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Big Band Jazz 部

縁日

実行委員合同カフェ

ビバノスケとともに

第51回東歯祭フェスティバル2019

　今年の東歯祭は、2019年 10月26日（土）・27日（日）
の２日間、水道橋校舎新館で開催された。
　１日目は、新館２階血脇記念ホールにて、混声合唱
部、演劇部、Big Band Jazz 部、ダンス部によるステー
ジパフォーマンスが行われ、熱く盛り上がった。また、
昨年同様教員と各クラブ部員によるクイズ大会が開催
され、更に今年は大喜利大会も同時に開催された。優
勝は小児歯科学講座となり、会場中が笑いの渦に巻き
込まれた。
　今年のテーマは「Re:BORN」とし、昨年同様学外に向
けて発信することだけでなく、年号が令和となって初
めての東歯祭ということもあり、和田優希実行委員長

（第 4 学年）を中心に東歯祭の「生まれ変わり」を目標

とし準備してきた。
　例えば、例年各クラブの紹介ポスターを１つの会場
にすべて展示していたが、今年は各フロアに分散させ
て展示することにより、多くの来校者にご覧いただく
ことができた。
　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、解剖学講座のご協力のもと、専用のガム
による咀嚼力チェックや歯型を使用したキーホルダー
作成、標本室の特別公開などが行われた。また、体験
コーナーでは今年も「プラ板アクセサリー・キーホル
ダーづくり」が行われ、来校者は思い思いの物を製作
し楽しんでいた。
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少林寺拳法部 剣道部 弓道部

　１階の入口広場では、ダーツゲーム、ヨーヨー釣り、
射的、型抜きの縁日を開き、通行人が多く立ち寄り楽
しんでいた。また、本学マスコットキャラクターのビ
バノスケが広場へ出向くと、外国人観光客を始め多く
の通行人から写真撮影を求められるなど、活気のある
縁日となった。
　８階ラウンジでは休憩スペースにて本格的なコーヒー

を、１階では茶道部と実行委員の合同カフェにて茶道
部がその場で点てる抹茶で作る「まっちゃミルク」や流
行りのタピオカドリンクなどを販売し、来校者の舌を
唸らせた。
　２日目は、管弦楽部、演劇部、M.L.S によるステー
ジパフォーマンスが行われ、初日とは違い会場中を和
ませた。

混声合唱部

ダンス部

M.L.S

演劇部

管弦楽部
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　東歯祭終了後、午後 6 時より南棟 2 階において、第
51 回歯学体成績報告会・東歯祭フェスティバル 2019
後夜祭が開催された。会場には、運動系、文化系のク
ラブが一堂に会し、熱気に包まれた。歯学体で３位以
上に入賞したクラブには学長賞、個人優勝者には個人

賞、部門優勝したクラブには株式会社モリタからモリ
タ賞、部門入賞したクラブには父兄会長賞、また東歯
祭にてパフォーマンスや展示などを行ったクラブには
同窓会長賞が授与され、盛会裏に祝宴はお開きとなっ
た。

