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もに大いに盛り上がった。
　今年は、実行委員の発案により、夏期から行われて
いる入試ガイダンス・オープンキャンパスにおいて、

受験生、保護者へ「東歯祭」を広くアピールしたこと
が功を奏し、多くの方に来場いただいた。

M.L.S.体験コーナー（プラバンアクセサリー・キーホルダー）の様子

各クラブ紹介ポスターを説明する学生

Big Band Jazz部

実行委員カフェ

混声合唱部

東歯祭特別企画　先生方VS各クラブ代表学生対抗クイズ大会 解剖学講座ご協力による特別講義

人物往来東歯祭フェスティバル2018

第50回東歯祭フェスティバル2018


　今年の東歯祭は、2018年10月27日（土）・28日（日）
の2日間、水道橋校舎新館で開催された。
　1日目は、血脇記念ホールにおいて演劇部、管弦楽部、
M.L.S.、ダンス部のライブが行われ熱く盛り上がった。
また、歯科大生体験プログラムとして、衛生学講座、
歯科理工学講座、解剖学講座、老年歯科補綴学講座協
力のもと、実習体験、講義体験が行われ、来場者が真
剣に教員と学生の説明に聞き入っていた。
　展示部門も同館7階において国際医療研究会、コン
ピューター部、美術部白堊会、写真部、模型研究会が
出展した。また、各クラブのポスター紹介や、今年度
デンツプライシロナ・スチューデント・クリニシャ
ン・リサーチ・プログラムにて発表した佐藤祐太郎君
（第5学年）のポスター展示をはじめ、各講座での学会
発表ポスターの展示も行われた。同フロアには、体験

コーナーとして「プラ板アクセサリー・キーホルダー
づくり」も行われた。
　今年度のテーマは、学生と教員とのコラボレーショ
ンを積極的に行い、外向きへの発信を目標に掲げ、
井野詩絵里実行委員長（第4学年）を中心として準備
をしてきた。新館校舎入口広場でストラックアウトゲ
ーム、ダーツゲームの縁日を開き、通行人を始め多く
の学生・保護者が楽しんでいた。また、8階ロビーで飲
食物の販売を行い、コーヒー専門ショップ顔負けの本
格的なコーヒーに来客者も驚いていた。
　2日目は、混声合唱部、Big Band Jazz部の演奏が行
われ、場を和ませた。今年の目玉企画となる教員と各
クラブ代表学生対抗クイズ大会は、一般常識から東京
歯科大学に因んだ選りすぐりの問題が出題された。優
勝はワンダーフォーゲル部となり、解答者、来場者と

口腔機能チェック・オーラルフレイルミニレクチャー特設ブース 挨拶をする井野東歯祭実行委員長

国際医療研究会 コンピューター部

管弦楽部 演劇部
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人物往来東歯祭フェスティバル2018

　東歯祭終了後、第50回歯学体成績報告会・東歯祭

フェスティバル2018後夜祭が開催された。会場には

運動系、文化系の部が一堂に会し、熱気に包まれた。

歯学体で3位以上に入賞したクラブに学長賞、個人優

勝者に個人賞、歯学体でポイントを取得したクラブに

父兄会長賞が、東歯祭で発表を行ったクラブに同窓会

長賞が、また部門優勝したクラブには、株式会社モリ

タからモリタ賞が授与され、盛会裏に祝宴はお開きと

なった。

井出学長から学長賞を受け取る学生 黒河父兄会長から父兄会長賞を受け取る学生

挨拶をする早速同窓会副会長 歯学体成績報告会の様子_少林寺拳法部

歯学体成績報告会の様子_硬式庭球部
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歯学体成績報告をする小林勇太
歯学体評議委員（第4学年）
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准教授就任のご挨拶

