、主に態度評価を行う臨床実地試験と主に技能評価を行う

一斉技能試験の２種類の試験である旨の説明があった。

続いて、村松教授より課題、評価項目の具体例、評価の流

れについて説明があった。また本年度、本学でのトライアル

試験実施について、準備状況の報告があり、関係講座への協

力依頼があった。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。

市川総合病院災害医療特別講演会開催
地域災害拠点病院 20 か所が指定されており、人口 176.6 万

人の東葛南部地区には市川総合病院を含む４か所の災害拠点

病院が指定されている。

首都直下型地震が起きた場合の千葉県の被災状況として、

東京湾北部沿岸は被害甚大、県南部はアクセス悪化により孤

立状態、県北東部は被害軽微であり、東葛南部地域の負傷者

は 1,110 人程度と予想されている。東葛南部地域の拠点病

院の中でも、湾岸沿岸部の拠点病院は液状化等の影響を受

け、病院機能が破綻すると予測されている。

そこで市川総合病院は被害軽微である災害拠点病院として

中心的な役割を果たさなければならず、DMAT（CL-DMAT）
▲講演される嶋村先生	 40 隊の受援、近隣病院の被害状況の把握、沿岸部拠点病院

からの患者受入などが必要となる。そのため拠点病院では覚

平成 29年 10月 23日 ( 月 ) 午後 6時より、市川総合病院 悟と準備を怠らないことが重要であると提言された。

講堂において災害医療特別講演会が開催された。今回は「災 最後に事業継続計画：BCP（Business Continuity Plan）につ

害拠点病院の使命～災害医療に対する千葉県の現状～」と題	 いて策定が必須であり、人命救助を前提にして、診療業務の

し、災害医療に精通し、統括 DMAT（Disaster Medical	 継続と早期復旧を目的とした計画を立案し、早期に最低限の

Assistance Team）でもある千葉県救急医療センター災害医療	 病院機能を再開する行動計画を策定することが今後の課題で

特任部長の嶋村文彦先生よりご講演いただいた。	 あることが示された。

阪神淡路大震災、東日本大震災から得た教訓から災害医療 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

は急速に発展し、千葉県内には基幹災害拠点病院 4 か所、 義な講演会となった。

▲説明する村松教授
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平成 29 年度歴代学長・役職者の墓参
例年行なわれている歴代学長・役職者の墓参は、井出吉信

理事長・学長、大学事務部職員により下記の日程で執り行わ

れた。

6月 27 日（火）

　井上 裕先生　印西市「印旛霊園」

8月 29 日（火）

　関根永滋先生　栃木県藤岡町「慈福院」

　関根 弘先生　横浜市「東戸塚霊園」

8月 31 日（木）

　奥村鶴吉先生　東村山市「小平霊園」

　杉山不二先生　府中市　「多磨霊園」

　松宮誠一先生　府中市　「多磨霊園」

10月 5 日（木）

　血脇守之助先生　松戸市「八柱霊園」

　福島秀策先生　松戸市「八柱霊園」

　鹿島俊雄先生　市川市「市川霊園」

10月 27 日（金）

　髙山紀齋先生　杉並区「文殊院」

　髙木圭二郎先生　新宿区「真英寺」

　石川達也先生　新宿区「養国寺」

▲血脇守之助先生の墓参を行う井出理事長・学長

▲髙山紀齋先生の墓参を行う井出理事長・学長

第 35 回カリキュラム研修ワークショップ開催
平成 29 年 10 月 28 日（土）から 29 日（日）、水道橋校舎本

館 13 階において、第 35 回カリキュラム研修ワークショッ

プが開催された。本ワークショップは、歯科医師臨床研修制

度における「歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の

開催指針」に則り、指導歯科医講習会としての認定を受け、

一般財団法人歯科医療振興財団と共同開催したものである。

今回は、本学の専任教員および全国の歯科医院に勤務する

歯科医師の合計 40 名が受講した。ワークショップは９つの

セッションで構成され、講義、５グループに分かれての討

議・発表を通じて、歯科医師臨床研修制度の概要、臨床研修

の問題点の抽出と対応策の検討、段階的なカリキュラムの計

画・立案等を習得し、指導医に必要なカリキュラム開発能力

ならびに研修歯科医を養成する指導力の向上を目指した。

最後に、受講者全員に東京歯科大学学長、歯科医療振興財

団理事長および厚生労働省医政局長連名の修了証が授与さ

れ、２日間の日程を無事終了した。

▲グループ討議風景
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第 10 回千葉病院ロビーコンサート開催
平成 29 年 10 月 28 日（土）午後２時より、千葉病院１階 るピアノにて公演された。二重唱、独唱、ピアノ独奏と趣向

待合ロビーにおいて、歯科衛生士専門学校千歯祭と併催にて を凝らし、「アヴェ・マリア」「ホフマンの舟歌」「幻想即興

第 10 回千葉病院ロビーコンサートが開催された。 曲」等の曲目が披露された。

コンサートは２部構成となっており、中井麗子さん（歯科衛生 プログラムの歌詞を見ながら歌う聴衆参加型の唱歌「里の

士専門学校 20期生、歯科衛生士専門学校元同窓会会長）、 秋」「故郷（ふるさと）」は、大変好評であった。会は 60 名

黒木庸子さん（国立音楽大学声楽科卒業）姉妹による歌と の参加者を得て盛大かつ和やかに終了した。

前田勝則さん（東京学芸大学大学院音楽研究科修了）担当によ

▲ロビーコンサートの様子	 ▲ロビーコンサートの様子

第 20 回試験問題作成に関するワークショップ開催
科医学における基本的な知識の理解と総合的な診断能力・問

題解決力を総括的に評価するための多肢選択式試験問題作成

のスキルアップを目的に行われた。

はじめに、多肢選択式問題作成法の解説と題し、山本 仁

教務副部長より基本的な問題作成方法と注意点等について、

またセキュリティに関する説明を受けた。次に、参加者それ

ぞれが事前に作成した問題に対して、３グループに分かれ

て、ブラッシュアップを行った。さらに全体発表・討議で各

グループのブラッシュアップした問題に関しての発表を行

い、意見を出し合った。

次のセッションでは、前のセッションで発表した問題につ
▲講演する山本教務副部長	 いて、全体討議の中で出た議論をふまえて問題を完成させ、

次に、参加者が事前に用意した視覚素材を使用し、個人で問

題を作成する演習を行った。そして、その問題についてグ

平成 29年 11月 3日（金）午前 9時 30分より、水道橋校 	 ループでブラッシュアップを行い、最後に全体発表・討議と

舎新館において第 20 回試験問題作成に関するワークショッ して、参加者全員がグループでブラッシュアップした問題に

プが開催された。	 ついて発表をして討議を行った。

本ワークショップは、教員個々の問題作成・管理能力の向 参加者とスタッフを合わせて 29 名が出席し、活発な討議

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 が行われた。最後に、受講者全員に修了証書が授与され、午