歯学体報告会・後夜祭の様子

歯学体報告会・後夜祭の様子

和田東歯祭実行委員長 渡辺和宏父兄会長

歯学体報告会・後夜祭の様子

歯学体報告会・後夜祭の様子
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准教授就任のご挨拶

口腔科学研究センター

溝口　利英

このたび、2019 年 10 月１日付けで口腔科学研究セン

ター准教授を拝命いたしました。井出吉信理事長・学長、選

考委員の諸先生方、またご支援いただきました諸先生方に深

く感謝申し上げます。本紙面をお借りして、学内および校友

の皆様方にご挨拶申し上げます。

私は 1998 年に東京薬科大学生命科学部を卒業し、同大学

での修士課程を修了後に松本歯科大学総合歯科医学研究所に

助手として着任しました。それ以来一貫して硬組織に関する

研究に取り組んでいます。骨を破壊する病気の要因となる破

骨細胞が生体内で形成されるメカニズムの解析を中心に進

め、その成果を報告致しました。2011 年より２年半、米国

アルバート・アインシュタイン医科大学への留学の機会に恵

まれ、骨を形成する骨芽細胞の供給源として働く、骨髄間葉

系幹細胞の解析に取り組みました。その間、マウスの遺伝子

情報改変技術を駆使し、幹細胞研究に有用な標識となるタン

パク質の同定に成功いたしました。2018 年より本学口腔科

学研究センターの講師として着任した後も、引き続き幹細胞

研究に従事し、骨粗鬆症の治療薬として臨床で用いられてい

る副甲状腺ホルモン [PTH(1-34)] が、間葉系幹細胞に作用

して骨量を増やすことを報告しました。

本学は顎骨疾患に関する研究を、基礎と臨床融合型で取り

組む「顎骨疾患プロジェクト」（2017 年文部科学省「私立

大学研究ブランディング事業」）を推進しています。私共は、

「顎骨の骨量調節」および「歯の硬組織修復」をテーマとし

た研究にも着手しており、これまでに培った研究技術を応用

して疾患の予防そして治療法の開発に繋げることを目指して

おります。教育では、若手研究者の育成を目的とした「若手

サイエンスアカデミー」の運営を、本学の先生方と共に進め

ています。隔週水曜日の朝８時からの 45 分間で、研究発表

と論文紹介を行っています。研究の相互理解を深めて共同研

究の提案、そして世界の研究の流れを知り、論文や研究助成

申請書作成の向上に繋げることを目指しております。今後も

以上の試みを全学的に進め、将来を担う若手研究者のさらな

る向上に努めてまいります。

微力ではございますが、本学ならびに歯科医学の発展のた

めに専心努力する所存でございますので、今後ともご指導と

ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

市川総合病院
精神科

宗　未来

この度、2019 年８月１日付けにて准教授就任と相成りま

した市川総合病院精神科の宗と申します。皆様方にこの場を

お借りしてご挨拶を申し上げます。伝統ある東京歯科大学に

おいて、このような役割を担当させていただくにあたり、大

変光栄に存じますとともに、その責任の重さに身の引き締ま

る思いです。

私は、北海道の帯広市の隣、音更町の生まれで、その後、

1998 年に旭川医科大学を卒業し、慶應義塾大学医学部精

神・神経科学教室に入局しました。その後、国立病院機構東

京医療センターや久里浜アルコール症センター（現久里浜医

療センター）、防衛医科大学校精神科学講座を経て、2010

年にロンドン大学精神医学研究所（King’s College London 

Institute of Psychiatry）の修士課程で精神医療疫学（Mental 

Health Services Research）を専攻、同大学の心理医学部に研

究員として所属させていただきました。その後、慶應義塾大

学医学部精神・神経科学教室帰局後３年を経て、2018 年４

月より市川総合病院精神科に赴任となっております。

臨床では昨今、高齢化時代で高まりつつある社会的関心の

反映から、地域医療機関からの紹介では、認知症患者の精査

や評価（心理および画像検査等）の依頼が増えております。私

たちもできるだけそれらのニーズにお応えできるよう、有用

な情報提供によって皆様のその後の診療に役立つような病診

連携にも留意した対応を心がけております。また、特に歯科

大生の対応に加え、市川総合病院産業医として医歯科の研修

医や専攻医、看護師を中心とした市川総合病院職員のメンタ

ルヘルスも担当させていただいております。研究面でも、高

齢化時代を反映したいくつかのプロジェクトに取り組んでお

ります。たとえば現在、アロマセラピーが認知症の方に良い

と喧伝されブームとなっております。しかし、その医科学的

根拠は不十分で非常に不健全な状況です。そこで私たちは、

経済産業省の支援を受けて、アロマセラピーという癒やしの

ツールが本当に高齢者認知機能を改善させるのかを、無作為

化比較試験を通じての検証を行っております。今後は、市川

市医師会の皆さま、そして市川市の患者さまのお役に立てる

ように、全力で精進したいと考えております。今後とも一層

のご指導とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。
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大規模地震時医療活動訓練開催
2019 年９月７日（土）、市川総合病院において大規模地震

