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　平成から令和へと新しい年号の始まる年に、東京歯

科大学の第130期生として皆さんを迎えられること

に、大きな喜びを感じると共に、歯科界を担っていく

若い力に期待し、心から歓迎したいと思います。

　保護者の皆さまには、学長として、東京歯科大学の

教職員一同を代表し、心よりお祝いを申し上げます。

2020年に創立130周年を迎える東京歯科大学が求

めるのは、歯科医師としての豊富な知識と高度な技術

はもちろんのこと、医療人としての倫理観を備え、そ

して、まわりの人たちを尊重しながら共に前に進むこ

とができる、豊かな人間性を兼ね備えた歯科医師とな

る人材です。これが集約されたものが、東京歯科大学

の建学の精神である、「歯科医師たるまえに人間た

れ！」の、東京歯科大学創設者血脇守之助先生の言

葉です。

　大学の基本は、「教育」「研究」「診療」です。基礎

と臨床の研究が無ければ、教育も診療も表面的な単な

るまねごとで終わり、空疎なものとなって、説得力は

ありません。

診療は「科学的根拠に基づく医療」と訳さるEBM

により、患者さんにとっての、「根拠のある最善の医

療」が提供される事が大切です。このEBMを実践し

ていくためには様々な論文や学会発表を通して、常に

最新の情報に触れ、歯科だけでなく医科を含めた大学

や研究施設、病院と互いに協力し、様々な職種の人達

とチームを組んで、日々研鑽を積み重ねる、という、

強い覚悟が必要となります。

　今、歯科医師になるという目標を持って、ここにい

る皆さんが、これから乗り越えて行かなくてはならな

い六年間のカリキュラムは膨大で、長く困難な道のり

かもしれません。しかし、歯科医師には、目の前のひ

とりひとりの患者さんに寄り添って安心させ、自らの

知識と経験でその病気を診断し治療を進めていくとい

う、大きな責任があります。　

　皆さんは、近い将来、医療チームのリーダーとなる

べき人たちです。そうなるためには、今、何をなすべ

きか。自らの意志で将来の目標を定め、そのゴールを

達成していく。そのための学生生活がこれから始まる

のです。

　東京歯科大学には、主に基礎教育と臨床を担う「水

道橋キャンパス」、また医科と歯科の密接な医療を学

ぶ市川総合病院有する「市川キャンパス」、そして、

地域に密着したこれからの歯科医師の育成を目指す、

新しい千葉歯科医療センターの「千葉キャンパス」

と、それぞれが異なった特徴をもつ三つのキャンパス

があります。

　この東京歯科大学の整備された環境の中で、皆さん

は、共に学び、競い合い、互いに助け合いながら、自

分たちのゴールを目指して行くことになります。毎日

の講義や実習、そして臨床研修の中に、たくさんの宝

物が埋まっています。その宝物に気づき、そして、そ

の宝を自分のものにしていくことが出来るかどうか。

　その毎日の積み重ねが、自分の将来を決めていきま

す。どうか其の目標に向かって努力を怠らないで下さ

い。

訓　辞
東京歯科大学

学長　井出吉信

2019年度 入学式挙行 学長訓辞2019年度　入学式挙行

2019年度　東京歯科大学入学式挙行


2019年4月5日（金）午後1時より水道橋校舎新館

血脇記念ホールにおいて、2019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8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、澁谷國男同窓会長から

祝辞が述べられ、新入生代表の石川智大君による宣誓

と、真木大輔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 ▲祝辞を述べる澁谷同窓会会長

▲新入生を代表して「宣誓」する石川智大君 ▲徽章を授与され披露する新入生代表の真木大輔君
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2019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　澁谷國男

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。母校同窓を代表して

心からお祝い申し上げます。

本学は129年前の1890年　明治23年に高山歯科医

学院として設立され、それを基として日本の近代歯科

医学、医療を確立した本学の建学者である血脇守之助

先生によって、東京歯科医学専門学校、そして東京歯

科大学となり、日本で最も歴史と伝統を誇る歯科医学

教育及び研究の先駆として広く世界に向かって発展し

てまいりました。

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

日本歯科医師会も創設されました。

同窓会のホームページにある「同窓会案内」を開い

て頂くと、高山・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おります。本学を

創設し、発展させてきた諸先輩の歯科医学・医療への

厚い情熱を知ることが出来ますので、新入生並びにご

父兄の皆様にも是非ご覧頂きますようにお願い申し上

げます。

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、

学生時代の歯科医学の学習はもとより、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る友人を作り、先輩、後輩