り一層の充実を目指し、定期的に実施している。今回は、歯 後 6 時 40 分に盛会の内に終了した。
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平成 29 年 11 月 3 日（金）に水道橋校舎新館血脇記念ホー

ルで、平成 29 年度第 2 回東京歯科大学歯科衛生士専門学校

同窓会卒後研修セミナー・東京歯科大学短期大学開学記念

フォーラムが開催された。本セミナーは、東京歯科大学歯科

衛生士専門学校同窓会が主催、東京歯科大学同窓会の後援の

もと､ 将来を見据えた幅の広い領域に対応できる歯科衛生士

のあり方を考えるとともに、新しい時代に巣立っていく在学

中の学生達にも、エールを送りたいという趣旨のもと開催さ

れた。

はじめに東京歯科大学から井出吉信学長と東京歯科大学短

平成 29 年度第２回東京歯科大学歯科衛生士専門学校同窓会卒後研修
セミナー・東京歯科大学短期大学開学記念フォーラム開催

期大学から山田好秋副学長をお迎えし､ 今後歯科衛生士の

ニーズが高まる摂食機能療法の基礎に関する特別講演が行わ

れた。続いて「国民のニーズに対応した歯科保健医療の提供

と歯科衛生士の未来」と題して、シンポジウムが行われた。

石井拓男東京歯科大学短期大学学長の基調講演に始まり、 4

人の歯科衛生士と 1 名の歯科医師のシンポジストがそれぞ

れの立場から発言を行った。会場の同窓生やご参加の先生方

から発言、質問など活発な意見交換が行われ、当日参加して

いた方々に大きなエールを贈ることができた。

▲シンポジウムの様子 ▲挨拶する石井短期大学学長

▶フォーラム終了後の記念撮影
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学内ニ ュ ー ス 

平成 29 年度解剖諸霊位供養法会開催
平成 29 年 11 月 8 日（水）午後２時 30 分より、水道橋校

舎新館血脇記念ホールにおいて平成 29 年度解剖諸霊位供養

法会が執り行われた。

井出吉信学長はじめ、ご遺族、大学幹部、教職員、東京歯

科大学白菊会関係者および、第２学年学部学生、歯科衛生士

専門学校学生代表が参列した。また、本年より短期大学か

ら、石井拓男学長並びに短期大学幹部、学生代表が参列し、

会場である血脇記念ホールは満席となった。

本学開設以来、歯科医学教育と研究のため、尊いご遺志を

持って献体いただいた４千有余柱の諸霊位に対し、深く感謝

の意を捧げご冥福をお祈りした。また、真珠院の石井道彦導

師により誦経が行われ、井出学長が祭文を奉読したのち参列

者による献花が行われた。

続いて、学生を代表して花井隆一郎君（第 2 学年）よりご遺

族に対して挨拶があり、次に、ご遺族を代表してコルビー洋子

様よりご挨拶をいただき、本年度の解剖諸霊位供養法会は滞

りなく終了した。

その後、ご遺族ならびに大学関係者が真珠院（文京区）を墓

参し散会となった。

▲祭文を奉読する井出学長 ▲ご遺族へ挨拶をする花井隆一郎君
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大学院ニ ュ ー ス 

第 420 回大学院セミナー開催

▶講演される中島先生

平成 29 年 10 月 12 日（木）午後 6 時より、東京歯科大学

短期大学第 2 教室において、第 420 回大学院セミナーが開

催された。今回は、防衛医科大学校歯科口腔外科学内講師の

中島純子先生をお招きして、「嚥下障害と補綴装置の接点－

嚥下機能評価の最前線の研究や頭頸部腫瘍患者に対するリハ

ビリテーション－」と題して講演いただいた。各病院より大

学院生以外の先生方も多数聴講に訪れ、教室内は満席となる

盛況ぶりであった。

講義は基本的な摂食嚥下機能と頭頸部腫瘍患者の嚥下機能

の解説から始まり、現在行っている研究や留学時代の研究、

そして海外での経験もふまえた嚥下機能評価の最前線をお話

しいただいた。特に各セクションにおいて嚥下機能障害の確

実な評価を行うことの重要性を一貫して強調された。それに

伴って、日本では数台しか所有されていないという

Manofluorography（MFG）を用いて、嚥下造影検査（VF）とカ

テーテル型圧トランスデューサーによる嚥下圧測定を同時に

行っている映像の視聴とその評価法の解説や、実際に海外で

行われている嚥下機能評価の練習法の紹介が行われ、聴講し

ていた大学院生が熱心にメモを取る様子も見られた。

また、講師の中島先生は東京医科歯科大学顎顔面補綴学分

野で活躍されていた経験があり、その経験を基にした歯科補

綴学的観点からの嚥下機能障害に対するリハビリテーション

の解説も行われ、多講座にわたり有意義な講義となった。更

に講義の締めくくりとして、仕事と育児を両立しながら海外

へ留学した経験を例にとり、女性の社会進出に対してアドバ

イスされた。

講義終了後の質疑応答では歯科補綴学分野や解剖学的分野

など、基礎・臨床の垣根を超えた活発な質疑応答が交わされ

た。女性からの海外留学に関する質問も飛び、今回の講義の

反響の高さがうかがえた。

超高齢社会を迎え、各分野で口腔機能低下症や摂食嚥下機

能障害とその対応への関心が高まっている。その第一線で活

躍する中島先生の講義は、今後活躍するであろう本学の大学

院生にとって大変貴重な時間となった。
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井上 孝教授が FDI 理事に再選される