時医療活動訓練が実施された。本訓練は政府主催であり、全

国の DMAT（災害派遣医療チーム）や警察庁・消防庁・国土交

通省・防衛省などが同時に参加された。今回は首都直下型地

震で東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県が大きな被害を受

け、多くの被災者が発生し被災地域の医療機関では受け入れ

きれない状況を想定して訓練が実施された。当院は千葉県東

葛南部の災害拠点病院として、市川市の被災者を受け入れる

使命がある。東葛南部は液状化が想定されており、当院もそ

の影響により籠城状態となり重傷者の対応が困難になることが

予想される。しかし、多くの被災者が発生する地域と考えられ

るため、重症度にかかわらず全ての被災者を一期的に受け入

れなければならないことから、院外で被災した多数被災者の受

け入れ訓練を他施設と連携して実施した。

当院における今回の訓練の目的は、受け入れた被災者の重

症度を判別し、当院で対応が困難と考えられる重傷者を当院

に派遣された DMAT と連携しながら、基幹災害拠点病院で

ある船橋医療センターや県外の基幹施設に陸路もしくは空路

により搬送することである。

具体的には、訓練前日に震度６強の地震が発生し、院内

に災害対策本部が設置され、全国の DMAT チームが支援に

駆け付けている状態を想定して訓練開始となった。災害対

策本部では西田次郎病院長をはじめ松井淳一副学長、

菅 貞郎副病院長、中川 健副病院長、吉川淳子副病院長に、

院内の被災状況の確認や被災者のトリアージや治療および

ベッドコントロールなどの指揮をしていただいた。

災害時は病院の被災状況を千葉県庁および基幹災害拠点病

院などと状況を共有し支援を受けるための EMIS（広域災害

救急医療情報システム）を確立する必要があることから、衛

星回線を利用して入力作業が実施された。

実際、DMAT 本部から派遣された訓練コントローラーの

協力の下、DMAT 拠点本部との連携を取りながら、要支援

となった当院には千葉県庁より福島県の DMAT が派遣され、

被災者の搬送や物資供給の手配を受けた。訓練では、400

名程の被災者に対してトリアージを行い、11 名の重傷者は

院外の基幹施設へ広域搬送することができ実践的な訓練と

なった。訓練コントローラーからは、他施設に比べ院内の訓

練規模が大きく、実践的だったと評価された。今後は台風に

よる風水害の訓練を検討している。

▲挨拶をする西田病院長 ▲災害対策本部活動風景

▲被災状況確認をする DMAT 隊員 ▲活動記録風景
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◀水道橋校舎での説明会風景

2019 年 9 月 13 日（金）午後６時 30 分より、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使

用ルール説明会が開催された。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。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、大学会計課と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. 科学研究費不正使用防止・2018 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「2019 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。

2019 年９月 13 日（金）午後６時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、2020 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。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、「2020 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」

についての説明があり、研究者が熱心に耳を傾けていた。

2020 年度科学研究費助成事業公募要領等説明会開催

2019 年度科学研究費使用ルール説明会開催

▲トリアージエリア活動風景 ▲治療エリア活動風景
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2019 年９月 24 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、2019 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、「各科紹介」をテーマに、石井武展矯正歯科医局

長、辻野啓一郎小児歯科医局長、半沢 篤スペシャルニーズ

歯科・ペインクリニック科医局長、大久保真衣摂食嚥下リハ

ビリテーション科医局長、佐々木穂高口腔インプラント科医

局長による講演が行われた。

各医局長より「各科紹介」として、①新患患者数のウェイ

ティング状況と配当方法、②院内外からの患者紹介数とウェ

イティング状況、③医局員紹介（指導医・専門医等）、④科と

して力を入れている診療内容・患者サービスについての説明

が行われた。

今回の研修会は、他科の現況を知ることができ、教職員に

とって有意義なものであった。

2019 年度 第５回水道橋病院教職員研修会開催

◀説明をする石井医局長

▲模擬授業を行う大久保准教授

　2019 年９月 21 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の説明と、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て問題の解

説が行われた。また、口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリ

テーション研究室の大久保真衣准教授による「" おいしく食

べる " を支える歯科の仕事」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、新館校舎、

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

が実施された。49 組 84 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 21 日（土）に水道橋校舎にて