口腔健康科学講座 スポーツ歯学研究室

中島　一憲

2018 年 11 月１日付で口腔健康科学講座スポーツ歯学研

究室准教授を拝命いたしました。大変光栄であるとともに、

新たな責務に身が引き締まる思いであります。また、ご指導

いただきました諸先生方には心より感謝申し上げます。

私は、1993 年に日本大学歯学部を卒業し、その後大学院

生として補綴学教室局部床義歯学講座にお世話になりまし

た。歯科医師としての第一歩を補綴学の専門医の中で過ごし

たことは、現在でも私の礎となっており、財産であると感じ

ています。補綴学の基礎を学ぶ中でスポーツ歯科医学に出会

い、強い興味を持ちました。当時のスポーツ歯科医学は十分

な体系が整っていなかったこともあり、究明すべき課題が星

の数ほどありました。そのような環境の中で試行錯誤しつ

つ、多くの先生方の温かいご支援のもと日々研鑽を積んでま

いりました。

現在、スポーツ選手や運動愛好家に対する歯科医療は、近

年の健康志向の高まりとも相まって急速な増加傾向にあるも

のと思われます。特にトップアスリートにおいては、自身の

口腔内環境を常にベストな状態にしておくことが重要と考え

る選手が多く、外傷の治療や予防だけでない一歩進んだ歯科

医療へのニーズが増えつつあるのが現状です。また、そのよ

うなトップアスリート達へ積極的に歯科的な介入していくこ

とにより、世界と戦えるレベルの選手を増やしていくことが

可能であるとも考えています。

教育・研究・臨床を行っていく上で、これらの経験を生か

し、本学の発展に少しでも寄与できればと考えておりますの

で、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げ、就任の挨拶とさせていただきます。

市川総合病院脳神経外科

片山　正輝

2018年 11 月１日付で市川総合病院脳神経外科准教授を

拝命いたしました。脳神経外科の臨床は、１）脳血管障害、

２）脳腫瘍、３）外傷、４）機能脳神経外科に大別されます。

私は脳血管障害治療を専門とし、開設 14年目の脳卒中セン

ターで SCU（Stroke care unit）の運営、治療の向上に努めてい

ます。脳卒中の６割を占める脳梗塞では血栓溶解する tPA 静

注療法に加えてカテーテル治療による急性期血行再建術を導

入し、365日 24 時間対応しています。脳血管内治療では、

破裂脳動脈瘤であるくも膜下出血にプラチナコイル塞栓術、

頸動脈狭窄症にステント留置術、脳腫瘍栄養血管の塞栓術な

ど多彩な手法で脳神経疾患治療を行っています。脳出血の外

科治療の多くは神経内視鏡手術に移行し、脳血管内治療と併

せて低侵襲かつ高度な治療として浸透しています。脳卒中セ

ンターは、歯科医師、歯科衛生士、看護師、リハビリテー

ション療法士、管理栄養士、薬剤師、医事課職員、MAとの

多職種連携により高度で安定した治療・運営を行っていま

す。当院の脳卒中 4,000 例超を登録した脳卒中データベース

をもとに、臨床研究を発表しています。千葉県共用脳卒中地

域連携パスは 10年前の作成段階から参加、運営、調査、改

善に関わっています。院内では地域連携パス小委員会委員長

として地域連携推進に努め、市川市医師会と脳卒中地域連携

準備委員会を定期的に合同開催しています。脳卒中地域連携

パスには歯科シートが存在し、回復期リハ病院とは歯科診療

状況も連携しています。自宅退院後の地域生活期に歯科シー

トを連携ツールとしてかかりつけ歯科医との連携を深めたい

と考えています。

悪性脳腫瘍は 3T MRI による tractography や手術ナビゲー

ションシステム、神経機能モニターを用いて機能温存かつ摘

出率向上に努め、遺伝子解析に基づき後療法の選択を行って

います。

病院業務として、NSTチェアマンを務め多職種連携による

患者栄養状態向上に努めています。特に摂食嚥下チームの一

員として歯科・口腔外科の酒井克彦講師とともに診療の質向

上、臨床研究に取り組んでいます。病院給食、食事療養、栄

養指導を担当する栄養管理室の室長を兼任し、水野利彦事務

部長、管理栄養士、病院給食委託先の日清医療食品と密な連

携をとって病院給食の整備、栄養指導の質向上をめざし、担

当医負担軽減、患者様の栄養状態改善に取り組んでいます。

以上のように、教育・研究・診療にさらに邁進したいと考

えておりますので、なにとぞご指導ご鞭撻賜りますようお願

い申し上げます。
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学内ニ ュ ー ス 

千葉歯科医療センター教職員研修会開催
　2018 年９月 10 日（月）午後６時より、千葉校舎実習講

義棟歯科臨床研修医室において、2018 年度第２回千葉歯科

医療センター教職員研修会が開催され、175 名の教職員の

参加があった。

はじめに木村英晃主任薬剤師より「抗菌薬を大切に使いま

しょう」と題した講演が行われ、薬剤耐性対策や経口抗菌薬

とバイオアベイラビリティ、歯科処置に係る感染性心内膜炎

予防抗菌薬投与、経口セフェム系第３世代・キノロン系抗菌

薬の副作用リスクと投与に係る留意事項についての説明が

あった。

続いて、森永一喜医療安全管理室長より「報告されたアク

シデント事例について」と題した講演が行われ、2018 年４

月～８月までに千葉歯科医療センターで報告された 12 件の

アクシデント事例についての説明があった。

参加した教職員は抗菌薬に対しての新しい知識を身に付け

るとともに、千葉歯科医療センターで実際に起きたアクシデ

ント事例について知ることができ、大変有意義な研修会と

なった。

2019 年度科学研究費助成事業公募要領等説明会開催

▶水道橋校舎での説明会風景

2018 年９月  11 日（火）午後６時より千葉歯科医療セン

ター歯科臨床研修医室において、また 12 日（水）午後６時よ

り水道橋校舎本館第１講義室において、2019 年度科学研究

費助成事業公募要領等説明会が開催された。12日は、テレ

ビ会議システムで市川総合病院にも配信された。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

請に向けての注意事項、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、「2019 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。
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2018 年度科学研究費使用ルール説明会開催
2018 年９月 11 日（火）午後６時 30 分より千葉歯科医療

センター歯科臨床研修医室において、また 12 日（水）午後６

時 30 分より水道橋校舎本館第１講義室において、2018 年

度科学研究費助成事業使用ルール説明会が開催された。12

日は、テレビ会議システムで市川総合病院にも配信された。

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、研究部と大学会計課の各担当者より、

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．「公的研究費の不正使用防止・2017 年度間接経費の

使途について」

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「2018 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。

▲説明をする杉戸短期大学教学部長

第 175 回歯科医学教育セミナー開催
2018 年９月 18 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、第 175 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、杉戸博記短期大学教学部長による「短期大学の臨

床実習について」と題した講演が行われた。はじめに、開学

して２年目となる短期大学のカリキュラムや学生生活、入学

試験の状況について説明があった。つづいて、2018 年 10

月より開始となる第１期生の臨床・臨地実習の実施体制や各

診療科への学生ローテーションについて詳細に説明がなされ

た。臨床・臨地実習は、主に水道橋病院の各診療科と市川総

合病院での実施となることから、実習内容の評価やフィード

バックについて協力依頼があった。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。
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学内ニ ュ ー ス 

▲説明をする山本教授

2018 年度教育ワークショップ報告会開催
2018 年 9 月 19 日（水）午後５時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、2018 年度教育ワークショップ報告会が

開催された。今年度は、下記 2 テーマについてワーキング

グループによる検討を重ねてきた結果を発表し、活発な質疑

応答が行われた。

つづいて、本学の成績・授業評価に関する FD として、

橋本正次副学長より本学における成績評価、GPA、授業評価

の基準について講演があり、それぞれの基準について各教員

が再認識する機会となった。

最後に今回の報告会で意見交換をされた内容をふまえ、全

学的な教育改革の協力体制の依頼があり、ワークショップは

盛会の内に終了した。

テーマⅠ．「水道橋・千葉・市川の三施設における臨床教育の在り方について」… ………………………………座長：山下秀一郎教授
1.……水道橋病院実習の現状と今後の在り方…… …………………………………………………………………………… …山下秀一郎教授
2.……千葉歯科医療センター実習の現状と今後の在り方… ………………………………………………………………… …今井裕樹講師
3.……市川総合病院実習の現状と今後の在り方…… ………………………………………………………………………… …澁井武夫准教授

テーマⅡ．「各科目間の用語・図表等の共通理解・統一化について」… ……………………………………………… 座長：山本 仁教授
1.……概要…… ………………………………………………………………………………………………………………………… 山本…仁教授
2.……発生について…… ……………………………………………………………………………………………………………… 山本…仁教授
3.……炎症について…… …………………………………………………………………………………………………………… …松坂賢一教授

テーマⅢ．「本学の成績・授業評価について」（アセスメントポリシー、GPA、授業評価）
1.……成績評価・授業評価について…… …………………………………………………………………………………………橋本正次副学長
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2018 年度第 5 回水道橋病院教職員研修会開催

▶説明をする山根主任薬剤師

2018 年９月 25 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、2018 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、「放射線機器に関する研修（予約・オーダー方法、

カルテ記載時の注意点等）」と題して、放射線科の音成実佳

医局長と相澤光博主任診療放射線技師による講演が行われ

た。講演は、はじめに相澤主任診療放射線技師から予約方法

やオーダー方法、撮影時の注意点などについて説明があり、

続いて音成医局長から検査の依頼方法や注意点について説明

があった。また、検査目的の必要性については、放射線防護

の観点から重要であるとの説明がなされた。

次に「処方せんの発行に際して」と題して、山根理恵子

主任薬剤師による講演が行われた。入力方法について具体的

事例を挙げ、気を付けるべき点や間違えやすい点について説

明があった。

今回の研修会では、放射線機器および処方せんに関する取

扱いについて、教職員が正確に認識することで、院内業務の

円滑化につながる大変有意義な研修会となった。

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催

▶模擬授業を行う片倉教授

2018 年９月 29 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た入

試ガイダンス・オープンキャンパスが開催された。

受験生や保護者の方々に対し、本学の教育理念やカリキュ

ラム、国家試験合格状況、学生生活、卒後進路状況、2019

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、口腔病態外科学講座の片倉 朗教授による「『口から

食べる』で健康長寿」と題した模擬授業が行われた。

その後、希望者を対象としてさいかち坂校舎、水道橋校舎

新館、水道橋病院の見学や、教務部・学生部の教職員との個

別面談を実施した。75組 119 名の参加があり、大盛況なガ

イダンスとなった。

次回のガイダンスは、12月 15 日（土）に水道橋校舎にて

開催予定である。
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2018 年度水道橋病院地域医療連携報告会開催

◀質疑応答の様子

2018 年 10 月３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、「2018 年度水道橋病院医療

連携報告会」が開催された。本講演会は、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、「次の世代に伝えたい！－歯科医療の未来は？－」

をテーマに、老年歯科補綴学講座の櫻井 薫教授、臨床検査

病理学講座の井上 孝教授、歯科矯正学講座の末石研二教授

による講演を行った。

当日は学内外合わせて約  340 名もの参加者を迎え、

山下秀一郎地域医療連携委員会委員長・副病院長の挨拶から

始まり、櫻井教授は「老年歯科医学の観点からみた歯科医療

の方向性」、井上教授は「近未来的ロードマップ、再生医療

と AI が現在の歯科治療を超える日」、末石教授は「矯正歯科

治療の近未来－いつまでも若く健康的な噛み合わせを－」と

題し、各専門分野からの視点で歯科医療の未来の展望を説明

された。講演終了後の質疑応答では、シンポジウム形式で活

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。矢島安朝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り、日頃より水道橋病院の病院

運営に理解と支援を頂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。

編入学試験A、学士等特別選抜 A実施
2018 年 10 月６日（土）午前９時 30 分より、さいかち坂

校舎において 2019 年度編入学試験Ａ、学士等特別選抜Ａが

実施された。14名の志願者がおり、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９日（火）に合格通知が発送された。

2019 年度推薦入学選考、帰国子女・留学生特別選抜は、

2018 年 11 月 10 日（土）に水道橋校舎本館において実施さ

れる。
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第 40 回日本私立歯科大学協会附属病院管理運営事務研修会開催
2018 年 10 月 12 日（金）午後 2 時より、水道橋校舎本館