◀ FDI 大会にてプレゼンテーションを行う井上教授

平成 29年 8月 29日（火）から 9月 1日（金）までスペイ

ン・マドリードで開催された第 105 回 FDI 世界歯科大会に

おいて、臨床検査病理学講座の井上 孝教授が FDI 理事に再

任された。

全世界の歯科医師 100 万人余りを会員とする FDI（世界歯

科連盟）は、5つの地域（アジア太平洋地域、北アメリカ地

域、ラテンアメリカ地域、ヨーロッパ地域、アフリカ地域）

に分けて活動しており、年に１度世界大会が開催される。

現在 FDI アジア太平洋地域代表の 1 期目を終えた井上教

授は、本大会において再選の選挙に臨み、見事再選を果たし

た。任期は 3 年間である。

今回の選挙の結果、会長はアメリカ、次期会長はイタリ

ア、財務担当理事はカナダ、議長はイギリスとなり、理事は

アジア太平洋地域から、日本、韓国、香港（中国）、インドの

4名、北アメリカ地域はアメリカの 1 名、ラテンアメリカ地

域はウルグアイとコロンビアの 2 名、ヨーロッパはイタリ

アとブルガリアの 2 名、そしてアフリカ地域はモロッコの 1

名の合計 10 名で運営する運びとなった。

次期 2018 年開催はアルゼンチン・ブエノスアイレス、

2019 年開催はアメリカ・サンフランシスコ、2020 年開催

は中国・上海での開催と決まっている。
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江里口麻子大学院生が第 42 回日本歯科麻酔学会認定医試験において
松田学術奨励賞を受賞
平成 29 年 8 月 26 日（土）、27日（日）に水道橋校舎本館

第 2 講義室において実施された第 42 回日本歯科麻酔学会認

定医試験で、歯科麻酔学講座の江里口麻子大学院生が松田学

術奨励賞を受賞した。これは日本歯科麻酔学会認定医試験の

合格者の内、最優秀成績者に授与されるものである。試験内

容は筆記試験と口頭試問からなっており、受験者数 74 名、

合格者数 43 名、合格率 58.1％という厳しい試験であった。

今後、認定医試験を受験する同講座の大学院生たちにとっ

て良い刺激になると思われる。

▲授賞式での記念撮影（左後ろより半田俊之講師、久木留宏和助教、松浦信幸
准教授、髙橋香央里大学院生、一戸達也教授、江里口大学院生）

▲水道橋病院歯科麻酔科の高北義彦臨床教授（左）と江里口大学院生

柳田陵介君（第 5 学年）が第 23 回 Student Clinician Research
 Program（SCRP）において臨床部門第２位を受賞
平成 29 年 8 月 17 日（木）から 18 日（金）に日本歯科医師

会館（千代田区）にて開催された第 23 回 Student Clinician 

Research Program（SCRP）において、柳田陵介君（第５学年）

が臨床部門第 2 位を受賞した。SCRP は歯科学生のリサーチ

マインドの育成・研究意欲の向上、そして歯科医療の発展を

担う歯科学生の育成を目的とし、日本歯科医師会、デンツプ

ライシロナ株式会社が主催する研究発表会である。大学代表

者を決定する学内選考会、抄録や研究の意義について問う事

前審査の後、各大学の代表者として選ばれた 28 名が英語で

の研究発表、および質疑応答にて競い合った。

受賞演題名は「Estimation of Daily Fluoride Intake of

Infants Using the Microdiffusion Method」であり、有機試

料中のフッ化物濃度の測定方法と精度を検討した後、微量拡

散法を用いて乳幼児期における日本人のフッ化物 1 日摂取

量を測定する内容であった。本研究は 4 年間に渡り、卒業

研究として衛生学講座の杉原直樹教授、佐藤涼一助教の指導

の下で取り組んできたものである。今後は本格的な臨床応用

への発展が期待される。

▲本学で行われた表彰楯授賞式での記念撮影（左から佐藤 亨学生部長、
井出吉信理事長・学長、柳田陵介君、佐藤助教、杉原教授）
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▲授与された賞状

解剖学講座が第 23 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会で
奨励賞を受賞

平成 29 年 9 月 15 日（金）に幕張メッセ（千葉市）で開催さ

れた第 23 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会

において、本学解剖学講座と東北大学医学部耳鼻咽喉・頭頸

部外科学教室（香取幸夫教授）のグループとの共同研究が、日

本摂食嚥下リハビリテーション学会奨励賞を受賞した。

本研究は、高齢者の摂食嚥下・発音機能に関与する輪状甲

状関節を詳細に観察したもので、粗造で薄くなる退行性の変

化が生じた関節軟骨表面に滑膜組織が発達し、さらに非炎症

性の組織マクロファージが多数出現し、恒常性の維持に役

立っている可能性を示唆するものである。

近年、組織マクロファージは各組織で種々のフェノタイ

プ、受容体が存在することが報告されるようになった。すな

わち環境因子などによって影響を受けた転写因子などの発現

が特殊化したと考えられる。この組織マクロファージが臨床

における病態解明はもちろん、診断・治療法解明につながる

重要な研究対象であり、本研究はその基盤となるものである

ことが評価された。

鬼谷 薫大学院生が第 62 回日本口腔外科学会総会・学術大会で
優秀口演発表賞を受賞

▲受賞した鬼谷大学院生（左）と柴原孝彦教授

平成 29 年 10 月 20 日（金）から 22 日（日）に国立京都国際

会館（京都市）で開催された第 62 回日本口腔外科学会総会・

学術大会において、口腔顎顔面外科学講座の鬼谷 薫大学院

生が優秀口演発表賞を受賞した。本賞は 39 エントリー演題

の中から事前抄録を審査後、15演題がノミネート演題とし

て採択され、学術大会における発表内容でさらに審査した上

で 7 演題に授与されるものである。

受賞演題名は「次世代シーケンサーによる血中循環腫瘍細

胞 (CTCs) の遺伝子プロファイリング」である。近年、がん

治療において個別化医療を遂行するための精密医療

（Precision Medicine）が行われており、治療により変化する

がん細胞の個性を的確にとらえることが必要である。しか

し、Precision Medicine を行うためには、頻回に侵襲的な組

織検査を行わなければならないのが現状である。血中循環腫

瘍細胞（circulating tumor cells: CTCs）は血中に循環する原発

巣や転移巣の腫瘍細胞であり、侵襲の少ない採血で採取で

き、かつリアルタイムながん細胞の状態を反映している可能

性がある。

今回の研究では、抗体を用いらず細胞径により CTCs を分

離する新しい微小流路分離システム（MFA）を用いて CTCs を

分離し、次世代シーケンサーを用いて CTCs の遺伝子変異解

析を行う技術を確立できた。さらに、現在臨床で使用されて

いる検査精度を向上できる可能性が示唆される結果も得られ

た。本研究で確立した技術を用いて、頭頸部がんや消化管が

ん患者で治療前後の CTCs 遺伝子変異の検討を行っており、

非侵襲的な Precision Medicine の開発を目指している。
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菅原圭亮講師が第 62 回日本口腔外科学会総会・学術大会で
優秀ポスター賞を受賞