開催予定である。

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催
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2019 年９月 30 日（月）午後４時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、2019 年度教育ワークショップ報告会が

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。今年度は、以下記載の３テーマにつ

いてワーキンググループで検討を行い、その結果について、

発表および質疑応答が行われた。

発表後には、高際 睦准教授より「数理・データサイエン

スと社会とのつながりについて」と題したデータサイエンス

教員 FD 講演が行われた。最後に橋本正次副学長より、今回

の報告会で意見交換された内容をふまえ、ワーキンググルー

プを中心に、実施に向けた全学的な協力体制の依頼があり、

盛会の内に終了した。

2019 年度 教育ワークショップ報告会開催

◀説明をする山下教授

テーマⅠ．「地域包括ケアと高齢者の歯科診療の新プログラムの編成」������������������� 委員長：平田�教授

　第４学年の授業科目「地域包括ケアと高齢者の歯科診療」は、平成 28 年版コア・カリキュラムの施行を見据えて設定し、現在
２年目を迎えている。また、2017 年度教育ワークショップ「歯学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂への対応について」の
テーマで、カリキュラムの見直しを行い 2020 年度のカリキュラムで地域包括ケアの授業を新プログラムとすることを検討した。
今回、新プログラムのより具体的な内容（現在コミュニケーション学として実施している介護施設実習の移行、地域包括支援セン
ター実習を新規導入）の検討を行う。

１． 全体像、介護施設実習、地域包括支援センター実習 ������������������������平田創一郎教授
２． 食物物性実習 ����������������������������������������大久保真衣准教授
３． トライアル実施 ����������������������������������������平田創一郎教授

テーマⅡ．「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」��������������� 委員長：山下�教授

　千葉キャンパスの将来構想に基づき、水道橋・千葉・市川の特徴を活かした教育を展開するために、今後の臨床教育の在り方に
ついて検討する。

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 ������������������������������酒井克彦講師

テーマⅢ．「臨床基礎実習の見直しについて」����������������������������� 委員長：上田�教授

　第３学年および第４学年の臨床系科目で実施する臨床基礎実習において、各科目で新しい教育内容に取り組んだ結果、科目間の
共通する教育で相違が発生し、臨床基礎実習の受け渡しが上手く行われていない現象がある。今回、科目間の共通する教育の再確
認を行い、臨床基礎実習をより円滑かつ効果的なものとするため、検討を行う。

１． 歯科補綴学を中心とした臨床基礎実習の見直しについて �����������������������上田貴之教授

▲ワーキンググループでの検討項目
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千葉校舎グラウンド竣工式開催
2019 年 10 月２日（水）午前 11 時より、新設された千葉

校舎の人工芝グラウンドにて、晴天の下、竣工式が執り行わ

れた。

松﨑達也客員講師の開式の辞に続いて、井出吉信学長より

挨拶をいただき、各クラブ主将より挨拶ならびにお礼の言葉

が述べられた。その後、サッカー部、フットサル部、ラグ

ビー部、陸上競技部が、それぞれの顧問、部長よりパスを受

け始球式が執り行われ、松﨑客員講師の閉式の辞をもって、

怪我もなく無事閉式した。

当日は天気予報が外れ 10 月にしてはとても気温が高く、

各部員が新しくなった人工芝のグラウンドで思い思いに体を

動かし、さわやかな汗を流していた。

▲井出先生挨拶の様子▲グラウンドの様子

▲サッカー部

▲フィールドを全力疾走する陸上部員

▲フットサル部

▲ラグビー部
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▲集合写真　

2019 年 10 月 18 日（金）午後２時より、千葉校舎厚生棟

のリニューアル工事がこのほど竣工を迎え、井出吉信理事

長・学長、加藤靖明建設担当常務理事の立会いの下、施主検

査が行われた。

来春を目途に千葉歯科医療センターに臨床実習で登院する

学生のための宿泊施設として活用される。カプセルベッドを

導入した宿泊スペースは１階に男子学生 16 名、２階に女子

学生 16 名が宿泊可能となっている。２階には共用の学生ラ

ウンジとキッチンを配置し、自習と自炊が可能な設備を整え

た。今後は家具や電化製品等を整備して、学生の皆さんが研

修に集中できる施設としていく。

千葉校舎厚生棟リニューアル工事施主検査

▲厚生棟内の様子

▲カプセルベッド

▲キッチン

▲トイレ
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2019 年 10 月 19 日（土）・20 日（日）の両日にわたり、水道