との結びつきを深めることが必要となります。本学に

は多くの運動部、文化部、同好会があり、それぞれ活

発な活動をしております。是非、早い時期から所属し

て、大いに学生生活を楽しみ、医療人としての社会性

を身に着けていただ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9,200余

名おり、全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ます。卒業

と同時に生涯にわたり東京歯科大学同窓会の会員とな

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

会本部にお聞きいただければそれぞれの地域の支部と

の連絡がと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。

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。

ご入学誠に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　石川智大

2019年度 入学式挙行
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教授就任のご挨拶

老年歯科補綴学講座

上田　貴之

この度、2019 年４月１日付で老年歯科補綴学講座の主任

教授の職を拝命いたしました。伝統ある補綴学教室の教授と

して、その職責の重さに身の引き締まる思いであります。

私は、1999 年に東京歯科大学を卒業後、本学大学院歯学

研究科に進学し、当時の歯科補綴学第Ⅰ講座に在籍を致しま

した。私の前任の櫻井 薫教授に師事し、咀嚼回数の制御に

関する生理学的な機能評価を中心に研究を行いました。その

後、本学助手、講師を経て、2010 年から准教授として勤務

してまいりました。

その間、本学の組織改編に伴い、所属講座が歯科補綴学第

Ⅰ講座、有床義歯補綴学講座、老年歯科補綴学講座と変わ

り、担当する教育、研究等の内容も変化してまいりました。

現在は、おもに総義歯補綴学と老年歯科医学を中心に活動を

行っております。

我が国のみならず、多くの先進国で高齢化率の高まりによ

り、医療、福祉を取り巻く環境が大きく変革している中、歯

科医学もダイナミックに変化しています。そのような状況下

で、高齢者の全身の健康を守るための口腔機能管理の重要性

が高まっています。これまで以上に、老年歯科医学の重要性

が高くなっていくと思われます。この分野においても、本学

が牽引役となれるように邁進してまいります。

微力ではございますが、診療、教育、研究、社会活動を通

して、本学および歯科医学の発展に貢献できるよう、尽力し

ていく決意です。今後とも、関係各位のご協力、ご支援を賜

りたく、お願い申し上げます。

歯科矯正学講座

西井　康

このたび 2019年４月１日付けで歯科矯正学講座教授を拝命い

たしました。新たな責務を担うこととなり、決意を改める思いで

あります。井出吉信理事長・学長をはじめ、ご選考下さいました

先生方に厚く御礼申し上げます。

私は 1986年に本学卒業後、一般歯科医療経験を経て、本学歯

科矯正学講座へ入局し、末石研二前教授の下、医局長・講座幹事

として講座の運営にも携わってまいりました。

少子化時代を迎え、学生中心の教育・指導の充実が、受験生の

大学選択の判断基準なると考えます。単に知識を定着させるだけ

でなく、低学年から理解をさせる教育に重きをおき、高学年では

臨床実習経験を通じ知識を問題解決能力に変え、患者への対応か

ら高い倫理観を育みたいと考えております。このように、各学年

でマイルストーンを明確に設定し、６年生の総合講義を通じて、

設定した６年終了時アウトカムを達成できるカリキュラムを構

築・実践したいと考えております。矯正専門教育においては、当

講座は設立 45年目となる研修課程があり内外で高い評価を得て

おります。同門会である美久会の先生方の研修教育へのご協力を

仰ぎ、専門教育の充実をはかって参りたいと考えます。

本学は口腔科学研究センターをはじめ充実した研究環境が整っ

ております。この恵まれた環境を活用させていただき、基礎講

座、臨床講座のご指導を仰ぎながら基礎研究、臨床研究そしてト

ランスレーショナルな研究をバランスよく推し進め、研究成果を

患者に還元できればと考えております。研究を通じ、次世代を担

う若い医局員に研究の楽しさや探究心を触発し、単に技能に優れ

た臨床医ではなく、リサーチマインドを持った医療人の育成を目

指したいと思います。

大学病院診療において患者が望むところは、高い専門性にある

と存じます。当科は日本でも有数の外科的矯正治療患者、口唇

裂・口蓋裂患者の症例数を誇り、アンカースクリューを用いた矯

正治療の経験も豊富にございます。これらの特色を生かし、水道

橋病院、市川総合病院、千葉歯科医療センターのそれぞれの地域

患者と密着し、地域医療機関および他科と良好な連携の上で、よ

り専門性の高い診療形態に発展できればと考えております。

浅学非才の身でございますので諸先生方のご指導を仰ぎ、本講

座ひいては本大学の発展のため、微力ながら精進いたす所存でご

ざいます。今後とも一層のご指導を賜りますよう何とぞお願い申

し上げます。
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学内ニ ュ ー ス 

平成30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
2019 年３月 12 日（火）午後６時より、市川総合病院講堂

において、平成 30 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 10 回目となる

今回は、発表５分、質疑応答３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。

平成30年度 臨床研修医修了式挙行

▲発表する臨床研修医

▶修了証を授与する西田市川総合病院長（左）

平成 30 年度歯科臨床研修修了式が、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、2019 年 3 月 18 日（月）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 30 名に修了証が授与された。引き


続き、矢島病院長より訓辞があり、「2018 年度臨床研修歯


科医症例報告会」（２月６日（水）・７日（木）開催）の最優秀賞


（上野琴美）ならびに優秀賞２名（田島美穂、熊本亜津沙）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 14 日（木）午後２時より、市川総

合病院講堂において、医科・歯科の臨床研修修了式が合同で

行われた。式は司会の大塚 健人事課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 12 名）に修了証が授与された。引き続き西田市川総合

病院長の訓辞が行われ、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。

千葉歯科医療センターでは、３月 22 日（金）午前９時よ

り、千葉校舎歯科臨床研修医室において行われた。式は

森川泰紀プログラム責任者の開式の辞に始まり、一戸達也千

葉歯科医療センター長から臨床研修歯科医に修了証が授与さ

れた。引き続き、一戸センター長による訓辞、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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第179回歯科医学教育セミナー開催
2019 年３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 179 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

校舎にも中継された。

今回は、「新専門医制度時代の慶應メディカルアライアン

スの専門医養成について」と題し、慶應義塾大学医学部教

授の鈴木秀和先生より講演いただいた。はじめに、日本の

歯科医師養成の過程と専門医制度について、海外の制度状況

と比較して説明があった。また、日本の卒後研修の現状と問

題点について整理がなされ、第三者機関として制度の統一

化・標準化を図ることなどを目的として作られた新しい専門

医養成の仕組みについても詳しい解説がなされた。

新たな専門医制度のもと、2016 年に慶應義塾大学病院お

よび慶應義塾大学関連病院では、「慶應メディカルアライア

ンス」を結成し、専門医の研修制度を整備しているとの説明

があった。慶應メディカルアライアンスでは、先進・先端医

療を学べることや研究環境との垣根が低いこと、グローバル

▲講演される鈴木先生

に活躍できる場が提供されていることなどの特徴があり、具

体的な活動について解説がなされた。

講演最後の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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2018年度 第10回水道橋病院教職員研修会開催

▶挨拶される森岡先生

2019 年３月 28 日（木）午後６時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、2018 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「関東信越厚生局及び東京都によ

る個別指導当日の講評と対象診療録への対応」と題して、水

道橋病院診療録指導委員会の統括委員長である森岡俊介臨床

教授より、個別指導における主な指摘事項について解説が行

われた。各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指導が

行われている。研修会では、診療録記載において指摘事項以

外の問題点についても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。

学校法人東京歯科大学 2019年度辞令交付式開催

▶宣誓をする荻本さん

　2019 年 4 月 1 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 2019 年度辞

令交付式が行われた。本年で４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 47 名、医療技

術系職員 14 名、看護系職員 88 名、事務系職員 12 名、労

務系職員 1 名、リサーチレジデント１名、レジデント 37

名、臨床研修歯科医 113 名、臨床研修医 9 名の合計 322 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荻本 楓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。
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学内ニ ュ ー ス 

2019年度 臨床研修開始式挙行
2019 年度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、2019 年４月１日（月）午後１時より、水