▶受賞後の記念撮影（左から中島助教、菅原講師、鈴木先生、片倉 朗教授）

平成 29 年 10 月 20 日（金）から 22 日（日）に国立京都国際

会館（京都市）で開催された第 62 回日本口腔外科学会総会・

学術大会において、口腔病態外科学講座の菅原圭亮講師が 

“Evaluation of Oral Fluorescence Visualization Using

Histopathological Approach（口腔粘膜蛍光観察の病理組織学

的検証）”というタイトルで優秀ポスター発表賞を受賞した。

発表内容は、光学機器を用いて口腔扁平上皮癌を中心に口

腔粘膜蛍光観察を行い、その病理組織学的評価である。蛍光

観察の原理は、450nm青色の励起光の照射により、上皮の

FADや上皮直下のコラーゲンが反応し、緑色の光として反

射し観察される。腫瘍や炎症などによりコラーゲンの破壊や

FADの減少が起こると蛍光輝度が低下するものである。し

かし、蛍光輝度と病理組織学的な関係の詳細については不明

なことが多くあり、口腔粘膜蛍光観察で得られた蛍光輝度を

免疫組織化学染色と特殊染色を用いて病理組織学的に評価し

た。舌扁平上皮癌 6 名、上皮異形成症 1 名について口腔粘

膜蛍光観察を行い、蛍光輝度が低下している範囲と病理組織

学的所見を比較検討した。蛍光輝度 G 値の測定は開発した

専用の解析ソフトを用い、病理組織学的評価は HE 染色、免

疫組織化学染色、特殊染色を行ったところ、蛍光輝度低下範

囲と病理組織学的変化は一致した。なお、本研究は同講座の

鈴木英子先生、臨床検査病理学講座の中島 啓助教と共同で

行ったものである。また、本装置については口腔顎顔面外科

学講座、オーラルメディシン・口腔外科学講座でも、他の視

点で解析を進めている。

今後は、症例数を増やし、さらに詳細な蛍光観察原理の解

明を行っていく。最終的には歯科診療所での歯科医師による

口腔粘膜疾患の診断の一助となるように、また口腔外科領域

では病変の切除断端の決定が可能になるよう研究を続けてい

く。
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本学教員著書
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）

石田 瞭 著
歯科医院でできる「食べる」機能の評価と対応
医歯薬出版、2017

　食事中のむせなどを訴える歯科患者様は増えている
のではないでしょうか？本書ではこれまでの臨床経験
をもとに、歯科外来で実践できるノウハウをイラスト
により分かりやすく解説しました。

推薦図書
教職員・学生が推薦する図書を紹介します。すべて図書館にて閲覧・貸出が可能です。

池井戸 潤 著
空飛ぶタイヤ
実業之日本社文庫、2016

走行中のトレーラーから外れたタイヤが、通りがかりの母子

を襲った実際にあった話をモチーフにした作品。主人公が数々

の困難を諦めずに解決していく展開に、感情移入できて面白

い。巨大な組織の隠蔽体質の実際にも触れることができ、企

業倫理や人としての生き方について考えさせられる作品。

（笠原正貴・薬理学講座）

佐藤綾子 著
非言語表現の威力
講談社、2014

シャイで意見をうまく伝えられないと思っ

たことはありますか。それならこの本がお勧

めです。この本で交渉、発表、日常会話に

おいて最大のパフォーマンスを発揮できるよ

うになります。いい内容も伝わらなければ意

味はない！

（歯学部 3 年）

東野圭吾 著
手紙
文藝春秋、2006

この『手紙』という作品を読んで私は家

族のことについて考えさせられた。

また、ニュースで見ながらもどこか他人事

のように感じていた事件の一つひとつについ

てより真剣に考えるようになった。読書をあ

まりしない人でも読みやすく、深く考えさせ

られる作品なので、ぜひ読んでもらいたい。

（歯学部 1 年）
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阿部潤也図書課長　私立大学図書館協会東地区部会 2017 年度研修分科
会にて講演

　平成 29年 10月 5日（木）午後１時より、明治学院大学白金

キャンパス（港区）において開催された私立大学図書館協会東

地区部会 2017年度研修分科会にて、阿部潤也図書課長が講

演を行った。

　第 4回目のテーマは「機関リポジトリについて知る」と題

した内容である。本学でも進めている機関リポジトリの普及、

推進のための講演で、活発な質疑応答もあり、好評であった。

▲講演する阿部図書課長

電子ジャーナル説明会開催

▶講演する石原研究部長

　平成 29 年 10 月 27 日（金）午後 6 時より、水道橋校舎本

館第１講義室において、図書館と研究部の主催で電子ジャー

ナル説明会が開催された。約 20 名の参加者があった。

　はじめに、阿部潤也図書課長より、2018 年（平成 30 年）

電子ジャーナルの購読契約方針や文献入手のための方策、今

後の展開について説明があった。

　次に、「オープンアクセスジャーナルの普及と購読ジャー

ナルの動向」と題した講演を石原和幸研究部長よりいただい

た。オープンアクセスジャーナルが普及期にある今、研究者

それぞれがオープンアクセスジャーナルへの投稿に費用を費

やすかどうかを考えるべきである。自身の研究にとって、ど

のジャーナルが本当に必要なのかを確認しておくべきである

等の内容であった。
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寄贈資料紹介
　本学同窓の明石隆吉先生（昭和 28年卒）より『傷寒論』をご

寄贈いただいた。

　『傷寒論』は中国伝統医学、とりわけその薬物治療学におい

て最重要な古典であり、江戸時代の日本において特別の評価

を受け、その影響は現在にまで及んでいる（出典：医科学大辞

典，講談社，1982）。

　寄贈された資料は本学の大切な資料として所蔵していく所

存である。

◀寄贈された『傷寒論』
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短期大学ニ ュ ー ス 

東京歯科大学短期大学入試説明会開催
平成 29 年９月 10 日（日）午前 10 時より、東京歯科大学

短期大学第２教室において、平成 30 年度入学希望者を対象

とした入試説明会が開催された。参加者は  31 組  52 名で

あった。

入試説明会では、短期大学教室で参加者全員に入学試験に

向けた具体的な試験勉強の方法を中心に説明が行われた。ま

た平成 30 年度の受験対象学年でない参加者には、実験室

で、歯科衛生士の職務・将来性、短期大学概要、学生募集要

項などについて、スライドを交えて説明が行われた。その

後、基礎実習のデモンストレーションに引き続き、ミニ実習

を体験した。最後に、個別に入学試験、学生生活、学費・奨

学金、授業内容などについて自由に相談できる場を設け、教

職員が対応にあたった。

▲参加者全員に向けた説明会の様子 ▲実験室での実習体験
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歯科衛生士校ニ ュ ー ス 