橋校舎新館において第 308 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

して一般口演が、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「令和元年度東京歯科大学学会

評議員会・総会」が開催された。この中で、東京歯科大学学

会会則により眞木吉信名誉教授、井上 孝名誉教授、櫻井 薫

名誉教授、末石研二客員教授が名誉会員に推薦されることが

報告された。また、午後１時から第２講義室を会場として、

第308 回東京歯科大学学会（総会）開催

▲講演される Olsen 先生 ▲講演される George Hajishengallis 先生

１．ポケトークの実力とこれからの英語教育
 森田雅義教授（語学研究室）

２．医療連携を重視した口腔外科の歩み
 柴原孝彦教授（口腔顎顔面外科学講座）

３．睡眠時無呼吸障害に取り組んだ 23年間の耳鼻咽喉科診療

 中島庸也教授（市川総合病院耳鼻咽喉科）

４．�一外科医、40年で識った「一生勉強、一生青春」
 松井淳一教授（市川総合病院外科学講座）

５．咬合治療は必要ない？－咬合位に求める機能美－
 佐藤 亨教授（クラウンブリッジ補綴学講座）

▲特別講演のプログラム

2019 年 10 月２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、「令和元年度水道橋病院医療連携

報告会」が開催された。本報告会は、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、「最先端デジタル技術の歯科への応用」をテーマ

に、口腔インプラント学講座の本間慎也講師、平林 剛歯科

技工室主任歯科技工士、パーシャルデンチャー補綴学講座の

田坂彰規講師による講演を行った。

当日は学内外合わせて約 270 名もの参加者を迎え、片倉 朗

水道橋病院長の挨拶から始まり、本間講師は「デジタルデン

ティストリーの現状について」、平林主任歯科技工士は「デジ

タルデンティストリーを使用した補綴装置の製作―困る支台歯

形成と製作出来ない歯冠形態―」、田坂講師は「海外でのデ

ジタルデンティストリーの流れ」と題し、各専門分野からの視

点でデジタルデンティストリーの現状と展望を説明された。

報告会終了後には、西棟ラウンジにおいて懇親会を開催し

た。鳥山佳則副病院長の挨拶、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

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。

令和元年度 水道橋病院地域医療連携報告会開催

▲講演をする本間講師
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2019 年 10 月 19 日（土）午後１時から午後５時 35 分まで、