道橋校舎本館第１講義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 66 名に辞令が交付された。続い

て、矢島病院長による訓辞があり、無事に式を終了した。

市川総合病院では、４月２日（火）午後５時 30分より、市

川総合病院の講堂において医科と歯科の合同による臨床研修

開始式が開催された。当日は、西田次郎市川総合病院病院長

から辞令交付があり、引き続き、西田病院長、小板橋俊哉研

修管理委員長、野村武史歯科研修管理委員長から、それぞれ

挨拶があった。

千葉歯科医療センターでは、４月１日（月）午後２時 10 分

より、千葉校舎歯科臨床研修医室において臨床研修開始式が

行われた。一戸達也千葉歯科センター長による訓辞に続き、

石崎 憲研修管理委員長からの挨拶があり、無事に式を終了

した。

▲辞令を交付する矢島病院長
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第126期生（2019年第５学年）登院式
2019 年４月 10 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 126 期生（2019 年度第５学

年）145 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、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られた。次いで、列席者の紹介が

あり、列席者がそれぞれ臨床実習開始にあたっての心構えを

説いた。引き続き登院生を代表して小林勇太君が宣誓を行

い、式は滞りなく終了した。

第 126 期生は今までに学んだ授業や総合学力試験、共用

試験をクリアする中で習得した、知識・技能・態度を存分に

発揮し登院実習に臨むべく、充実した表情で訓示や心構えを

聞いていた。

第23回試験問題ワークショップ開催

▲第 126 期生を代表して宣誓を行う小林君

▶グループでのブラッシュアップの様子

2019 年４月 20 日（土）午前９時 30 分より、水道橋校舎

本館 13 階において、第 23 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大阪歯科大学教授の梅田 誠先生

と明海大学教授の天野 修先生を講師としてお招きして、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Ｍ）、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、４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 26 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た。最後に、受講者に修了証書が授与

され、午後 5 時 20 分に盛会の内に終了した。
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学内ニ ュ ー ス 

2019年度 第１回水道橋病院教職員研修会開催
2019 年４月 23 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第

1講義室において、2019 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（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）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、

医療安全管理室室長の半田俊之講師より説明があり、『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

会委員長の鳥山佳則教授から説明があった。最後に『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

委員会副委員長の辻野啓一郎講師から説明があった。

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。

2019年度 新入生学外セミナー開催
今回で 22 回目を迎える 2019 年度新入生学外セミナー

が、2019 年４月 24 日（水）から 26 日（金）までの２泊３日

の日程で、かずさアカデミアパーク（千葉県木更津市）におい

て開催された。 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点を目的として実施されている。 

１日目は、定刻通りにさいかち坂校舎を出発し、到着後の

▲マニュアルの改正点について説明する鳥山教授

午前 11 時より開講式が行われた。その後、午前 11 時 20

分より、望月隆二教授による「ノートプリントの活用法」の

概要説明と片倉 朗教授による「患者との接遇」と題した講

演があった。

昼食後は、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 55 分からは、橋本

▲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
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▲懇親会会場で先生方や友人と親睦を深める新入生 ▲懇親会会場で先生方や友人と親睦を深める新入生

▲グループ討議でまとめた内容を公開ディベートで発表する新入生 ▲公開ディベートの作戦会議を行う新入生

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 25 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、フォークと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。昼食後の午後１時より、本学卒業生の中野岳志大学院

生、鈴木真理子大学院生による「卒業生からのメッセージ」

と題した講演が行われた。その後、２回目のグループ討議を

行い、午後５時 20 分より平井基之先生による「臨床医から

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

をいただいた。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、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時より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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2019 TDCアカデミア 大学連携セミナー／「歯学研究最先端」
～東京歯科大学「顎骨疾患プロジェクト」からの医療情報提供～を開催
2019 年５月 12 日（日）午後１時より、水道橋校舎新館第 の機能回復ってどうやったらできるの？」「医療における

１講義室において、2019 TDC アカデミア 大学連携セミ VR技術は今どこまで来ているの？」など、「聞いたことは

ナーが、東京歯科大学同窓会と東京歯科大学研究ブランディ あるけど、具体的にはわからない」「今どうなっているのか

ング事業「顎骨疾患プロジェクト」の共催で開催された。今 知りたい！」をテーマに、地域医療に邁進されている臨床医

回のセミナーは、文部科学省によって採択された私立大学研 に向けた日常臨床のヒントや医療情報の理解に役立つ情報を

究ブランディング事業において本学が行っている「顎骨疾患 発信する場として、プロジェクト内で研究を行っている先生

プロジェクト」の研究内容を、臨床医にもわかりやすく伝え 方が講演した。

することを目的として企画された。「よく耳にする iPS 細 当日は、同窓生の他、教職員、大学院生、学部学生の計

胞ってそもそも何？」「歯周病のマイクロバイオームとは？」 117 名が参加し、大変有意義なセミナーとなった。

「味覚は脳でどのように感じているの？」「前フレイル期から

【プログラム】 司会：片倉 朗教授（口腔病態外科学講座）

開会の挨拶…………………………………………………………………………………………………………… 澁谷國男先生（同窓会会長）

「楽しもう、リサーチマインドのアップグレード」………………………………………………山口 朗客員教授（口腔科学研究センター）

「咀嚼・嚥下機能の恒常性維持と低下：老化のメカニズムを紐解く」………………………………………… 阿部伸一教授（解剖学講座）

「歯周組織再生の現在とこれから－バイオフィルムコントロールの先にあるもの－」………………………齋藤 淳教授（歯周病学講座）

「おいしく味わい、楽しくおしゃべりしている時、私たちの脳はどんなふうに活動しているのか」
…………………………………………………………… 後藤多津子教授（歯科放射線学講座）

「デジタルデンティストリーをより身近に－ 3Dプリンタ・ヴァーチャルリアリティ技術の応用－」
…………………………………………………………… 菅原圭亮講師（口腔病態外科学講座）

「近年の再生医療事情－幹細胞ってどんなもの？」…………………………………………………………… 小野寺晶子講師（生化学講座）

セミナーの総括……………………………………………………山口 朗客員教授（口腔科学研究センター）、宮地建夫先生（同窓会顧問）

▲会場風景
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▶講演される歯科放射線学講座後藤多津子教授

▶参加した学生

▶同窓会の先生方とともに聴講する学生達



293 号　2019年 6月 30日発行

 

 

大学院ニ ュ ー ス 

第447 回大学院セミナー開催

◀講演される水橋先生

2019 年２月 28 日（木）午後６時より、水道橋校舎西棟ラ

ウンジにおいて、第 447 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。今回は米国ミシガン大学歯学