学外研修セミナー開催

◀コミュニケーションスキルプログラムを受講する学生

平成 29 年９月１日（金）午前９時 40 分より、東京ディズ

ニーリゾートアンバサダーホテルおよび東京ディズニーラン

ド（千葉県浦安市）において、第２、３学年合同の学外研修セ

ミナーが実施された。この研修は、東京ディズニーランドが

主催するディズニーアカデミー・コミュニケーションスキル

プログラムを受講することにより、10月に登院を控えた第

２学年が臨床実習に向けて周囲との協調性を高めるためコ

ミュニケーション技術を修得することを、登院が終盤を迎え

た第３学年は、社会人になるために必要なコミュニケーショ

ンスキルを向上させることを目的としている。

午前９時 40 分、会場であるアンバサダーホテルに集合し

た学生は、第２、３学年合同のグループに分かれ、それぞれ

のテーブルに着席した。午前 10 時、高橋俊之副校長およ

び杉山哲也教務部長の挨拶の後、セミナーが開始された。

セミナーは、ディズニーアカデミーの講師および東京ディズ

ニーランドで実際に勤務されている方々により進められた。

キャスト（従業員）はゲスト（お客様）に対し、安全を第一に考

え、礼儀正しく接し、ショーの要素を大切にしながら効率よ

く行動することを基本理念としていること、ゲストにハピネ

ス（顧客満足）を提供するために、相手の立場に立ち自分から

行動するという考え方を大切にしているという話があった。

その後、コミュニケーションについてグループディスカッ

ションを交えた講義となった。合同のグループであったた

め、当初はやや緊張した表情も見受けられたものの、キャス

トの方の笑顔に促され、次第に和やかな雰囲気へと変化して

いった。午後 12 時にアンバサダーホテルでのセミナーは終

了し、その後はグループごとのパーク体験となった。

パーク内では午前中の講義をふまえ、キャストの様子を観

察することにより、第２学年は「臨床実習で活かせること」、

第３学年は「社会人として活かせること」を見出すことが課

題となった。学生らはグループごとに学年の垣根を越えて親

睦を深めながら課題にあたり、午後４時にはすべての研修を

終了した。

その後、11月２日（木）に学内で第２、３学年合同の学外

研修セミナー報告会を行った。９月を予定していた報告会で

あったが、相次ぐ台風等の影響によりこの日の開催となっ

た。学外研修セミナーで学んだ内容とディズニーランドの

キャストが持つコミュニケーションスキルの中から「臨床実

習で活かせること」、「社会人として活かせること」を抽出し

たものが発表され、活発な意見交換がなされた。
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歯科衛生士専門学校登院式挙行

▲誓詞を述べる赤羽美奈さん（第２学年）

平成 29 年 10 月 2 日（月）午前 11 時より、千葉校舎臨床

研修医室において、東京歯科大学歯科衛生士専門学校第 68

期生の登院式が挙行された。式は高橋俊之千葉病院歯科

衛生士部長、尾谷始子歯科衛生士長の臨席のもと執り行わ

れた。本年度は第 1 学年の在籍者がいないため、列席した

学生は第３学生のみであった。

久永竜一学生部長による開会の辞の後、杉山哲也教務部長

の呼名により、68期の登院生が一人ずつ紹介された。始め

に井上 孝校長から病院実習における修学姿勢および社会的

第４回千歯祭開催

▲決意を新たにする登院生との記念撮影

な一般常識の必要性について、続いて一戸達也千葉病院長か

ら医療の専門家として、また病院職員の一員としての自覚に

ついての訓示があった。また、高橋歯科衛生士部長より登院

実習における健康管理の重要性について、尾谷歯科衛生士長

から日々の臨床実習の心構えおよび歯科衛生士の存在意義に

ついての訓示があった。その後、赤羽美奈さん（第２学年）が

登院生を代表して、本校における最後の学生としての誓詞を

述べ、登院生全員がこれに唱和する形で式を終了した。

▶来場者の質問を受ける学生

平成  29 年  10 月  28 日（土）、千葉校舎において第４回

「千歯祭」が第 10 回千葉病院ロビーコンサートと併催する

形で行われた。

学生たちは、歯科用品の試供品と自分達が作成した歯科関

連のリーフレットの配布および個別の歯科保健指導を行っ

た。学生が作成したリーフレットには、各ライフステージに

応じた歯科に関する情報が凝縮されており、趣向を凝らした

内容が来場された人達の興味を引いた。学生が質問に笑顔で

答えながら積極的にコミュニケーションを図っている姿が印

象に残った。
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国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院