特別会議室において、第 40 回日本私立歯科大学協会附属病

院管理運営事務研修会が開催された。本研修会は、毎年１

回、一般社団法人日本私立歯科大学協会が主催し、会場提供

を私立歯科大学が持ち回りで担当するもので、今年度は本学

が担当大学として開催した。

今回は、私立 17 歯科大学附属病院の事務職員および日本

私立歯科大学協会の職員合計 42 名が参加した。まず、本学

を代表して矢島安朝水道橋病院長が講演し、『パネルディス

カッション「患者クレーム、モンスターペイシェントへの対

応」』、『各大学からの議題について』という２つの議題につ

いて討議を行なった。日頃、各大学附属病院が抱える問題点

等について活発な討議が行われ、他大学の取組や状況を把握

できる大変有意義な研修となった。

その後、ホテルメトロポリタンエドモントに会場を移し、

懇親会を行い、盛会裡に終了した。

▲パネルディスカッションの様子 ▲研修会の様子

慶應義塾大学医学部長講演会開催

▲講演される天谷医学部長

2018 年 10 月 17 日（水）午後６時より、市川総合病院講

堂において、慶應義塾大学医学部長講演会が開催された。当

日は講師に天谷雅行慶應義塾大学医学部長をお招きし、「慶

應義塾大学医学部の現況と連携の重要性」と題された講演

を、井出吉信学長、西田次郎市川総合病院長ならびに市川総

合病院の医師、歯科医師、コメディカルスタッフ、事務職員

ら 124 名が拝聴した。講演では、2018 年５月にグランド

オープンした慶應義塾大学病院１号館（新病院棟）についての

動画を用いた詳細な案内や、慶應義塾大学医学部が推進して

いる学生教育やがんゲノム医療研究をはじめとした最先端の

研究プロジェクトについての説明がなされた。慶應義塾大学

病院は 2018 年２月、厚生労働省によりがんゲノム医療を牽

引する高度な機能を有する医療機関として「がんゲノム医療

中核拠点病院」に指定され、最先端医療の開発に邁進してい

るとのことであった。

また、以前は日本全国に広く存在した慶應義塾大学関連病

院も近年は関東近郊に集約されてきており、それぞれの病院

との連携の密度、重要性は増している一方、関連病院だけで

なく慶應義塾大学医学部への入学者も近年は地方出身者が減

少しており、医学部の受験者確保対策として地方で開催され

る大学説明会に出向いている旨の説明があった。

講演終了後の質疑応答も活発に行われ、参加者は本学と慶

應義塾大学医学部との人材育成・人材交流、共同研究、学術

情報交換について６年前に締結された連携協定について思い

を新たにし、慶應義塾大学医学部との連携をより強固なもの

とする貴重な会となった。
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2018 年度災害医療特別講演会開催
2018 年 10 月 18 日（木）午後６時より、市川総合病院講 と、休憩や交代の職員が安心して災害医療に従事できる体制

堂において、 2018 年度災害医療特別講演会が開催された。 を整えるのも重要であった。さらには、 DMAT の支援・受

今回は講師に済生会熊本病院救急総合診療センター救急科 援体制の整備も人的リソースの有効利用という観点から重要

部長の前原潤一先生を招き、「熊本双子地震を基幹病院で経 である旨の説明があった。

験して」と題した講演をいただいた。 災害拠点病院としての役割で重要となるのが、災害急性期

熊本地震では震度７を観測する地震が２回（前震・本震）発 を過ぎた災害発生後１～３か月の慢性期における深部静脈血

生し、いまだかつて経験したことのない大地震に災害拠点病 栓塞栓症（ DVT）、肺塞栓症（ PTE）についてである。救急搬送

院としてどのように対応したか、院内外の様子などが写真と された半数以上が PTE であった。そこで SNS を利用し注意

共に紹介された。 喚起を行い、避難所や保健医療ニーズを集約し、災害対策本

前震直後は、情報錯綜により被害甚大だと思われたが、 部とは別に熊本県医療救護調整本部を立ち上げ、地域保健医

44名の患者しか来院せずに落ち着いたかのように思えた。 療に対するシームレスな対応を行うことに成功した。

しかし、本震発生後は 360 名を超える患者が救急搬送され、 最後に大規模な訓練も職員の意識改革に重要であるが、災

通常の６倍もの患者を受け入れた旨の説明があった。 害対策本部の運用がとても重要であり、急性期だけではなく

今回の震災を経験して、働き続ける職員の意欲をいかに保 慢性期へ移行した際もシームレスな医療を提供するための準

つかが問題であり、職員が安心して迅速な災害対応を行える 備が重要であると提言された。

ように、職員家族専用の避難所を病院近隣に開設した。ま 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

た、職員用の食料も３日分用意していたが、実際は７日分程 義な講演会となった。

度の準備が必要であり、何よりも温かい食事を摂取できるこ

市川総合病院臨床検査科 ISO15189（臨床検査室）認定
市川総合病院臨床検査科は、公益財団法人日本適合性認定

協会より 2018 年 10 月 19 日付で、臨床検査室に特化した

国際規格である ISO15189 認定を取得した。

ISO15189 とは、臨床検査データの信頼性とそれを生み出

す能力のある組織であるか否かを第三者認証機関が評価する

制度であり、認定範囲は、検体検査（基幹項目  + 非基幹項

目）、生理学的検査、病理学的検査である。

千葉県内では５番目の認定施設となり、病理学的検査まで

取得している認定施設では国立研究開発法人国立がん研究セ

ンター東病院に次いで２番目の認定施設となった。認定期間

は４年間で、その間に２回のサーベイランス審査があるた

め、日々努力していく必要がある。

この認定取得のメリットとして、「日常臨床で品質の高い

検査を診断医、患者様に提供できる」「臨床検査科の役割と

その信頼性の向上」「共通の組織目標」「責任の明確化」「医

療安全への貢献」などがあげられ、その他「国際標準検査管

理加算」の届出を行うことができる。

今回の ISO15189 認定取得の目的は、認定取得そのもの

ではなく、ISO のツールを用いて業務改善や人材教育を進め

ていくことであり、それによって今まで以上に品質の高い検

査を行い、診断医や患者様のためにより良い検査データを出

せる臨床検査科として、継続的に改善を進めていくことが期

待される。
▲認定証
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第 306 回東京歯科大学学会（総会）開催

▶講演される鄭先生

2018 年 10 月 20日 ( 土 )・21 日（日）の両日にわたり、

水道橋校舎新館において第 306 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 16 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 30 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田﨑雅和名誉教授が名誉

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東歯学会と共

催の東京歯科大学研究ブランディング事業シンポジウム「顎

骨疾患の集学的研究拠点形成―包括的な顎口腔機能回復によ

るサステナブルな健康長寿社会の実現―」が行われた。東京

大学大学院教授の鄭 雄一先生をお招きし、招待講演が行わ

れた。その後、「臨床と基礎の架け橋」をテーマとして口腔

科学研究センターの山口朗客員教授による趣旨説明に始ま

り、５名のシンポジストによる講演が行われた。　

第２日目は第１日目に引き続き、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

て示説発表が行われた。発表された口演は 10 題、示説は８

題であった。さらに、午前 11 時 10 分から第２講義室を会

場として今年度末に定年を迎えられる５名の教授による特別

講演が行われた。

なお、第１日目は 11 商社、第２日目は 10 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。

【招待講演】
「自分で守る健康社会」を目指して

鄭 …雄一教授（東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻・医学系研究科疾患生命工学センター / 東京大学セ
ンター・オブ・イノベーション「自分で守る健康社会」拠点研究リーダー・副機構長）　

【シンポジウム】
１．ヴァーチャルリアリティ技術・3Dデバイスを応用した高精度口腔顎顔面手術の実現に向けた取り組み
　　……………………………………………………………………………………………………… 菅原圭亮講師（口腔病態外科学講座）
２．変形性顎関節症モデルマウスにおける NG2 プロテオグリカンとⅥ型コラーゲンの相互作用
　　 ……………………………………………………………………………………………四ツ谷 …護講師（クラウンブリッジ補綴学講座）
３．T reponema denticola の細胞侵入機構の解析… ………………………………………………………… 国分栄仁講師（微生物学講座）
４．骨芽細胞分化における RUNX2 の新奇機能… …………………………………………………………………中村 …貴講師（生化学講座）
５．遺伝子改変マウスを用いた間葉系幹細胞分化メカニズムの解析 ………………………… 溝口利英講師（口腔科学研究センター）

【特別講演】
１．私、櫻井 …薫 … …………………………………………………………………………………………櫻井 …薫教授（老年歯科補綴学講座）
２．頑張らなくても口腔の健康格差を縮める仕掛け …―カリエスリスクとフッ化物応用そして歯根面う蝕―
　　 ………………………………………………………………………………………………………………… 眞木吉信教授（衛生学講座）
３．教育と研究そして臨床 …―その継承と発展― … ……………………………………………………… 末石研二教授（歯科矯正学講座）
４．日本における法歯学・法人類学の過去、現在、そして未来 ……………………………… 橋本正次教授（法歯学・法人類学講座）
５．研究・臨床そして教育に関するこれからのロードマップ ………………………………………井上 …孝教授（臨床検査病理学講座） … 
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学内ニ ュ ー ス 