部博士研究員の水橋孝治先生をお招きして、「ユニークな骨

格幹細胞が成長板軟骨の休止細胞層に存在する」と題して講

演をいただいた。

本セミナーでは 2018 年 11 月に水橋先生が第一著者とし

て Nature 誌（563 号 254〜258 ページ）に発表した内容をご

紹介いただいた。水橋先生らは以前、マウス長管骨軟骨細胞

群中に骨格細胞の前駆細胞が存在することを示唆することを

報告していたので、それを基盤として今回は詳細な細胞系譜

の解析を行った。その結果、生後成長板軟骨の休止細胞層に

骨格幹細胞が存在し、長期に渡りに成長板軟骨の維持に貢献

することを明らかにした。さらに、この骨格幹細胞はまず増

殖軟骨細胞へと分化し、従来アポトーシスにより細胞死を迎

えると考えられていた終末分化細胞である肥大化軟骨細胞へ

と分化したのち、骨髄まで到達して骨芽細胞および骨髄間質

細胞に分化転換することを見事に証明した。そして、増殖層

の軟骨細胞は、休止軟骨細胞から分泌される副甲状腺ホルモ

ン関連ペプチド（PTHrP）と肥大化軟骨細胞から分泌されるイ

ンデアンヘッジホッグ（Ihh）により協調性に維持されている

ことも明らかにした。

講演後、多くの質疑応答が行われ、軟骨細胞が骨芽細胞に

分化転換することを見事に証明した水橋先生のご講演を楽し

むことができた。

2019 年度大学院歯学研究科入学式挙行
2019 年４月２日（火）午前 10 時より、水道橋校舎本館第


２講義室において、2019 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 41 名の紹介があった。その後、


井出吉信学長から、新入生を代表して山本悠太郎大学院生


（解剖学講座）に入学許可証が授与された。引き続き、井出学

長の訓辞、櫻井 薫大学院研究科長、澁谷國男同窓会長の挨

拶の後、新入生代表の山本大学院生が宣誓し、入学式を閉式

した。

▲宣誓を行う山本大学院生
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第448 回大学院セミナー開催

◀講演される西村先生

2019 年４月 12 日（金）午後６時より、水道橋校舎西棟ラ

ウンジにおいて、第 448 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 UCLA 歯学部先端補

綴学講座ワイントロープ再建生体工学研究所の西村一郎先生

をお招きして、「顎顔面複合組織の再生をめざすトランス

レーション研究：骨生体時計を糸口に」と題して講演をいた

だいた。

講演は、細胞の 24 時間周期の概日リズムを調整する時計

遺伝子の Npas2 が、網羅的遺伝子解析法によってインプラ

ント治療のオッセオインテグレーションに重要な役割を担う

ことが示唆され、KOマウスやケミカルジェネティックスを

応用することで明らかになったという内容であった。会場は

開演前から満席であり、講演後の質疑応答も予定時間を超え

るほど、活発に行われた。西村先生の講演は、基礎研究から

臨床へつながるトランスレーション研究をわかりやすく解説

し、大学院生も含む多くの研究者に感銘を与えるものであっ

た。
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長期海外出張報告

歯科矯正学講座　助教　安村敏彦

　2018 年３月１日（日）から 2019 年 3 月 31 日（日）までの

１年間、南カリフォルニア大学（University of Southern

California：以下 USC）歯科矯正学講座に長期海外出張させて

いただきましたので、概要についてご報告いたします。

　USCは 1880年に設立されたアメリカ西海岸最古の名門私

立大学で、ロサンゼルスにあります。沿岸部は地中海性気候、

内陸部は砂漠気候であり、湿度が少なく過ごしやすい地域で

す。ロサンゼルスはアメリカ第２の都市であり、世界の映画

産業の中心地であるハリウッドが有名です。その関係もあり

映画芸術学部は有名であり、上映前作品の監督解説付きの試

写会が学生に人気の講義です。スポーツも盛んであり、仮に

国として夏季オリンピックに出場した場合、総獲得メダル数

は国別ランキングで 16位となります（2016年データ）。USC

歯科矯正学講座と当講座は以前より友好な関係を築いており、

講座主任の Sameshima先生とも交代して車で相乗りして通勤

していたため、すぐに慣れることができました。

アメリカでは歯科診療のデジタル化が加速し、口腔内ス

キャナーによる光学印象がかなり一般化してきています。

USC 歯科矯正学講座としても、通常の印象採得から光学印

象へ移行しようと整備しているところでした。また、これま

では得られたデータからモデルオペやトレーニング目的の模

型を作るには高価な 3D プリンターを必要としていました。

近年、費用対効果が良いとされている光造形プリンターがア

▲ CHLAの Craniofacial teamとともに：CHLA外来にて

メリカ開業医間で導入され始めていますが、出力された 3D

プリント模型は臨床応用が先行しているため、精度検証が現

在も行われています。

　USC 歯科矯正学講座でも光造形プリンターを所持してい

るため、私は 3D プリント模型の精度検証実験の研究を行っ

ていました。臨床では、USC 矯正外来見学と研修生の指導、

症例検討会などに参加しました。日本の外来との違いの１つ

として、非常勤講師が日替わりボランティアで研修生の教育

指導を行っていました。したがって患者は、月に一度あるそ

の非常勤講師の担当日にしか予約をとることができないので

す。それでも患者は学校や仕事を休んで来ることができる環

境がアメリカ社会では許容されていることを実感しました。

また、Sameshima 先生に USC の関連病院である Children’s

Hospital Los Angeles（CHLA）の歯科部門と Craniofacial team

も紹介していただき、そちらでも半年間、毎週木曜日に外来

見学や介助、症例検討会に参加することができたことは、大

変貴重な体験だったと思います。ロサンゼルスならではかも

知れませんが、外来ではスペイン語のみ通じる患者さんも多

く、外来の案内看板は英語とスペイン語が併記されており、

スペイン語を話せる職員が必ずいました。教育に関しては、

USC 歯学部学生の歯科矯正学実習に参加指導しました。歯

科矯正学に関しては本学とそれほど変わっていませんでした

が、臨床現場がデジタル化するに伴い、カリキュラムをどの

ように改良させていくかが議論されていました。

　今回の長期出張によって、USC と CHLA の様々な専門化

の先生と意見交換することができ、大変有意義な経験をさせ

ていただきました。このような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末石研二客員教授、そして関

係者各位に厚く御礼申し上げます。また、出張中すべての面

でお力添えいただきました、歯科矯正学講座の皆様に重ねて

御礼申し上げます。ありがとうござました。
▲ Sameshima 先生とともに：USC歯科矯正学講座にて
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トピックス