■学校法人桜丘東京歯科衛生専門学校（学生 74名、教員 4名）

平成 29 年 9 月 5 日（火）解剖学実習室、標本室、水道橋病院

見学

■茨城歯科専門学校（学生 52 名）　

平成 29 年 9 月 21 日（木）解剖学実習室、水道橋病院見学

■大宮歯科衛生士専門学校（学生 30 名、教員 2 名）

平成 29 年 10 月 5 日（木）解剖学実習室、標本室見学

■学校法人 日本医科学総合学院（学生 30 名、教員 10 名）

平成 29 年 10 月 19 日（木）解剖学実習室、標本室見学

■東京歯科大学同窓会 87 期生（黎明会）（同窓会員 15 名）

平成 29 年 10 月 21 日（土）水道橋病院、西棟見学

■医療法人社団大和会聖和看護専門学校（学生 63名、教員 3名）

平成 29 年 10 月 24 日（火）解剖学実習室、標本室見学

■一般社団法人南埼玉郡市医師会 久喜看護専門学校（学生

39名、教員 2 名）

平成 29 年 11 月 7 日（火）解剖学実習室、標本室見学

■旭川歯科学院専門学校（学生 27 名、教員 3 名）

平成 29 年 11 月 8 日（水）短期大学、水道橋病院、標本室見

学

■東京歯科大学同窓会 72 期生（志学会）（同窓会員 45 名）

平成 29 年 11 月 11 日（土）水道橋校舎新館、本館 14 階、西

棟見学

■さいたま赤十字看護専門学校（学生 27 名、教員 2 名）

平成 29 年 11 月 14 日（火）解剖学実習室、標本室見学

■学校法人 福岡学園（職員 4 名、設計・施工会社担当 4 名）

平成 29年 11月 17日（金）水道橋校舎 2・3階、新館 2階

血脇記念ホール、西棟 2 階見学

市川総合病院

■社会医療法人社団 順江会　江東病院（看護師 3 名、薬剤師

1名、事務職員 2 名）

平成 29 年 10 月 17 日（火）〜20日（金） 市川総合病院病棟見

学

海外出張

■渡邊 章講師（口腔顎顔面外科学）

チュービンゲン大学病院口腔外科において口唇裂・口蓋裂の

手術技術取得ならびに顎顔面の軟組織評価の技術の習得と向

上のため、平成 29 年 10 月 1 日（日）ドイツ・チュービンゲ

ンへ出発。帰国は平成 30 年 9 月 30 日（日）の予定。

■鈴木なつめ臨床専修医（市病・眼科）

慶應イリノイ眼科交換留学研修プログラム（KIEPO）に参加の

ため 9 月 2 日（土）から 17 日（日）まで、アメリカ・イリノイ

へ出張。

■齋藤 淳教授、鈴木瑛一助教、武内崇博レジデント、

久永幸乃大学院生（歯周病学）

齋藤教授は第 103 回アメリカ歯周病学会に出席、発表およ

びニューヨーク大学との研究打合せのため、鈴木助教、武内

レジデント、久永大学院生は第 103 回アメリカ歯周病学会

に出席、発表のため、齋藤教授は 9 月 8 日（金）から 15 日

（金）まで、鈴木助教、武内レジデント、久永大学院生は 9

月 8 日（金）から 14 日（木）までアメリカ・ボストンへ出張。

■山添真治助教、宗友洋平臨床専修医（市病・放射線科）

CIRSE2017 に出席、および発表のため、山添助教は 9 月 15

日（金）から 20 日（水）まで、宗友臨床専修医は 9 月 14 日

（木）から 20 日（水）まで、デンマーク・コペンハーゲンへ出

張。

■鬼谷 薫大学院生（口腔顎顔面外科学）

16th Human Proteome Organization World Congress に出

席、および発表のため 9 月 17 日（日）から 21 日（木）まで、

アイルランド・ダブリンへ出張。

■山下秀一郎教授、田坂彰規講師、岡野日奈レジデント、

池田一洋大学院生（パーシャルデンチャー補綴学） 

Continental European ＆ Scandinavian divisions of the

International Association for Dental Research（CED-IADR）へ

の参加および研究打合せのため、9月 20 日（水）から 27 日

（水）までオーストリア・ウィーン、ドイツ・ハイデルベルグ

へ出張。
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■中川 健教授（市病・泌尿器科）

第 18 回欧州臓器移植学会議（ESOT2017）に出席、および発

表のため、9月 23 日（土）から 29 日（金）までスペイン・バ

ルセロナへ出張。

■後藤多津子教授（歯科放射線学）

Smell and Taste 09 に 出席のため、9月 27日（水）から

10月 2 日（月）までドイツ・ドレスデンへ出張。

■櫻井 薫教授、石崎 憲准教授、竜 正大講師（老年歯科補綴

学）

Dentca 社並びに南カリフォルニア大学歯学部補綴科の

CAD/CAM教育の視察のため 9月 27日（水）から 10月 2日

（月）までアメリカ・トーランス、ロサンゼルスへ出張。

■小橋優子講師（市病・放射線科）

World Congress Foot and Ankle 2017（IFFAS）への出席、お

よび発表のため 9 月 28 日（木）から 10 月 2 日（月）までポル

トガル・リスボンへ出張。

■海老澤朋宏助教（歯科矯正学）

ソウル国立大学での Joint  Conference に出席するため

9月 28 日（木）から 30 日（土）まで韓国・ソウルへ出張。

■岡野友宏客員教授（歯科放射線学） 

68th Annual Session American Academy of Oral and

Maxillofacial Radiology に出席のため 10 月 3 日（火）から

8日（日）までアメリカ・セントルイスへ出張。

■新谷誠康教授、木村基善大学院生、田中亜生大学院生、

新井 敬大学院生 （小児歯科学） 

26th International Association of Pediatric Dentistry 2017

にて発表および第 29 回 IAPD 大会の日本への誘致活動のた

め 10 月 3 日（火）から 9 日（月）までチリ・サンティアゴへ出

張。

■冨田大輔助教（市病・眼科）

ESCRS に出席、および発表のため、10月  5 日（木）から

11日（水）までポルトガル・リスボンへ出張。 

■齋藤 淳教授（歯周病学）

1st IIUM International Dental Conference における講演のた

め 10 月 5 日（木）から 9 日（月）までマレーシア・クアンタン

へ出張。

■ビッセン弘子教授、太田友香助教、南 慶一郎非常勤講師、

谷口紗織臨床講師、高橋晶子研究補助員（水病・眼科）、

西迫宗大コーディネーター（市病・角膜センター）

第 35 回ヨーロッパ白内障屈折矯正手術学会（European

Society of Cataract and Refractive Surgeons）に出席、および

発表のため、ビッセン教授は 10 月 6 日（金）から 11 日（水）

まで、南非常勤講師は 10 月 5 日（木）から 13 日（金）まで、

西迫コーディネーターは 10 月 6 日（金）から 10 日（火）ま

で、太田助教、谷口臨床講師、高橋研究補助員は 10 月 6 日

（金）から 12 日（木）まで、ポルトガル・リスボンへ出張。

■片倉 朗教授（口腔病態外科学、教務部長）

Asia Pacific University Forumでの講演（井出学長代理）のた

め 10 月 13 日（金）から 14 日（土）まで中国・北京へ出張。

■片山正輝講師（市病・脳神経外科） 

14th Congress of the World Federation of Interventional

and Therapeutic Neuroradiology に出席、および発表のた

め、10月 14 日（土）から 19 日（木）までハンガリー・ブダぺ

ストへ出張。

■小板橋俊哉教授、小鹿恭太郎講師（市病・麻酔科）

2017 年 ア メ リカ麻酔学会（The Anesthesiology 2017

Annual Meeting）に出席、および発表のため、10月 20 日

（金）から 24 日（火）までアメリカ・ボストンへ出張。

■中川 健教授（市病・泌尿器科）

Asia Pacific Transplantation Expert Meeting にアドバイザー

として出席のため、10月 21 日（土）から 23 日（月）まで韓

国・ソウルへ出張。

■櫻井 薫教授（老年歯科補綴学）

台湾老年歯科医学会 2017 に出席、および特別講演のため

10月 27 日（金）から 30 日（月）まで台湾・台北へ出張。

■西井 康講師（歯科矯正学） 

The 56th Congress of the Korean Association of Maxillo

Plastic and Reconstructive Surgeons に出席、および発表の

ため、11月 3 日（金）から 4 日（土）まで韓国・ソウルへ出

張。

■新谷誠康教授、荒井 亮助教、木村基善大学院生、

田中亜生大学院生、棚瀬稔貴大学院生（小児歯科学）

同済大学児童口腔医学研究所との共同研究実施のため、

11月 6 日（月）から 9 日（木）まで中国・上海へ出張。
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■鈴木 昌教授（市病・救急科）