▲血脇守之助先生の墓参を行う井出理事長・学長

2018 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以下の日程で執り行わ

れた。

９月７日（金）

　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」

９月 14 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」

10月 19 日（金）

　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」

　井上 裕先生：印西市「印旛霊園」

10月 24 日（水）

　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」

2018 年度第6回水道橋病院教職員研修会開催

◀説明をする山岸准教授

2018 年 10 月 25 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６回水道橋病院教職員研

修会が開催された。

今回は、「医療従事者が注意すべきウイルス感染症と健康

管理について」と題して、内科科長の山岸由幸准教授による

講演が行われた。

講演は、ウイルス感染と細菌感染の違いの解説にはじま

り、インフルエンザの概要、症状、診断、流行、予防などに

ついて説明された。特に予防については、手洗い、うがい、

マスク、ワクチンそれぞれの効果について説明され、重症化

を予防するにはワクチン接種が勧められるとの説明があっ

た。

続いて、ノロウイルスなどの感染性腸炎、４種抗体ウイル

ス、血液暴露対象ウイルスについても説明があり、参加した

教職員は、インフルエンザをはじめとするウイルス感染症に

ついて正しい知識を身につけることができる大変有意義な研

修となった。

14
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第22回試験問題作成に関するワークショップ開催

▶グループ討議風景

2018 年 10 月 27 日（土）午前９時 30 分より、水道橋校舎

本館  13 階において第  22 回試験問題作成に関するワーク

ショップが開催された。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

生の公正な学修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、歯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としたもので

ある。

はじめに、平田創一郎教務副部長よりカリキュラムプラン

ニングおよび大学における重要文書のセキュリティに関して

説明が行われた。引き続き、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

点等について説明がなされた。次に、参加者それぞれが事前

に作成した問題に対して、２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

いて、全体討議の中で出た議論を踏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、個人で作成した問題に

ついてグループでブラッシュアップを行い、最後に全体発

表・討議ということで参加者全員がグループでブラッシュ

アップした問題について発表をして討議を行った。

参加者とスタッフを合わせて 23 名が出席し活発な討議が

行われ、最後に受講者全員に修了証書が授与され、午後６時

に盛会の内に終了した。

15



海外出張報告

290 号　2018年 12月 27日発行

長期海外出張報告

口腔顎顔面外科学講座　講師　渡邊 章

　この度、2017 年 10 月１日から 2018 年９月 30 日まで、

ドイツ連邦共和国の南部のチュービンゲンにあるエバーハル

ト・カール大学チュービンゲン（以下、チュービンゲン大学）

と BG アンファイクリニック（以下、BGクリニック）へ長期

海外出張をさせていただきましたので報告いたします。

　チュービンゲン大学はキャンパスを持たず、豊かな緑に囲

まれた中世の面影を残す城下町に大学施設が点在していま

す。そして、この町はノーベル文学賞を受賞したヘルマン・

ヘッセの「車輪の下」の題材となった町で、至る所に歴史と

文学を感じます。現在、学生、教員、研究者などの大学関係

者や医師が町の人口の３割を占め、公園や川縁のベンチで読

書をする学生の姿が見られるアカデミックな田舎町です。

　チュービンゲン大学と BG クリニックは様々な疾患の医療

認定施設で、南ドイツの拠点として多くの症例が毎日搬送さ

れてくる有名な施設です。そして、私の所属していた口腔顎

顔面外科学講座は、この２つの施設をまたいで存在し、外

傷、頭頸部がん、口唇裂・口蓋裂、顎変形症、顎骨壊死など

をチームで診療（専門外来）、研究を行っています。この２つ

の施設の役割はチュービンゲン大学が外来、学生教育、研究

を行い、BGクリニックが手術と術後のリハビリなどを行い

ます。

　私の今回の渡航目的は、口唇裂・口蓋裂の手術手技や術後

評価および臨床研究について学ぶことです。ドイツの口唇

裂・口蓋裂は日本と同様で約 500 人に１人の割合で発症す

る先天性疾患の１つです。そして、チュービンゲン大学に

は、年間 1,400 人以上もの口唇裂・口蓋裂患者が専門外来

を訪れ、研鑽を積むには最適な場所でした。

　口腔顎顔面外科学講座のラインナルト主任教授は、ユーモ

アがあり紳士的で温厚な人柄で、手術技術も高く、医局員や

患者からとても慕われていました。また、多くの人材を輩出

していることでも有名で、口唇裂・口蓋裂チームにクリミル

教授、口腔がんと顎骨壊死チームにホッフェルト講師など凄

腕の医師を配置し、治療はもちろん教育、研究にバランスの

取れた口腔顎顔面外科チームを統括しています。そして、私

◀ラインナルト主任教授（右）とともに：教授室にて
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は、彼らに手術技術、臨床研究、優秀な人材作り、働き方、

ドイツの風習などについてさまざまな事を教えていただき、

刺激的な毎日でした。

　ある朝、ラインナルト主任教授から全医局員の前で何かレ

クチャーをするように指示され「我々の口唇裂・口蓋裂の研

究・臨床・ベトナムチャリティー手術など社会貢献」につい

てスライドを使って 30 分程度発表する機会をいただきまし

た。プレゼンが終わると「ゴン！ゴンゴン‼…」と机を拳で

叩く音が響き渡り、ドイツならではの光景でとても印象的で

した。日本の医療や研究を興味深そうに沢山の質問が飛び交

い、充実した時間でした。

　私の所属していた口唇裂・口蓋裂チームの専門外来は、火

曜日・木曜日に BG クリニックで手術があり、水曜日に

チュービンゲン大学の外来で専門外来が行われます。外来で

はラインナルト主任教授、クリミル教授、矯正歯科医、言語

聴覚士などが同フロアで診察し、何か問題点があれば、その

患者の前に全員が集まり解決していきます。そして、最後に

音声データ、顔面 3D スキャンニング、印象採得などのデー

タを収集します。これらのデータは、チュービンゲン大学、

BGクリニックのどの端末でも自分の ID を持っていれば閲覧

することができます。この無駄のない診療システムやデータ

管理、臨床研究のデータ収集、運用が合理的でありました。

また、これらの臨床データは術後の評価や技術向上のツール

として有用で、臨床研究にも用いられています。この顔面

3Dスキャンニングを用いた軟組織の研究は、口唇裂・口蓋

裂だけでなく多くの疾患に対して応用が可能で、本学にも導

入することができれば多くの成果が上げられると考えまし

た。

　このような貴重な出張の機会を与えていただきましたこと

を、井出吉信学長ならびに柴原孝彦教授に厚く御礼申し上げ

ます。また、出張中すべての面で力添えいただきました、口

腔顎顔面外科学講座、口腔病態外科学講座の皆様に重ねて御

礼申し上げます。ありがとうございました。

▶クリミル教授（中央）とともに：手術室にて
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第437 回大学院セミナー開催

◀講演される山野先生

2018 年９月４日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第２

講義室において、第 437 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。今回はニューヨーク大学

（NYU：米国・ニューヨーク州）歯学部補綴学講座准教授の

山野精一先生をお招きして、「コラーゲンメンブレンを応用

した細胞成長因子徐放化による骨再生」と題して講演をいた

だいた。

山野先生の研究チームは、ティッシュエンジニアリングの

概念の３要素から、「足場（Scaffold）」としてコラーゲンメ

ンブレンを選択し、さまざまな「成長因子（Growth factor）」

の候補と組み合わせて in vitro から in vivo の研究を行って

いる。すでに米国では臨床応用されている platelet-derived

第438 回大学院セミナー開催

growth factor (PDGF) を はじめ、growth/differentiation

factor 5 (GDF-5)、stromal cellderived factor 1 (SDF-1)、

osteogenic protein 1 (OP-1)、fibroblast growth factor 18

(FGF-18) 等を使用した研究結果が示された。そのなかで、

本学歯周病学講座の今村健太郎助教が留学中に山野先生と

行った研究成果も紹介された。質疑応答では、複数の成長因

子を新たな足場材料と組み合わせる方法の可能性や細胞治療

に関して、活発な議論が行われた。

台風 21 号の接近が心配される中でのセミナーであった

が、多くの大学院生や医局員が参加し、今後の顎骨疾患プロ

ジェクトの展開においても参考となる有意義なセミナーと

なった。

◀講演される田中先生

2018 年９月 11日（火）午後６時より、水道橋校舎西棟ラウ ニズムと歯科矯正学的対応」と題して講演いただいた。

ンジにおいて、第 438 回大学院セミナーが開催された。今回 近年、成人矯正治療の需要の拡大に伴い、矯正臨床におい

は、徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野教 ても顎関節症を有する患者に対して矯正歯科治療を施す機会