「2019 International Symposium: Molecular Science in Bone 

Biology and Periodontology」が、東京歯科大学学会と東京歯

科大学研究ブランディング事業の共催で開催された。本事業

は文部科学省支援の私立大学研究ブランディング事業として

推進しており、本学の事業は「世界展開型」で選定されてい

る。この度の国際シンポジウムはその一環として行った。

現在、「グローバル化」が多くの大学で進められている。

「大学のグローバル化」には、外国で学会発表する・外国に

留学するなどの国外へ出向く「外なるグローバル化」と、留

学生を受け入れる・国際学会などを国内で開催するなどの国

内で行う「内なるグローバル化」があり、両者をバランス良

く推進し、好循環を確立してこそ、優れた「大学のグローバ

ル化」が展開できる。「外なるグローバル化」に関して本学

では長い歴史と多くの実績を蓄積してきたが、「内なるグ

ローバル化」をさらに強化することが本学の大きな課題で

あった。そのため本事業では、まず 2019 年６月 29 日（土）

に「Asian Rising Sun Symposium at Tokyo Dental College 

2019」を若手・中堅研究者が中心となって本学で実施した。

今回の国際シンポジウムは、ブランディング事業推進委員会

が中心となって企画・運営し、「顎骨疾患」に関して国内外

の Top Scientists を招聘した。

本 シ ン ポ ジ ウ ム は、 ま ず 一 戸 達 也 副 学 長 の Opening 

remarks で 始 ま り、Session 1 の「Molecular and cellular 

mechanism of bone metabolism and diseases」をカリフォ

ルニア大学歯学部・工学部教授、ワイントロープ再建生体工

学研究所の西村一郎教授の座長で行った。このセッションで

は、ハーバード歯科歯学部 Developmental Biology 教授の

Bjorn Reino Oslen 先生、長崎大学大学院教授の小守壽文先

生、本学生化学講座の東 俊文教授に最先端の骨研究につい

て講演いただいた。その後、Session 2 の「Molecular and 

cellular mechanism of periodontitis and its application to 

development of new therapy」は口腔科学研究センター客員

教授の山口 朗先生と歯周病学講座教授の齋藤 淳先生の座長

で行った。このセッションでは、東京大学医学部免疫学講座教

授 の 高 柳 広 先 生、 ペンシ ル ベ ニア大 学 歯 学 部 教 授 の

George Hajishengallis 先生、本学微生物学講座の石原和幸教

授、大阪大学大学院歯学研究科歯周病学講座教授の村上伸也

先生に講演いただき、最先端の情報を提供していただいた。

最後に橋本正次副学長の Closing remarks でシンポジウムを

無事に終了した。

本シンポジウムには、学内外から多くの方々がご参画くだ

さり、活発な議論が展開され、大変有意義な情報交換の場を

提供することができた。今後、本学主催の国際シンポジウム

の開催や海外留学生・海外研究者の受け入れ体制の強化など

により国際共同研究を活性化し、「内なるグローバル化」と

「外なるグローバル化」の好循環の確立により、本学の「グ

ローバル化」がさらに発展することを期待したい。

第308 回東京歯科大学学会で 2019 International Symposium:
 Molecular Science in Bone Biology and Periodontology 開催

【Session�1】Chairperson:�Ichiro�Nishimura
Molecular�and�cellular�mechanism�of�bone�metabolism�
and�diseases
・Bjorn�Olsen

Disorders with excessive loss of jaw bones – lessons 
from genetic and clinical studies

・Toshihisa�Komori
What is a real function of osteocalcin?

・Toshifumi�Azuma
Runx2 governs nuclear function and chromatin 
dynamics; New Runx2   Paradigm

【Session�2】Chairpersons:�Akira�Yamaguchi,�Atsushi�Saito
Molecular�and�cellular�mechanism�of�periodontology�
and�its�application�to�development�of�new�therapy
・Hiroshi�Takayanagi

Periodontitis, arthritis and osteoimmunology
・George�Hajishengalli

DEL-1: Integrating anti-inflammatory and pro-
resolution signals in periodontitis

・Kazuyuki�Ishihara
Strategy for colonization by periodontal pathogen 
Treponema denticola

・Shinya�Murakami
The future of cytokine and stem cell therapies for 
periodontal regeneration

▲国際シンポジウムプログラム

東歯学会との共催で東京歯科大学研究ブランディング事業国際

シンポジウム「2019 International Symposium: Molecular 

Science in Osteobiology and Periodontology」が開催された。

ハーバード大学歯学部 Development Biology 教授の Bjorn 

Reino Olsen 先生をはじめとする国内外７名のシンポジストを

お招きし、２つのセッションに分かれて講演が行われた。

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一般口演が、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８題、示説は

６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本学の５名の教授によ

る特別講演が行われた。

なお、第１日目は 10 商社、第２日目は９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。
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2019 年 10 月 24 日（木）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、山岸由幸内科科長による講演と

山根理恵子主任薬剤師による「医薬品マニュアル改正点の解

説と質疑」と題した講演が行われた。

はじめに、「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」の講演では、ウイルス感染の解説にはじま

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の説明があった。

次に、「医薬品マニュアル改正点の解説と質疑」の講演で

は、主な改正点として、医薬品の保管・管理方法について、

具体的に説明があった。

今回の研修会は、インフルエンザをはじめとするウイルス

感染症の知識と医薬品マニュアルの改正点について、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 第６回水道橋病院教職員研修会開催