AHA（米国心臓学会）に出席、および共同演者発表指導のた

め、 11 月 10 日（金）から 15 日（水）までアメリカ・アナハイ

ムへ出張。

■澁井武夫准教授（市病・オーラルメディシン・口腔外科学）

11th World Cleft Lip / Palate ＆ Craniofacial Congress に出

席、および発表のため、 11 月 10 日（金）から 13 日（月）まで

中国・武漢へ出張。

■澁井武夫准教授（市病・オーラルメディシン・口腔外科学）、

岡田玲奈臨床専修医（市病・麻酔科）、攝津美枝子看護師（千

病・看護部）

ベトナムにて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、技術指導のため、岡田臨床専修医、攝津看

護師は 11 月 12 日（日）から 19 日（日）まで、澁井准教授は

11月 19 日（日）から 25 日（土）までベトナム・ホーチミン市

へ出張。

■田㟢雅和教授（生理学）

神経損傷による感覚機能異常の再生・再建に関する研究打合

せのため 11 月 16 日（木）から 20 日（月）まで中国・温州へ

出張。

■笠原正貴教授（薬理学）

上海市口腔医学会浦東新区専門委員会主催「第 1 回歯科麻

酔手術室交流会」講師および上海浦南委員視察のため 11 月

20 日（月）から 22 日（水）まで中国・上海へ出張。

■廣内英智大学院生（解剖学）

台北医学大学口腔医学院において共同研究実施のため 11 月

27 日（月）から平成 30 年 1 月 4 日（木）まで台湾・台北へ出

張。
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大学日誌 

平成 29年 9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年生授業再開、短大前期授業再開
金 教務部協議会

［防火・防災安全自主点検日］
衛生士校 2〜3年生学外研修セミナー 

土 5年生第 1 回総合学力試験 

日 

薬事委員会
月 6年生第 2 回総合学力試験（〜5日）、短大教授会

H29年度第 1 回感染予防対策講演会 

火 学生部（課）協議会、感染予防対策チーム委員会 地域連携委員会 衛生士校臨床実習委員会 

水 薬事委員会 地域医療支援病院運営委員会
リスクマネージャー・ICT 会議
輸血療法委員会
臨床検査部運営委員会 

感染制御委員会・ICT 委員会
木 短大前期授業終了

プログラム委員会
カルテ指導委員会 

短大前期授業予備日（〜15日）
臨床倫理検討委員会金

総合講義検討委員会、総合講義検討委員会・作業部会

土 H30年度研修歯科医選考試験 

日 短大入試説明会 

月 臨床教育委員会 診療材料検討委員会

衛生委員会、病院協議会
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、医療連携委員会
病院研修会、研修管理小部会 

保健安全管理委員会
H29年度科研費公募説明会

火 H30年度科研費公募説明会
H29年度科研費使用ルール説明会

H29年度科研費使用ルール説明会

H29年度科研費公募説明会
H29年度科研費使用ルール説明会 

第 318 回教養科目協議会 救急委員会
水
リスクマネージメント部会 ICU 運営委員会、CPC 

1〜4年生前期授業終了
木 医療安全管理委員会・感染予防対策委員会 手術室運営委員会 

水病個人情報保護委員会・病院運営会議

1〜4年生前期授業予備日（〜19日）
倫理審査委員会・利益相反委員会

金
短大臨時教授会、衛生委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

衛生士校創立記念日 

土 患者サロン 

日 

月 敬老の日 

短大前期定期試験（〜29日）


臨床教授連絡会、全体教授会

火 市川リレーションシップカンファレンス
人事委員会、口科研センター会議


国際交流部運営委員会


衛生士校教員会 

1〜4年生前期定期試験（〜29日）、図書事務連絡会


基礎教授連絡会、大学院運営委員会

水 輸血療法委員会、衛生委員会
大学院研究科委員会


［機器等安全自主点検日］


部長会
木 診療録指導委員会

内視鏡室委員会 

給食運営会議、業務改善委員会
金 5年生全体集合

栄養管理委員会 

土 秋分の日 

日 

医療安全管理委員会
月 第 165 回歯科医学教育セミナー

キャンサーボード 

火 図書委員会、教職員研修会 診療記録・情報システム管理委員会
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水病業務連絡会、情報システム管理委員会
27 水

水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会 

28 木 水病教職員研修会ビデオ上映 管理診療委員会、災害対策委員会 衛生士校 3 年生前期定期試験（〜29日） 

29 金 NST カンファレンス 

30 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス

平成 29年 10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 

日 

1〜4年生実習再試験等実施日（〜3日）
短大後期授業開始

月
臨床教育委員会、学年主任・副主任会

［防火・防災安全自主点検日］

衛生士校登院式 

編入学 A、学士等特別選抜 A 願書受付締切
火
感染予防対策チーム委員会、保健安全管理委員会 

水 1〜4年生後期授業開始、医療連携報告会 臨床検査運営委員会、医療安全講演会 リスクマネージャー ･ICT 会議 

感染制御委員会・ICT 委員会
木

プログラム委員会
カルテ指導委員会 

金 総合防災訓練 

土 入試 編入学 A、学士等特別選抜 A 

日 

月 体育の日 

臨床教授連絡会、短大教授会
地域連携委員会

火 講座主任教授会、人事委員会
診療材料検討委員会

給食委員会、薬事委員会

図書事務連絡会
救急委員会

水 大学院運営委員会、大学院研究科委員会
ICU 運営委員会 

リスクマネージメント部会

午後のリサイタル
木

手術室運営委員会 

金 

土 

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、病院協議会
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、研修管理小部会 

火 褥瘡対策委員会、学生部（課）協議会 

水 衛生委員会 

1〜4年生前期定期試験結果発表


診療録指導委員会

木 部長会
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


倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会
金

［機器等安全自主点検日］
NST カンファレンス 

土 患者サロン 

日 

月 第 166 回歯科医学教育セミナー 災害医療特別講演会 医療サービス委員会 

1〜4年生振替授業（金曜日分）

24 火
短大振替授業（金曜日分）
学生インフルエンザワクチン接種
5年生全体集合日

診療記録・情報システム管理委員会
クリニカルパス委員会

情報システム管理委員会

32

19

20

21

22

23



33284 号　2017年 11月 30日発行

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

大学日誌 

25

26

27

28

29

水

木

金

土

日

業務連絡会、第 319 回教養科目協議会
データ管理者会議、診療録管理委員会、医局長会

教職員研修会

第 49 回東歯祭（準備） 

第 49 回東歯祭（・29日）
東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ
-歯科医師臨床研修指導医講習会 -（・29日） 