第 28回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会にて
口腔病態外科学講座の谷本雄輝臨床専門専修科生が優秀ポスター賞を受賞
2019 年３月１日（金）から３日（日）、千葉市民会館（千葉

市）において第 28 回日本有病者歯科医療学会総会・学術大

会が行われ、口腔病態外科学講座の谷本雄輝臨床専門専修科

生が「直接経口抗凝固薬（DOAC）服用患者の抜歯に関する臨

床的検討」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、 直 接 経 口 抗 凝 固 薬（direct oral

anticoaglants：DOAC）服用患者の観血的治療に関して統計

学的調査を行ったものである。

DOAC 服用患者の観血的治療はワルファリンと同様に対応

することが『抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン』

で推奨されているが、服用継続下での安全性に関する報告は

いまだ少ない。現在までに水道橋病院口腔外科で抜歯後出血

に関して調査を行ってきたが、さらなる症例数の蓄積が必要

であると考え調査した結果である。2015 年４月から 2018

年３月までに同科に初診で来院し、抜歯を行った DOAC 服

用患者 26 名、33例について追加調査を行った。調査項目

は性別、年齢、CHADS 2 スコア、DOAC 内訳、休薬の有無、

術者経験年数（資格の有無）、処置時間帯、局所止血法、後出

血の有無を、診療録から後ろ向きに抽出した。33例中後出

血を認めたのは４例のみで、今回の調査でもガイドラインに

▲受賞ポスター前の谷本臨床専門専修科生（中央）と片倉 朗教授（左）、星野照秀
レジデント

準拠して適切な止血処置を行うことや処置時間帯を半減期に

設定することで、DOAC 服用継続下でも安全な歯科治療を可

能にすることが確認できた。一方で後出血を認めた症例は少

なく、要因の特定までには至らなかった。現在、同学会を中

心に DOAC への対応を含めた新たなガイドランを作成中で

あるが、臨床に直ちに還元できる示唆ある内容であることが

評価された。

第 73 回日本歯科理工学会学術講演会にて、歯科理工学講座の染屋智子
助教が日本歯科理工学会クラレノリタケデンタル株式会社賞を受賞

2019 年４月 20 日（土）、21日（日）に東京歯科大学水道橋

校舎新館において開催された第 73 回日本歯科理工学会学術

講演会にて、歯科理工学講座の染屋智子助教が日本歯科理工

学会クラレノリタケデンタル株式会社賞を受賞した。この賞

は、学術講演における研究発表の成果が企業の商品開発の力

になることを期待して与えられるものである。受賞演題名は

「網目状構造を有するファイバーポストと支台築造用レジン

◀歯科理工学講座染屋助教（左）と服部教授

との維持力に及ぼすサーマルサイクルの影響」であった。本

発表は、網目状構造を有するファイバーポストと支台築造用

レジンとの維持力をサーマルサイクル（5℃と 55℃の冷熱サ

イクル環境下で口腔内環境を再現）前後で比較検討したとこ

ろ、その維持力が変わらないことを明らかにした。今後のさ

らなる研究により、臨床でのエビデンスに基づいた治療方法

の提案が期待される。
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日本補綴歯科学会第 128 回学術大会にて、老年歯科補綴学講座の
大神浩一郎客員教授が日本補綴歯科学会優秀ポスター賞を受賞
2019 年５月 10 日（金）から 12 日（日）、札幌コンベン

ションセンター（札幌市）において日本補綴歯科学会第 128

回学術大会が行われ、老年歯科補綴学講座の大神浩一郎客員

教授が優秀ポスター賞（カボデンタル賞）を受賞した。受賞演

題は「上顎顎欠損補綴症例において光学印象および CAD/

CAMシステムを用いて機能回復を図った症例」であった。

本賞は、各部門から最も優秀な演題に対して授与されるもの

である。

上顎悪性腫瘍術後、顎義歯が形態および機能回復に大きな

役割を果たしている。しかし従来法による製作では、上顎洞

や鼻腔への印象材の迷入を招く危険性や、被圧変位量の大き

い顎欠損部周囲の義歯不適合を認める場合がある。それだけ

でなく、上顎悪性腫瘍術後には開口障害が生じ、従来法によ

る印象採得は困難となる。本演題は、光学印象による粘膜の

スキャニングと栓塞子部および顎欠損の周囲可動組織を義歯

完成後にダイナミック印象を行うことで、良好な結果を得る

ことができた症例の報告である。十分な診査を行いデジタル

データとダイナミック印象を用いたことで、機能時の動的状

態を再現し、来院回数が少なくなっただけでなく、完成まで

▲受賞ポスター前の大神客員教授（左）と上田貴之教授

の期間も短縮を図った点が高く評価された。

光学印象や CAD/CAMといったデジタルデンティスト

リーの応用は、今後ますます義歯製作においても重要になっ

ていくと考えられ、本法は有効なアプローチの１つになると

期待される。

市川総合病院 長谷部聖恵看護師長が「一日生活安全部長」として
詐欺被害防止のキャンペーンに参加
2019 年 4 月 24 日（水）、東京歯科大学市川総合病院の

長谷部聖恵看護師長が、「電話 de 詐欺被害防止」を目的と

した防犯キャンペーンに「一日生活安全部長」として参加

した。

千葉県警より委嘱状を受け取った長谷部一日生活安全部長

は、千葉県内における電話による詐欺の被害が、2019 年１

～３月に 282 件発生し、被害総額は約４億７千万円である

ことを報告した。高齢者やそのご家族、地域住民へ向けて

「被害に遭わないために、県民一人ひとりが高い防犯意識を

持って、電話による詐欺の撲滅に向けて取り組むことが大切

である」とメッセージを送った。その後は、JR千葉駅前に

て啓発パンフレットを配布し、通行人に詐欺被害防止の呼び

掛けを行い、活動終了後には県警本部の生活安全部長より感

謝状を贈られた。

おもに産婦人科や新生児を担当する市川総合病院４階西病

棟に勤務する長谷部看護師長は、今回のキャンペーンを通じ

て、子どもからその父母、祖父母世代へ幅広く注意喚起を行

うことができ、病院職員として詐欺被害防止へつなげること

▲一日生活安全部長の委嘱を受ける長谷部看護師長（右）と延澤加壽雄千葉県警
生活安全部長

ができると話していた。今回の体験をもとに、長谷部看護師

長より病院職員全体に防犯意識を広め、さらには市川総合病

院に来院する患者さんやそのご家族を通じて、市川市全体へ

継続的な詐欺被害防止の啓発を推進することが期待される。
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学生会ニ ュ ー ス