授の田中栄二先生をお招きして、「変形性顎関節症の発症メカ が増加している。矯正歯科臨床において特に問題となりやす

18



大学院ニュース

290 号　2018年 12月 27日発行

い顎関節症の病態として、進行性あるいは特発性の下顎頭吸

収を含む変形性顎関節症が挙げられ、これは関節軟骨の破壊

と骨の変形を主徴とする慢性破壊性骨・軟骨変性疾患であ

り、重篤な場合、著しい下顎頭吸収に伴って二次的開咬が生

じる。今回の講演では、変形性顎関節症の発症メカニズムと

して下顎頭への過剰なメカニカルストレスにより軟骨細胞に

おける HIF-1 を介して VEGF が過剰発現することにより関

第439 回大学院セミナー開催

節軟骨の破壊と骨の変形をきたすことを動物実験結果より解

説された。また、臨床においては、著しい下顎頭吸収に伴っ

て、二次的開咬が生じた患者に対する矯正歯科治療では、安

定した咬合状態の確立と顎関節に対する異常あるいは過剰な

負荷の除去あるいは軽減を目的として下顎骨を反時計回転さ

せ、下顎頭位を変化させる必要があると解説が行なわれた。

質疑応答も活発に行われ有意義なセミナーとなった。

▶講演される齋藤先生

2018 年９月 14 日（金）午後６時より、水道橋校舎西棟ラ

ウンジにおいて、第 439 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。今回は東北大学大学院歯

学研究科口腔修復学講座歯科保存学分野教授の齋藤正寛先生

をお招きして、「細胞移植療法による歯周組織再生療法の試

み」と題して講演をいただいた。

自家骨移植あるいは異種動物由来の移植製剤は、重篤な歯

周病に起因する歯槽骨の水平性骨欠損を再建治療として使用

されている。齋藤教授ら東北大学チームは歯槽骨由来前骨芽

細胞様細胞（HAOB）を開発し、それらが高い骨芽細胞分化能

力、生体内でも骨再生能力持つことを明らかにし、三次元的

な骨再生を可能にする再生医療製品を開発中である。さら

に、脂肪由来間葉系幹細胞（ADMPC）を用いて他家移植によ

る歯周組織再生能力をマイクロミニブタ歯周病モデルにて検

証した。マイクロミニブタ由来 ADMPC（mADMPC）は抗炎

症能力を有しており、他家移植による歯周組織再生効果は自

家移植と同程度であることを確認し、ADMPCを用いた他家

移植による歯周組織機能回復を認めた。低侵襲かつ、複雑な

全身性基礎疾患を有する歯周炎患者に対しても歯周組織再生

療法の適応拡大が期待され、大変有意義なセミナーとなった。
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大学院ニ ュ ー ス 

第440 回大学院セミナー開催

◀講演される Rasperini 先生

2018 年 10 月４日（木）午後６時 30 分より、水道橋校舎

本館第１講義室において、第 440 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。今回はミラノ大

学歯学部歯周病学科教授の Giulio Rasperini 先生をお招きし

て、「The  e vo l u t i on  o f  t h e  s u r g i c a l  t e chn i que s  i n　

periodontal regeneration」と題して講演をいただいた。

GTR法から始まった歯周組織再生への取り組みは、エナ

メルマトリックスデリバティブ（EMD）、そして日本では塩

基性線維芽細胞増殖因子（FGF-2）製剤の臨床導入で可能性が

さらに広がっている。Rasperini 先生は、基本である炎症の

コントロールや１本でも多くの歯を保存するための治療計画

の重要性について、包括的な歯周治療の症例を通して強調さ

れていた。また、研究面では、ランダム化比較試験など質の

高い臨床研究をもっと行う必要があると述べられた。

大学院生 30 名のほか、顎骨疾患プロジェクトに携わる研

究者など合計 67 名が参加し、質疑応答も活発に行われた。
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田中亜生大学院生が日本小児歯科学会第 36 回北日本地方会・第 33 回
関東地方会合同大会で優秀発表賞を受賞

2018 年 10 月６日（土）から７日（日）、宇都宮市文化会館

（宇都宮市）で開催された日本小児歯科学会第 36 回北日本地

方会・第 33 回関東地方会合同大会において、小児歯科学講

座の田中亜生大学院生が優秀発表賞（ポスター）を受賞した。

受賞演題は「象牙芽細胞の感覚受容器に関する発生学的研究

〜免疫組織化学と定量化〜」である。

本研究は、象牙芽細胞の感覚受容機能の獲得時期について

調査した。出生後のラットの下顎第一臼歯を継時的に抗

DSP 抗体、抗 TRPV4 抗体、抗 TRPA1 抗体、抗 PANX-1 抗

体、抗 NEF 抗体を用いて、象牙芽細胞の分化と感覚に関与

するとされるチャネルや神経の発現に関して免疫組織学的観

察を行った。また TRP の発現量は RT-qPCR を用いて定量化

した。その結果、象牙芽細胞の感覚受容機能は象牙質形成能

より遅れて発現することと、TRPA1 より TRPV4 の方が感覚

受容機能に強く関与している可能性が示唆された。本研究の

結果から象牙質の感覚に関する研究が新たな発展を遂げるも

のと期待されている。

和田徳昭准教授が第56回日本癌治療学会学術集会で優秀演題賞を受賞
の受賞であった。学会の国際化により抄録と発表スライドは

英文で作成され、受賞演題は「 Retrospective analysis of 

clinical utility of the American Joint Committee on Cancer 

eighth edition prognostic stage compared with the anatomic 

stage in breast cancer」である。

研究内容は、現在の乳癌ステージングは解剖学的な広がり

のみを考慮した TNM分類であるが、乳癌は同じステージで

もエストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、 HER2 受容

体の有無や病理学的異型度別で予後が大きく異なり、薬物治

療の影響も大きいことから、どのようにステージに反映させ

るかが喫緊の課題であった。今回 AJCC ステージ分類が第８

版に改訂され、通常の TNM分類にこれらの biologic factor

を加え、より正確に予後を反映した prognostic stage が採用
▲松井淳一教授（左）と和田准教授

された。本研究は当院の乳癌データべースから後方視的に抽

出し、今までの解剖学的のみのステージ分類から、新しい

2018 年 10 月 18 日（木）から 20 日（土）にパシフィコ横浜 prognostic stage に再分類した。その結果、全症例の約４割

（横浜市）で開催された第 56 回日本癌治療学会学術集会にお がステージ変更となり、特に解剖学的 StageⅡAの７割が

いて、市川総合病院外科の和田徳昭准教授が優秀演題賞を受 prognostic stageⅠAにダウンステージとなった。また観察

賞した。本賞は採用された一般演題 1,218 題の中から事前 期間 41 か月で prognostic stageⅠAで乳癌特異的死亡率も

抄録の厳正な審査の上で選考された 54 題に対して授与され わずか 0.8％とより予後を反映していることが判明した。今

るものである。和田准教授は、以前の国立がん研究センター 後この新しいステージングの利用により適切な補助薬物療法

東病院に在籍中にも同賞を３度受賞しており、今回で４回目 決定に役立てることが期待される。

▲受賞した田中大学院生（左）と新谷誠康教授
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太田 緑助教が日本補綴歯科学会東京支部学術大会にて優秀研究発表賞
を受賞