第 49 回東歯祭後夜祭・第 49 回歯学体報告会 

月 国際交流部運営委員会 

火
6年生第 3 回総合学力試験（・11/1）
教職員研修会ビデオ上映

糖尿病教室、糖尿病教室カンファレンス
褥瘡対策委員会、保険診療検討委員会 

管理診療委員会 

キャンサーボード 公認会計士中間監査（〜11/1）

平成 29年 11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 

6 年生第 3 回総合学力試験


1〜4年生振替授業（金曜日分）


水 1〜6年生インフルエンザワクチン接種日
薬事委員会

［防火・防災安全自主点検日］

公認会計士中間監査
リスクマネージャー ･ICT 会議 

感染制御委員会・ICT 委員会
木 公認会計士中間監査（法人・大学・水病・短大）（〜8日）

プログラム委員会
カルテ指導委員会 

文化の日　
金
第 20 回試験問題作成に関するワークショップ 

土 

日 

臨床教育委員会
月 薬事委員会
総合講義検討委員会・作業部会

推薦、帰国子女・留学生選抜 願書受付締切
火 1〜6年生インフルエンザワクチン接種日
感染予防対策チーム委員会、保健安全管理委員会

教職員インフルエンザワクチン接種日 

水 解剖慰霊祭、リスクマネージメント部会 救急委員会、ICU 運営委員会、CPC 教職員インフルエンザワクチン接種日 

公認会計士中間監査
木 手術室運営委員会

治験審査・倫理審査委員会 

金 自衛消防訓練 内部監査 教職員インフルエンザワクチン接種日 

土 推薦入学選考、帰国子女・留学生特別選抜 

日 

月 短大教授会 市川リレーションシップカンファレンス

病院協議会、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
衛生委員会、薬事委員会
業務連絡会、病院研修会
研修管理小部会 

臨床教授連絡会、講座主任教授会
公認会計士中間監査

火 人事委員会、口科研センター会議
診療材料検討委員会

教職員インフルエンザワクチン接種日（1日目）
衛生士校 臨床実習委員会 

図書事務連絡会、基礎教授連絡会
輸血療法委員会、衛生委員会

水 大学院運営委員会、大学院研究科委員会
［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

研修管理委員会
内部監査 

診療録指導委員会
部長会

木 医療安全管理委員会、感染予防対策委員会
内視鏡室委員会

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 公認会計士中間監査
金
衛生委員会 NST カンファレンス、栄養管理委員会 

土 患者サロン
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19 日 短大推薦入学選考、短大教授会（臨時） 

20 月
法人理事会、法人評議員会
教職員インフルエンザワクチン接種日（2日目）

［機器等安全自主点検日］
医療安全管理委員会 

21 火 学生部（課）協議会、国際交流部運営委員会 

22 水
業務連絡会、データ管理者会議
診療録管理委員会、医局長会
情報システム管理委員会

糖尿病教室
糖尿病教室カンファレンス
褥瘡対策委員会

衛生士校 卒業研究発表会 

23 木 勤労感謝の日 

24 金 5年生全体集合日
がん薬物療法小委員会
業務改善委員会

医療連携協議会 

25 土 修学指導関係者・父兄個別面談会 

26 日 

27 月
平成  29 年度  HIV/ エイズ診療従事者臨床研修（・  28
日）
第 167 回歯科医学教育セミナー、教務部協議会

キャンサーボード 衛生士校 3 年生 修学旅行（〜28日） 

28 火
図書委員会
第 320 回教養科目協議会

後期健康診断（〜29日）
診療記録・情報システム管理委員会
クリニカルパス委員会 

29 水 

30 木 教職員研修会 管理診療委員会 千葉市保健所立入検査
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 東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（平成29年11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
佐藤正樹　　篠塚侑佳里　　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283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。
2頁　第49回全日本歯科学生総合体育大会開催
　　 入賞部門（個人含む）順位　柔道部（男子個人）
　　 75kg級優勝　今藤　周　→　近藤　周

「2017年度　東京歯科大学学園祭」のパンフレットから。部活対抗・かくし芸大会のポスター（制作：
第4学年・倉根眞子）。
表紙中央は、パンフレットのカバーデザイン（制作：第3学年・川村忠将）。
この時のためだけにつくられたものたちが、日常の空間を、お祭りの賑わいに変えていきます。

　

編集後記

第49回東歯祭フェスティバル2017。

　こだわりの調度品が並ぶカウンター。自家焙煎された豆を

挽き、95度にお湯を沸かし、2分間の時間を正確に計りなが

ら、ドリッパーで丁寧に淹れていく。老舗のカフェのこだわ

り。カタカタとソーサーを震わせながら運ばれた一杯のコー

ヒー。いつもの教室の前のラウンジに、オシャレなカフェの

空気が流れる。

　血脇記念ホールのステージの上、スポットライトを浴びて、

自分のこころのうちなるものを、パフォーマンスの中に爆発

させる。普段言えないこと、ふだん気がつかなかったこと、ず

っと蓋をしてしまっていること、そんな混沌の中から、小さな

叫び声が心を打つパフォーマンスの形となって吐露される。

　なんてすごいヤツら！　

　「私、失敗しないので」・・・。本番前の自分自身に言い聞

かせる。数え切れないほどの失敗をし、努力を重ねて摑んだ

言葉。たとえ失敗したとしても、最後まできちんとやり抜く

強い覚悟。逃げない自分。いつもうまく行くわけじゃない、

たくさんの失敗があって、支えてくれる仲間がいて、そして

今の自分がある。自分の非力さを嘆いていたって、何もはじ

まらない。　

　小さな頃からずっと続けてきたバレエ。日々の練習がいつ

も自分の生活の中にあったけれど、ひとつの区切りとして跳

んだ、ラストステージ。客席を埋める観客の、一瞬の驚きと

歓声。仲間や家族が見守るなか、鳴り止まないカーテンコー

ル。

　そこには、ポワントを履いて背筋を伸ばし、少しでも前へ

と、つま先で立とうとするうちに、いつしか、しっかりと足

を地に着けて立っている自分がいる。

　こころの中から伸びた、たくさんの樹状突起が、どこかで

誰かの心と、新しいシナプスを形成していく。全然違うひと

だけれど、苦手だけれど、好きじゃないけれども、でも、ど

こかに繋がるものがある。ワタシってなに？デコボコの多面

体。ひとつの面が光をだすと、無関係にみえる角が輝きだし

て、新しい自分に気付いていく。

　自分自身の存在を肯定するための、はじめの一歩。

広報・公開講座部長：橋本貞充
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