2019 年度 新入生・編入生合同オリエンテーション実施
2019 年４月１日（月）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」として、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 クラブ紹介開催

▲新入生オリエンテーションの様子

2019 年 4 月 13 日（土）、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。

はじめに午前 11 時より、南棟２階にて各クラブ担当者か

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新入生が多数出席し、

各クラブの先輩たちに気軽に質問したり、楽器等に直接触れ

ることができる企画もあって、大変な賑わいとなった。

午後０時 30 分からは例年通りクラブ紹介が行われた。

東歯祭実行委員長の和田優希さん（第４学年）、実行委員の

松本祥知君（第３学年）の司会で開会挨拶があり、学生会

総務委員長の石川惠美さん（第４学年）、総務副委員長の

青木孝仁君（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、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。

▲各クラブ趣向を凝らしたクラブ紹介 ▲熱気あふれるクラブ説明会
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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。

樺沢紫苑 著 アーリック・ボーザー 著／月谷真紀 訳
学びを結果に変えるアウトプット大全 Learn better : 頭の使い方が変わり、学
サンクチュアリ出版、2018 びが深まる 6 つのステップ

英治出版、2018

成績の良い人は、合っているのでしょう。そうでない人は、合っているのでしょうか？

「私に合った勉強法が……」その勉強法、本当に合っていますか？　万人に合った勉強法があるとは限りませんが、多くの

人に効果的な学修方法はあります。自分に合った勉強法で成績が振るわない人は、是非、この本を参考に見直して下さい。

『学びを結果に変えるアウトプット大全』には、具体的な方法がたくさん載っています。すべてを実践する必要はありませ

ん。今まで自分がやってこなかった方法があれば、少し根気よく取り組んでみましょう。『Learn better：頭の使い方が変わ

り、学びが深まる６つのステップ』は、著者の経験と実証研究の結果、学び方の理論的裏付けがわかります。『学びを結果に

変えるアウトプット大全』の具体的方法がなぜ効果的なのか理解できます。「私に合った勉強法」ではなく、「効果的な学修方

法」があるのです。 （平田創一郎・社会歯科学）
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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。ご列席のご家族の皆様方にも、心か

らお慶び申し上げます。

新入生の皆様が目指す歯科衛生士は日本に誕生して

から70年を超えました。この間、歯科衛生士の活躍

する領域は歯科診療所、病院から行政、介護施設、教

育機関と多種多様となりました。それにともない、業

務についている歯科衛生士の数は急増しており、12

万人を越すほどとなっております。厚生労働省の定め

る医療専門職はおよそ20職種ですが、その医療専門

職の中で歯科衛生士は、看護師、医師、薬剤師に次い

で第4位の人数を誇る重要な職種となっております。

またこの人数は、世界第2位であり、日本は有数の歯

科衛生士大国となりました。我が国の歯科衛生士制

度について強い関心を持つ国が出てきております。

この歯科衛生士の躍進を支えたのが東京歯科大学で

す。1949年に国策として始められた歯科衛生士の養

成は、５年後には継続できなくなり国は中止してしま

いました。その時に、東京歯科大学が独自に歯科衛生

士の養成を行っていたことが歯科衛生士の存続に繋が

りました。このことは、我が国の保健医療の歴史にお

いて特筆すべき事実であります。また、現在の歯科衛

生士の躍進を見ますと、歯科衛生士の養成を決断した

東京歯科大学の見識と実行力は、賞賛されてあまり

あるものであります。

新入生の皆様は、この東京歯科大学短期大学で歯科

衛生士になるための実力を養い、国民の口腔衛生の向

上を図り歯科医療に貢献することが出来るよう、多く

のことを学んでいただきたいと思います。

本学の教育施設は最新のものであります。また、水

道橋病院、市川総合病院という歯科医療の臨床と医療

職種とのチーム医療を学修するのに最適の施設が用意

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示といたします。

訓　辞
東京歯科大学短期大学
学長　石井拓男

2019年度 入学式挙行 2019年度 入学式挙行 学長訓辞
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2019年度　東京歯科大学短期大学入学式挙行


2019年４月４日（木）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３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、国歌斉唱が行われ

た。そして、新入生が山田好秋副学長からの呼名によ

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、東京歯科大学

短期大学同窓会会長の市川明美様からご祝辞をいただ

いた。

新入生代表の齋藤由麻さんによる誓詞の後、新入生

には学長より徽章が授与され、新入生代表の福島夕季

さんの襟に徽章は輝いた。最後に東京歯科大学短期大

学同窓会有志による合唱隊のリードのより出席者全員

で校歌を斉唱し、式は滞りなく終了した。

入学式に続き、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、短期大学学長、副学長、教学部長から

修学に関する事項、学生生活等についての説明が行わ

れ、入学式関係のすべての日程が終了した。

▲誓詞を述べる齋藤由麻さん ▲徽章を授与される福島夕季さん

▲祝辞を述べる東京歯科大学 井出理事長･学長 ▲祝辞を述べる東京歯科大学
短期大学同窓会 市川会長

▲東京歯科短期大学石井学長による訓辞



2019年４月４日（木）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３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、国歌斉唱が行われ

た。そして、新入生が山田好秋副学長からの呼名によ

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、東京歯科大学

短期大学同窓会会長の市川明美様からご祝辞をいただ

いた。

新入生代表の齋藤由麻さんによる誓詞の後、新入生

には学長より徽章が授与され、新入生代表の福島夕季

さんの襟に徽章は輝いた。最後に東京歯科大学短期大
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入学式に続き、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、短期大学学長、副学長、教学部長から

修学に関する事項、学生生活等についての説明が行わ

れ、入学式関係のすべての日程が終了した。

2019年度　東京歯科大学短期大学入学式挙行

▲誓詞を述べる齋藤由麻さん ▲徽章を授与される福島夕季さん
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訓　辞