◀受賞した太田助教（中）と共同演者の 
櫻井 薫教授（左）、上田貴之准教授

2018 年 11 月 25 日（日）に日本大学（千代田区）にて平成 口腔機能が低下することにより食事に時間がかかるように

30年度日本補綴歯科学会東京支部総会が開催され、老年歯 なることに注目し、高齢者の咀嚼時間と口腔機能の関係を検

科補綴学講座の太田 緑助教が優秀研究発表賞を受賞した。 討した。この結果、舌および口唇の巧緻性が米飯の咀嚼時間

同賞は 2017 年 12 月 2 日に開催された、第 21 回日本補綴 に影響を及ぼすことが明らかとなった。歯科医師による高齢

歯科学会東京支部学術大会における 22 演題の口頭発表の中 者の口腔機能管理の重要性が認められ、今回の受賞に至っ

から３演題に与えられたものである。受賞演題は、「高齢者 た。口腔機能低下症が広く認知され口腔機能の重要性が改め

の咀嚼時間に影響を与える口腔機能の検討」である。 て注目を集めており、本研究の今後の発展が期待される。

ビッセン弘子教授、APACRS学会理事長就任・日本で総会開催

◀セレモニーでの任命式

2018 年７月 19 日（木）から 21 日（土）まで、タイ・チエ

ンマイで開催された第 31 回アジア太平洋白内障屈折矯正手

術学会：The 31st Asia-Pacific Association of Cataract &

Refractive Surgeons（APACRS）において、水道橋病院眼科の

ビッセン弘子教授が理事長に就任した。この学会はアジア太

平洋地域の白内障と屈折矯正の学術発展を総括する歴史のあ

る国際学会であり、任期は２年間となっている。

年１回行われる総会には、アジアと太平洋のみならず欧米

の国を含み、約 50 か国から 2,000 名の医師が参加する。

2019 年の総会は、10月３日（木）〜５日（土）に京都での開

催が決定し、昨今の日本の観光地としての人気も相成り、こ

れまで以上に多くの参加者が見込まれる。プログラムは眼科

医が国や地域を超えて交流を深め、白内障および屈折矯正手

術の知識を向上させ、若手医師が広い視野で学べることを目

的として、口演やポスター発表だけでなく、各国のエキス

パートによるマスタークラスやフィルムフェスティバルな

ど、様々に工夫を凝らしている。また、日本の眼科で推進さ

れている学会の国際化という視点からも、若手が英語で発表

する機会を積極的に提供したく、現在精力的に準備を行って

いる。
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国際交流部ニ ュ ー ス

香港大学 Study Tour による来訪
2018 年 10 月 23 日（火）に、香港大学歯学部１、２年生

36名が、Study Tour の一環として、本学を訪問した。香港

大学の Study Tour とは、香港大学歯学部に在籍する学生で

構成される、The Dental Society, HKUSU（香港大学学生会歯

学学会）が、その活動の一環として、将来歯科医師になるた

めに必要な世界的視野を養うと同時に、世界中の歯学生との

交流を目的とした視察旅行である。

当日は、午後１時より水道橋校舎本館・新館・南棟解剖標

本室を見学し、午後２時 30 分より水道橋病院の全診療科を

見学した。水道橋病院見学の際は、６名１グループの小グ

ループとなり、各診療科の担当医より診療や設備についての

説明を受けた。午後３時 30 分からは、香港大学の准教授で

いらした歯科放射線学講座の後藤多津子教授より、

「Adventure in the human body using 2D, 3D and 4D images. 

- Jaw, Face, and Brain function」と題した特別講演をいただ

いた。午後６時からは、水道橋校舎西棟ラウンジにおいて本

学第４学年の学生 14 名との学生交流会を実施した。冒頭に

井出吉信学長、レイチェル・チャンさん（香港大学歯学部第

2学年、HKUSU 国際関係秘書）、本学学生代表として

河村忠将君（第４学年）と宇梶淳平君（第４学年）より挨拶があ

り、記念品交換、記念撮影を行った後に、学生同士の交流を

楽しんだ。

学生からのフィードバックコメント 

Chan Sze Wai (Rachel) 
The visit to Tokyo Dental College was really rewarding. 

Firstly, the logistics is really smooth and the staff and students 
are all really friendly and willing to share their thoughts and 
experience with us. Secondly, the facilities are really state-of-
the-art, especially the attendance record in the lecture rooms, 
that machine can even be used in quizzes! Also, the anatomy 
room appalls me much, there are even elephant’s teeth! 
As regards the hospital tour, it runs very smoothly. The 

professors in different departments explained what they do 
and their normal routine in details to us. Since we are divided 
into 6 groups for the hospital tour, the size is small enough so 
that everyone of us can see clearly how the clinics look and 
how things are worked out. I truly thank TDC for their 
spectacular arrangements, especially the large number of staff 
involved to help us and bring us around the hospital. In 
addition, the hospital caters everyone’s needs, from the 
disabled to athletes. There are departments especially for the 
special needs and there are also departments for sports. 
Besides, I think that the pediatric dentistry department is so 
caring, the children can watch cartoons about different dental 
procedures to let them know what steps are coming up next, I 

think this really helps relieve children’s anxiety and let them 
lie still when the dentist is operating. 
Lastly, the party is really awesome, TDC students are 

generally very fluent in English, we had little trouble in 
communicating and they also chatted with us on a variety of 
topics, including where to eat good food, what dentistry is like 
in HKU, etc. They are really friendly. 
I am already looking forward to visiting TDC once again! I 

hope we did not bring much trouble to your school, thank you 
again! 

Vincent Chan 
It is of great and precious opportunity that I can participate 
in this Tokyo Study Tour and visit the renowned Tokyo Dental 
College in Japan. The Dental college is modern, novel and 
convenient, the supplies of mechanical machines, technology 
are astonishing, which is a very good example for HKU Faculty 
of Dentistry to follow. The presentation from Professor on 
radiology is amazing , simple to understand and knowledge 
acquirable. I wish I could stay longer to understand the mode 
of Dentistry in Japan and even study there in the future.

▲学生交流会での記念撮影
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国際交流部ニ ュ ー ス 

温州医科大学創立 60 周年記念式典が開催
2018 年 10 月 28 日（日）に、温州医科大学（中国浙江省）

の創立 60 周年記念式典が開催された。本学と温州医科大学

とは、本年 9 月に友好校協定を締結しており、記念式典へ

は、一戸達也副学長が参加した。その他 60 名（香港、マカ

オ、台湾を加えると 71 名）のゲストが海外より参加した。

午前中に記念式典があり、午後は国内外のゲストによる

Presidents Forumが開催され、一戸副学長も Innovation

and Development セッションにおいて、コメンテーターと

して参加した。夜には学生が主体となり、歌や演劇を披露す

る Celebration Gala が、2,000 名収容可能なホールにおいて

盛大に行われた。

▲フォーラムにコメンテーターとして参加する一戸副学長（右から２番目） ▲ Celebration Gala の様子

▲温州医科大学の先生方との記念撮影の様子 ▲温州医科大学学長（右）と一戸副学長
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本学教員著書について
図書館では本学教員が執筆した著書（本学の教員名が標題紙に記載されているものに限る）については、特に収集に努めてお

ります。著書発刊のおりには、ご一報ください。

■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）�

ビッセン宮島弘子・谷口紗織・南慶一郎 著
これでわかる！高機能眼内レンズ
メジカルビュー社、2018

　本書は、白内障手術で注目されているトーリックおよび多焦点
眼内レンズといった高機能眼内レンズの使い方を、著者らの経験
をもとにまとめたものである。複雑な眼内レンズ選択のプロセス
をわかりやすく説明し、幅広い眼科医に長らく読んで頂きたいと
考えている。
（ビッセン弘子・水道橋病院眼科）

阿部潤也図書課長 私立大学図書館協会東地区部会2018年研修分科会にて講演
　2018 年 10 月４日（木）、国際基督教大学図書館（三鷹市） いて知る」と題した講演を行った。本学でも進めている機関