東京歯科大学短期大学
学長　石井拓男

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。ご列席のご家族の皆様方にも、心か

らお慶び申し上げます。

新入生の皆様が目指す歯科衛生士は日本に誕生して

から70年を超えました。この間、歯科衛生士の活躍

する領域は歯科診療所、病院から行政、介護施設、教

育機関と多種多様となりました。それにともない、業

務についている歯科衛生士の数は急増しており、12

万人を越すほどとなっております。厚生労働省の定め

る医療専門職はおよそ20職種ですが、その医療専門

職の中で歯科衛生士は、看護師、医師、薬剤師に次い

で第4位の人数を誇る重要な職種となっております。

またこの人数は、世界第2位であり、日本は有数の歯

科衛生士大国となりました。我が国の歯科衛生士制

度について強い関心を持つ国が出てきております。

この歯科衛生士の躍進を支えたのが東京歯科大学で

す。1949年に国策として始められた歯科衛生士の養

成は、５年後には継続できなくなり国は中止してしま

いました。その時に、東京歯科大学が独自に歯科衛生

士の養成を行っていたことが歯科衛生士の存続に繋が

りました。このことは、我が国の保健医療の歴史にお

いて特筆すべき事実であります。また、現在の歯科衛

生士の躍進を見ますと、歯科衛生士の養成を決断した

東京歯科大学の見識と実行力は、賞賛されてあまり

あるものであります。

新入生の皆様は、この東京歯科大学短期大学で歯科

衛生士になるための実力を養い、国民の口腔衛生の向

上を図り歯科医療に貢献することが出来るよう、多く

のことを学んでいただきたいと思います。

本学の教育施設は最新のものであります。また、水

道橋病院、市川総合病院という歯科医療の臨床と医療

職種とのチーム医療を学修するのに最適の施設が用意

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示といたします。
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2019年度 入学式挙行 同窓会長祝辞
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祝　辞

学校法人東京歯科大学
理事長　井出吉信

東京歯科大学短期大学・第3期生の皆さん、入学お

めでとうございます。東京歯科大学は皆さんを心から

歓迎いたします。

保護者の皆さまには、歯科の世界へと進んでいくお

嬢様の姿を目の前に、大きな喜びと安堵があることと

存じます。大学を代表し、お祝い申し上げます。

東京歯科大学短期大学は、日本で初めての歯科衛生

士養成機関として創設された「東京歯科大学歯科衛生

士専門学校」の70年の歴史と伝統を受け継ぎ、3年前

に開学しました。そして、第三期生の皆さんの入学を

もって、1年から3年の全学年が揃うこととなり、こ

れから始まる、新元号「令和」の幕開けとともに、新

たな時代へと踏み出します。

超高齢社会へと向かう日本では、これからの健康長

寿社会を支えるために、摂食嚥下機能の維持、すなわ

ち、楽しく会話し、食べ物をおいしく味わいながら自

分の歯で噛んだり飲み込んだりすることができる力を

維持することが、健康寿命を延ばす事に繋つながりま

す。栄養を摂って健康を保つための、生活の基本とな

る口腔の機能を、どのように守っていくのかが、大

変、重要になります。

2020年のオリンピックイヤーに、創立130周年を

迎える東京歯科大学では、このような全身のケアを視

野に入れた医科と歯科との連携教育を強力に推進して

います。

皆さんは、明日から、東京歯科大学が誇る優秀な人

材と、最先端の設備を備えた充実した環境のもとで、

将来、患者さんやスタッフから信頼される歯科衛生士

となっていくための、勉強や実習、臨床研修を始めて

いくことになります。

東京歯科大学短期大学の学生としての誇りを持っ

て、充実した実りのある三年間の学生生活を送ること

を期待して、祝辞とします。
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本日この入学式において、学長先生よりご訓示を賜り、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。

誓　詞
新入生代表　齋藤由麻

▲東京歯科大学短期大学歯科衛生学科　第３期生
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人物往来 

国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院 市川総合病院

■東京歯科大学 平成会（94期生）（同窓生 70 名）

2019 年 4 月 21 日（日）　西棟 1 階ラウンジ、水道橋校舎見

学

■タムス市川リハビリテーション病院（歯科衛生士 1 名）

2019 年 4 月 5 日（金）　市川総合病院　病棟、内視鏡室見学

海外出張

■太田 緑助教（老年歯科補綴学講座）

スイス連邦ジュネーブ大学　老年歯科補綴学講座における脳

梗塞患者に対する口腔リハビリテーションの効果に関する共

同研究のため、2019 年 4 月 1 日（月）スイス連邦・ジュネー

ブへ出発。帰国は 2020 年 3 月 31 日（火）の予定。

■石塚洋一講師（衛生学）

イエテボリ大学カリオロジー科におけるカリエスリスクや口

臭に関する共同研究のため、2019 年  5 月  15 日（水）ス

ウェーデン・イエテボリへ出発。帰国は 2020 年 5 月 14 日

（木）の予定。

■福島裕之教授（市病・小児科）

EASOPH and TPHA Scientific Congress に出席、および講演

のため、4月 11 日（木）から 14 日（日）まで台湾・台北へ出

張。

■大澤航介大学院生（社会歯科学）

第 1 回アジア障害者歯科学会（AADOH）に出席、および発表

のため、4月 12 日（金）から 15 日（月）まで台湾・高雄市へ

出張。

■齋藤 淳教授（歯周病学）

ミラノ大学における研究打合せおよび  International

Osteology Symposium Barcelona における講演、参加のため

4月 20 日（土）から 29 日（月）まで、イタリア・ミラノ、ス

ペイン・バルセロナへ出張。

■今村健太郎講師、青木栄人助教、吉田 航大学院生（歯周病

学）

International Osteology Symposium Barcelona, Spain に出

席、および発表のため 4 月 23 日（火）から 29 日（月）までス

ペイン・バルセロナへ出張。

■佐藤 亨教授（クラウンブリッジ補綴学）

AACD（アメリカ美容歯科学会）年次大会の会議および学術大

会に出席するため、4月 23 日（火）から 29 日（月）までアメ

リカ・サンディエゴへ出張。

■新谷誠康教授（小児歯科学）

第 60 回 韓国小児歯科学会記念大会に日本小児歯科学会の

副理事長および Pediatric Dentistry Association of Asia

（PDAA）の President として参加するため、4月 26 日（金）か

ら 28 日（日）まで韓国・ソウルへ出張。

■島㟢 潤教授、山口剛史講師、平山雅敏助教、平山オサマ

モハメドアリイブラハム臨床専修医（市病・眼科）、比嘉一成

助教（市病・角膜センター）

ARVO（The Assoc ia t ion  for  Research  in  Vi s ion  and

Ophthalmology）Annual Meeting に出席、および発表のた

め、島﨑教授は 4月 26日（金）から 5月 4日（土）まで、

平山臨床専修医、比嘉助教は 4 月 27 日（土）から 5 月 4 日

（土）まで、平山助教は 4月 28日（日）から 5月 2日（木）ま

で、山口講師は 4 月 28 日（日）から 5 月 3 日（金）まで、カ

ナダ・バンクーバーへ出張。

■南 慶一郎非常勤講師（水病・眼科）

ARVO Imaging in the Eye Conference に出席、2019ARVO

において発表のため、4月 26 日（金）から 5 月 3 日（金）まで

カナダ・バンクーバーへ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

カールツアイスアドバイザー会議、ASCRS 学会発表、アル

コンアドバイザリー会議出席のため、4月 30 日（火）から 5

月 11 日（土）までアメリカ・サンディエゴへ出張。

■小倉弘之大学院生、大竹智久大学院生（歯科矯正学）

2019AAO Annual Session に出席、および発表のため、4月

30日（火）から 5 月 7 日（火）までアメリカ・ロサンゼルスへ

出張。

■橋本志歩助教（市病・産婦人科）

Internatioal Congress of Cytology への出席、および発表の

ため、4月 30 日（火）から 5 月 7 日（火）まで、オーストラリ

ア・シドニーへ出張。
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大学日誌

2019 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 

新入生・編入生オリエンテーション
合同辞令交付式、レジデント辞令交付式

1 月
歯科医師臨床研修開始式、RR・PF・RA・TA辞令交付式

［防火・防災安全自主点検日］

歯科臨床研修開始式 

大学院入学式、大学院オリエンテーション 新入職員オリエンテーション（〜4/3）
2 火

感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会 

3 水 5年生オリエンテーション、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 

4 木 病院運営会議 プログラム委員会 カルテ指導委員会 

2019 年度入学式、新入生父兄会
5 金

修学指導方針説明会、新入生父兄歓迎懇談会 

6 土 

7 日 

5 年生授業開始、新入生プレースメントテスト、
8 月

臨床教育委員会 

1・2年生健康診断、給食委員会 緩和ケア委員会
9 火

保健安全管理委員会 診療材料検討委員会 

1〜4年生前期授業開始、リスクマネージメント部会
救急委員会

10 水 5年生（126 期）登院式、
ICU 運営委員会 

5 年生登院時オリエンテーション

11 木 感染制御委員会、手術室運営委員会 

12 金 大学院セミナー 

13 土 

14 日 

3・4年生健康診断
15 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 

褥瘡対策委員会、臨床教授連絡会、
16 火 講座主任教授会、人事委員会 緩和ケア委員会 

国際交流部運営委員会、第 130 回口科研センター会議

大学院運営委員会、大学院研究科委員会
17 水 褥瘡対策委員会

図書事務連絡会

課長会、診療録指導委員会

18 木
医療安全管理委員会・感染予防対策委員会
水病個人情報保護委員会・病院運営会議

午後のリサイタル
衛生委員会 

教養科目協議会

19 金 倫理審査委員会・利益相反委員会 NST カンファレンス 医療連携協議会 

第 23 回試験問題作成に関するワークショップ
20 土

［機器等安全自主点検日］
患者サロン 

21 日 

学生部（課）協議会
22 月 キャンサーボード

第 180 回歯科医学教育セミナー

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
研修管理小部会、教職員研修会 

診療記録・情報システム管理委員会
23 火 教職員研修会 緩和ケア委員会

クリニカルパス委員会 

新入生学外セミナー（〜4/26）、水病業務連絡会 糖尿病教室
24 水

データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会 糖尿病教室カンファレンス 

25 木 TDC ビル協議会、教職員研修会ビデオ上映会 部長会、管理診療委員会 業務連絡会 

26 金 衛生委員会 給食運営会議 

27 土 1〜4年生休講日（〜5/6） 

28 日 

29 月 昭和の日 

30 火 退位の日 緩和ケア委員会
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 東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（2019年5月現在）

橋本貞充

阿部潤也　　　井上直記　　　上田貴之
鎌田美樹　　　河合宏明　　　佐藤正樹
世木田　晋　　関根仁美　　　髙橋恭子
田島大地　　　多田美穂子　　橋本尚呂子
久永竜一　　　船山雅史　　　正木史明
水島知也　　　山本美紀　　　渡辺　賢

授業が始まってまだ3日目の第130期生たち。
笑顔だけれど、ちょっとぎこちなくて、ほんとはまだまだ、こころ
がかたい。

編集後記

　2019年4月5日。水道橋校舎新館の血脇記念ホールで、

128名の新入生と、8名の編入生が、これから新に歯科医療

を学ぶ仲間として、東京歯科大学に迎えられました。平成か

ら令和へと、元号が新しくなった最初の年の新入生たちです。

　壇上からホールに響く新入生代表の宣誓。胸に付けられた

徽章を誇らしげに示す。真っ直ぐなまなざしで、壇上を見つ

めるたくさんの若い横顔。後ろには、会場を埋め尽くす父兄

たち。まるで我がことのように彼らを見つめている。

　格好良くしてみるけれど、期待に胸を膨らませてといわれ

るけれど、心の隅にあるのは小さいなんて言えないくらいの

不安。そんな気持ちに蓋をして、笑顔で振る舞ってみせる。

ひとりぼっちにならないように、仲間はずれにならないよう

に。いいひとでいられるように。

　創立130年の東京歯科大学。求められているのは、科学的

根拠のある最善の医療を提供できる、豊かな人間性を兼ね備

えた歯科医師。自分の知識と経験で患者さんの病気を診断し、

治療を進めて行く医療チームのリーダー。

　今はとても想像もできない将来だけれど、いつかきっと自

分だってと、信じてみる。小さな自分だけの宝物を探しに、

一日一日、コツコツと。頂上も見えない山の麓を登り始める。

　大切なのは、いい人でいることなんかでは無く、周りの目

を気にする事ではなく、他人と比較することでもなくて、自

分の意志で、自分らしく将来の目標を定めて進んでいくこと。

　いつだって、応援してくれるひとがきっといてくれるのだ

から。それを信じて、しっかりと、目を開いて、前へ！

　そして、短期大学では、「校旗は燦たり」の斉唱のなか、

52名の第3期生の入学式が挙行されました。彼女たちの入学

をもって全学年が揃うこととなり、歯科衛生士専門学校の

70年の伝統をしっかりと受け継いだ、東京歯科大学短期大

学の新しい時代が始まりました。

　歯科医療を目指す若者達が、新しい時代を、一歩ずつ進ん

でいきます。

広報・公開講座部長：橋本貞充

短期大学の第3期生たち。教室に笑い声が響いていく。
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