において開催された私立大学図書館協会東地区部会 2018 年 リポジトリ、オープンアクセスの普及、推進のための講演で

研修分科会にて、阿部潤也図書課長が「機関リポジトリにつ あり、活発な質疑応答もあり、好評であった。

阿部潤也図書課長 韓国医学図書館協会第 50 回秋季学術大会にて講演
　2018 年 10 月 18 日（木）から 19 日（金）、Youngjong Sky

Resort（韓国仁川広域市）において開催された、韓国医学図書

館協会第 50 回秋季学術大会にて、阿部潤也図書課長が

Special Lecture として “ 日本医学図書館協会認定資格「ヘル

スサイエンス情報専門員」現状と課題：Current state and 

i s s ue s  o f  t h e  JMLA  Hea l t h  S c i en ce s  I n f o rma t i on

Professionals.” と題した講演を行った。本講演は日本医学図

書館協会からの依頼により、日韓の医学図書館における学術

交流を目的としたものである。韓国医学図書館協会でも同様

の認定資格を運営しており、多くの質問とコメントが寄せら

れ、好評であった。
▲講演する阿部図書課長



290 号　2018年 12月 27日発行

短期大学ニ ュ ー ス 

2018 年度第１期生臨床・臨地実習開始式開催

▲挨拶をする石井短期大学学長 ▲誓詞を読む日下さん（第 2 学年）

2018 年 10月３日（水）午前９時 30 分より、水道橋校舎本

館  14 階第１教室において、第１期生第２学年  49 名の臨

床・臨地実習開始式が挙行された。10月には珍しい台風の影

響で２日遅れの式となった。杉戸博記教学部長の司会のもと、

石井拓男短期大学学長、矢島安朝水道橋病院長、山下秀一郎

水道橋病院副病院長・歯科衛生士部長による訓示を賜り、次

いで臨床実習学生を代表して日下由希絵さん（第２学年）が誓

詞を述べた。臨床実習生は、開始式では緊張の面持ちで訓示

を受け、入学してから１年半で学修した講義、基礎実習、相

互実習での成果をさらに深めるべく、決意を新たにしていた。

2018 年度修学指導に関する保護者説明会開催

▲第１学年保護者への説明 ▲第２学年保護者への説明

2018 年 10 月 28 日（日）午前９時より、水道橋校舎本館

13階第１講義室において、2018 年度修学指導に関する保

護者説明会が開催され、およそ 80 名の保護者が出席され

た。まず第１、２学年の保護者全体へ、石井拓男短期大学学

長から教育課程の実施方針について、次いで山田好秋研究部

長より卒業研究の実施方針について、杉戸博記教学部長より

修学指導に関する説明があった。本館 14 階の短期大学に移

動して、第１、２学年それぞれ教室に分かれ、学年別で学生

の修学状況および学生生活に関する指導方針などの説明が行

われた。その後、希望者等を対象とした学年主任 ･副主任に

よる保護者および学生との三者面談が実施された。
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国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院

■東京歯科大学同窓会十期会（昭和 37 年卒業生）（同窓会員

24名）

2018 年 10 月 4 日（木）　水道橋校舎新館校舎、西棟ラウン

ジ見学

■旭川歯科学院専門学校（学生 56 名、教員 6 名）

2018 年 11 月 7 日（水）　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）

2018 年 11 月 13 日（火）　解剖学実習室、標本室見学

■東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター病院（放射線科技師

2名）

2018 年 10 月 19 日（金）　市川総合病院見学

■千葉西総合病院（医師 1 名）

2018 年 11 月 1 日（木）、2日（金）　市川総合病院見学

■医療法人慈愛風会　厚地脳神経外科病院（脳神経外科部長

1名、医師 1 名）

2018 年 11 月 2 日（金）　市川総合病院見学

■聖路加国際病院（看護師 2 名）

2018 年 11 月 8 日（木）　市川総合病院見学
市川総合病院

■東京警察病院（医師 1 名、臨床工学技士 1 名）

2018 年 10 月 9 日（火）　市川総合病院見学

海外出張

■穴澤卯圭教授、渡部逸央講師（市病・整形外科）

12th Asia Pacific Musculo Skeletal Tumor Society に出席お

よび発表のため、10月 2 日（火）から 8 日（月）までインド・

ジャイプールへ出張。

■小川真里子准教授（市病・産婦人科） 

The North American Menopause Society 2018 Annual

Meeting（NAMS2018）に出席および発表のため、10月 3 日

（水）から 8 日（月）までアメリカ・サンディエゴへ出張。

■関 博志講師（市病・麻酔科）

An Overview of Perioperative Medicine 2018 に出席するた

め、10月 9 日（火）から 15 日（月）までアメリカ・シアトル

へ出張。

■田中一郎教授（市病・形成外科）

International Course on Super Microsurgery Conference に

おいて講演するため、10月 11 日（木）から 16 日（火）まで中

国・済南へ出張。

■阿部潤也課長（図書館）

（社）韓国医学図書館協会第 50 回秋季学術大会に出席および

発表のため、10月 17 日（水）から 20 日（土）まで韓国・仁川

へ出張。

■笠原清弘准教授（口腔病態外科学）

ドイツフライブルク大学において New Technologies and

Modern Planning in Orthognatic Surgery に関する研修のた

め、10月 20 日（土）から 11 月 21 日（水）までドイツ・フラ

イブルクへ出張。

■滝澤菜摘助教（水病・眼科）

慶應義塾大学眼科教室 イリノイ大学交換留学プログラムに

参加するため、10月 21 日（日）から 11 月 4 日（日）までア

メリカ・シカゴへ出張

■間 奈津子講師（歯内療法学） 

American Academy of Gold Foil Operators 2018 Annual

Meeeting に参加するため、10月 25 日（木）から 29 日（月）

までアメリカ・シアトルへ出張。

■菅原圭亮講師、小谷地雅秀大学院生（口腔病態外科学） 

57th Congress of Korean Association of Maxillofacial Plastic 

and Reconstructive Surgeons に出席および発表のため 10 月

25 日（木）から 27 日（土）まで韓国・清州へ出張。
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■齋藤 淳教授、喜田大智助教、色川大輔助教、久永幸乃レ

ジデント、佐藤正敬大学院生、山下慶子大学院生、吉田 航

大学院生（歯周病学） （診療教員）、備前島崇浩助教 （千葉歯科

医療センター） 

104 th  Annua l  Mee t i n g  o f  Ame r i c an  A c ad emy  o f

Periodontology に出席および発表のため、10月 26 日（金）

から 11 月 1 日（木）までカナダ・バンクーバーへ出張。

■一戸達也副学長（歯科麻酔学）

中国・温州医科大学創立 60 周年記念行事参加のため 10 月

27 日（土）から 29 日（月）まで中国・温州へ出張。

■阿部伸一教授（解剖学）

8th Asia Pacific International Congress of Anatomists におい

て招待講演およびシンポジウムの座長を行うため、10月 28

日（日）から 29 日（月）まで韓国・釜山へ出張。

■新谷誠康教授、本間宏実助教、荒井 亮助教、棚瀬稔貴大

学院生、太田大聖大学院生（小児歯科学）

同済大学児童口腔医学研究所との共同研究のため、10月 29

日（月）から 11 月 2 日（金）まで中国・上海へ出張。

■小板橋俊哉教授（市病・麻酔科） 

Asian-Australasian Congress of Anaesthesiologists（AACA）

に新たな役員候補として出席のため 11 月 1 日（木）から 5 日

（月）まで、中国・北京へ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

Korean Ophthalmological Society（KOS）学会講演のため、11

月 3 日（土）から 4 日（日）まで韓国・ソウルへ出張。

■柴原孝彦教授、髙野正行准教授（口腔顎顔面外科学）

第 13 回アジア口腔顎顔面外科学会に出席発表および運営会

議に参加するため、柴原教授は 11 月 7 日（水）から 10 日

（土）まで、髙野准教授は 7 日（水）から 11 日（日）まで台湾・

台北へ出張。

■鈴木 昌教授（市病・救急科）

米国心臓学会蘇生科学シンポジウムに出席および発表のた

め、11月 9 日（金）から 13 日（火）までアメリカ・シカゴへ

出張。

■島㟢 潤教授、平山オサマモハメドアリイブラヒム臨床専

修医（市病・眼科）

Asia Dry Eye Summit に出席するため 11 月 16 日（金）から

17日（土）まで韓国・ソウルへ出張。

■井上 孝教授（臨床検査病理学）

未来の歯科医療改革に関するアジア会議に出席および講演の

ため 11 月 16 日（金）から 19 日（月）まで韓国・ソウルへ出

張。

■成田真人講師（口腔顎顔面外科学）、岡田玲奈助教（市病・

麻酔科）

ベトナム社会主義共和国での医療援助のため 11 月 18 日

（日）から 25 日（日）までベトナム・ホーチミン市へ出張。

■山口 朗客員教授（口腔科学研究センター）、東 俊文教授

（生化学）

ハーバード大学医学部 / 歯学部細胞生物学の Bjirn R.Olsen

教授と共同研究打合せおよび、2019 年度ブランディング事

業国際シンポジウム打合せのため 11 月 20 日（火）から 24

日（土）までアメリカ・ボストンへ出張。

■岡野友宏客員教授（歯科放射線学）

インド第 30 回 National Conference of Indian Academy of

OralMedicine and Radiology に出席および特別講演のため

11月 21 日（水）から 27 日（火）までインド・ウダイプールへ

出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

Alcon Laboratories においてアドバイザリーミーティングに

出席するため 11 月 29 日（木）から 12 月 2 日（日）までアメ

リカ・フォートワースへ出張。
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大学日誌 

2018 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 千葉歯科医療センタｰ・衛生士校 

1〜4年生後期授業開始、短大教授会、臨床教育委員会
月

［防火・防災安全自主点検日］ 

学部編入学 A、学士等特別選抜 A、願書受付締切 緩和ケア委員会
火
感染予防対策チーム委員会、保健安全管理委員会 クリニカルパス委員会 

患者サービス向上小委員会
水 医療連携報告会・懇親会

臨床検査運営委員会
リスクマネージャー ･ICT 会議 

広報委員会、感染制御委員会
木 大学院セミナー

プログラム委員会
カルテ指導委員会 

金 

土 入試 編入学 A、学士等特別選抜 A 実施 

日 

月 体育の日 

臨床教授連絡会、講座主任教授会、人事委員会、
緩和ケア委員会、診療材料検討委員会

火 給食委員会
感染予防対策講演会

図書事務連絡会

大学院運営委員会、大学院研究科委員会 救急委員会、ICU 運営委員会
水
リスクマネージメント部会 地域連携研修会 

木 午後のリサイタル、手術室運営委員会 

金 第 40 回歯大協附属病院管理運営事務研修会開催 

土 

日 TDC ビル全館停電 

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
医療連携委員会、研修管理小部会 

火 褥瘡対策委員会 緩和ケア委員会 

褥瘡対策委員会
水 薬事委員会

慶應義塾大学医学部長講演会 

学生部（課）協議会、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、個人情報保護委員会、

部長会、衛生委員会
災害医療特別講演会

病院運営会議

業務連絡会 

金 倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会 NST カンファレンス 

土 ［機器等安全自主点検日］患者サロン 

日 

月 国際交流部運営委員会 キャンサーボード 

緩和ケア委員会
学部学生インフルエンザワクチン接種日

火 診療記録・情報システム管理委員会
5年生全体集合

クリニカルパス委員会 

糖尿病教室、

24 水
業務連絡会、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

糖尿病教室カンファレンス
保険診療検討委員会
DPC症例検討委員会 

木 課長会、TDCビル協議会、教職員研修会 管理診療委員会 

金 第 50 回東歯祭準備 BLS（一次救命処置）講習会 

第 50 回東歯祭（〜10/28）、
土
試験問題作成に関するワークショップ 

日 第 50 回東歯祭後夜祭・第 50 回歯学体報告会 

月 第 176 回歯科医学教育セミナー 市川リレーションシップカンファレンス 

火 教職員研修会ビデオ上映、教務部協議会 緩和ケア委員会 

水
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大学日誌 

2018 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 千葉歯科医療センタｰ・衛生士校 

1〜6年生インフルエンザワクチン接種日 感染制御委員会
木

［防火・防災安全自主点検日］プログラム委員会
カルテ指導委員会 

金 教職員インフルエンザワクチン接種日 医療安全講演会 

土 文化の日 

日 

短大 : 推薦入試願書受付開始（〜11/14）、短大教授会
月
公認会計士中間監査（〜11/8）、臨床教育委員会 

大学 : 推薦、帰国子女・留学生特別選抜　願書受付締切
火 緩和ケア委員会
感染予防対策チーム委員会、保健安全管理委員会

解剖慰霊祭、1〜6年生インフルエンザワクチン接種日、
水
薬事委員会

リスクマネージャー ･ICT 会議 

木 総合防災訓練、手術室運営委員会 

金 倫理審査委員会・利益相反委員会 公認会計士中間監査（〜11/13）
内部監査
教職員インフルエンザワクチン接種日 

土 大学 : 推薦入学選考、帰国子女・留学生特別選抜試験 

日 

月 図書事務連絡会 インフルエンザワクチン接種日 

インフルエンザワクチン接種日

13 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会、人事委員会
教職員インフルエンザワクチン接種日

緩和ケア委員会
診療材料検討委員会
地域連携委員会 

基礎教授連絡会、リスクマネージメント部会 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、CPC

教職員インフルエンザワクチン接種日 

診療録指導委員会、医療安全管理委員会
部長会、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、
木 災害対策委員会
病院運営会議

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
衛生委員会 

NST カンファレンス
16 金 学生部（課）協議会、衛生委員会 栄養管理委員会

診療報酬研修会 

土 患者サロン 

日 短大 : 推薦入試選考試験 

月 医療安全管理委員会

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 

インフルエンザワクチン接種日
火 緩和ケア委員会

［機器等安全自主点検日］肺血栓塞栓症勉強会
教職員インフルエンザワクチン接種日 

インフルエンザワクチン接種日
水

褥瘡対策委員会、輸血療法委員会 

1〜4年生振替授業（金曜日分）、5年生全体集合
木 課長会、TDCビル協議会、法人第 714 回理事会、 インフルエンザワクチン接種日
教職員研修会

衛生士校 : 卒業研究発表会 

金 勤労感謝の日 

土 修学指導関係者・父兄個別面談 第 11 回ロビーコンサート 

日 

東京都 HIV/ エイズ 診゙療従事者臨床研修 1 日目
月 研修管理委員会
国際交流部運営委員会

診療記録・情報システム管理委員会
東京都 HIV/ エイズ診療従事者臨床研修 2 日目

火 緩和ケア委員会、キャンサーボード
教職員研修会ビデオ上映、情報システム管理委員会

クリニカルパス委員会

30
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28 水
業務連絡会、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

糖尿病教室
糖尿病教室カンファレンス 

29 木 医療監視、管理診療委員会 業務連絡会 

30 金 図書委員会
がん薬物療法小委員会
業務改善委員会

医療連携協議会
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 東京歯科大学広報　編集委員
（2018年12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　　　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

血脇記念ホールでの公演。（演劇部）

歯科大生体験プログラム。（実行委員長の第4学年井野詩絵里さんと
実行委員）

編集後記

　50th と刺繍されたTDCエンブレムを胸に、茜色のパーカ

ーが、忙しそうに動き回る。東歯祭実行委員のメンバーたち。

　第50回目の東歯祭・フェスティバルが新館で開催されま

した。

　2018年のテーマはBridge。明日に架ける？ Bridge Over 

Troubled Water・・・！フェスティバルの成功にかける彼ら

の思いは、最終日、大勢の仲間達が集まった後夜祭での、実

行委員長の感謝の言葉と、瞳に滲んだ涙の中に結晶する。

　血脇記念ホールのステージの上、普段とは違う顔を見せる

彼ら。大学での日々の生活の中で要求される、こなしきれな

いほどの課題や試験。押し潰されそうな情報と、狭い教室で

交錯する様々な人たちの視線。かたちのない同調圧力に押し

つぶされそうになりながらも、自分の世界の内側では、耳を

塞いでただひたすら、好きなことだけに熱中する。その中で

磨かれてきた才能。すごいじゃない！

　たとえカラダが思うように動かなくたって、動かそうと言

う強い意志さえあれば、何とかなる、と。他人と比較したっ

て仕方がない。自分の前に立ちはだかる壁を乗り越えていく

強い思いと、変えることができないものを受け入れる覚悟が

あれば。

　同じ毎日なんて、ない。今できることは、新しいものを前

に推し進めることだけ。

　自分でも気がついていない可能性が、まだまだたくさん

ある。知らない隠された能力だって、きっとある。だからこそ、

自分のココロのなかにあるヒミツのヤル気スイッチを探して

みる。もうダメだ、と思っても、あきらめない。日々の努力

の中にこそ、きっと目の前の壁を乗り越えるブレイクスルー

があると信じて。

クラブ展示コーナーのボードの隅に掛けられた、一枚の

水彩。黒の絵の具で描かれた、大きく見ひらいた瞳。黒と白

のコントラストの中で、角膜に映る風景。今、なにを見てる？

　十年後、二十年後、その瞳に映る風景の中に、誰がいるの

だろう。今を生きることでしか、未来は変えられないとした

ら・・・。引き摺ってきた、過去からのくびきを断ち切って

前に進んでいく。一歩一歩。

　眼を閉じることで見える風景がある。

広報・公開講座部長：橋本貞充

瞳に映る風景は、どこなのだろう？　（美術部白堊会・第１学年
秋元侑真さんの作品）
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