◀説明をする山岸内科科長

▲血脇守之助先生の墓参を行う井出理事長・学長

　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、大学事務局職員により以下の日程で執り行わ

れた。

◦８月 14 日（水）

井上 裕先生：印西市「印旛霊園」

◦８月 23 日（金）

関根 弘先生：横浜市「東戸塚霊園」

◦８月 27 日（火）

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」

◦９月３日（火）

関根永滋先生：栃木市「慈福院」

◦ 10 月 16 日（水）

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 24 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」

2019 年度 歴代学長・役職者の墓参
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2019 年９月９日（月）午後６時より、水道橋校舎本館西棟

ラウンジにおいて、第 451 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。今回は東京医科歯科大学大

学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野教授の森山啓司先生

をお招きして、「顎顔面矯正学的立場から見た矯正歯科医療

の現在と未来」と題した講演をいただいた。

講演では顎顔面領域の成長発育異常に起因した歯、咬合、

顎骨や顔面の不調和に対する歯科矯正学的立場からのお話が

なされた。関連する他の診療科領域とともに総合的病態理解

に基づいた集学的治療としての矯正歯科としての立ち位置と

しては、口腔環境の形態的、機能的不調和を除去し、患者を

限りなく健常状態に近づけていくことが重要であるとのこと

であった。というのは、顎顔面領域は咀嚼、嚥下、呼吸と

いった生命維持に直結する器官であるとともにコミュニケー

ションを図る上で重要な領域であり、本人や家族の Quality 

of life に大きく影響するためである。

矯正歯科医療の今後において、3D 画像技術の発展にとも

なった顎顔面構造の解明や Orthopedic force（顎整形力）のた

2019 年 10 月 15 日（火）午後６時より、水道橋校舎西棟

ラウンジにおいて、第 452 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。今回はカリフォルニア大学

歯学部・工学部教授、ワイントロープ再建生体工学研究所教

授の西村一郎先生をお招きして、「Osteonecrosis of the jaw、

トランスレーショナル研究」と題したご講演をいただいた。

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) は、ビスフォスフォネート

製剤の口腔に現局する副作用として 16 年前に報告があって

から、歯科医療の現場では画期的な治療法がないまま今日に

至っているのが現状である。実際のところ ONJ の発生頻度

は低く、いわゆる「Rare Disease」の範疇に入る疾患である

が、ONJ が発症すると痛みを伴う期間が長期にわたること

もあるので、歯科医療現場では不安感が広がることも多い。

そのため、悪性腫瘍の骨転移患者などではビスフォスフォ

ネート製剤や抗 RANKL 製剤の処方を拒むこともあり、悪性

腫瘍の治療に支障をきたすことがあるのも現状である。

西村先生らは、長年、ONJ の発症メカニズムや病態解析

をラット・マウスモデルで解析し、多くの研究成果を報告し

てきた。今回のセミナーでは、それらの研究成果をわかりや

すく解析してくださった。さらに、これらの研究成果を基盤

として開発した BRONJ の予防法の確立についても解析して

くださった。この予防法は既に骨沈着したビスフォスフォ

ネート製剤を非活性型のビスフォスフォネート製剤で置換し

第451 回大学院セミナー開催

第452 回大学院セミナー開催

めの歯科矯正用アンカースクリューなどのデバイス開発など

の研究が望まれるとのことであった。

講演後の質疑応答も活発に行われ、また立ち見が出るほど

の大勢の聴講者の来場をいただいた。

て、有害事象を惹起する活性型のビスフォスフォネート製剤

を口腔に現局して除去してから抜歯を行うというコンセプト

で、この予防法の臨床治験に期待が持てるとのことであっ

た。

当日は、多くの大学院生や教員がセミナーに参加し、西村

先生の臨床応用を目指して基礎研究を推進し、それを現実に

還元するという研究スタイルは多くの聴衆に感銘を与えるも

のであった。

▲講演される森山先生

▲講演される西村先生
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2019 年 10 月 18 日（金）午後７時 30 分より、水道橋校舎

本館第１講義室において、第 453 回大学院セミナーが顎骨疾

患プロジェクト、歯周病学講座、歯周病研究会と共催で開催さ

れた。 今 回 は ペンシ ル ベ ニア大 学 歯 学 部 教 授 の George 

Hajishengallis 先 生 を お 招 き し て、「Dysbiosis and 

inflammation interplay in the periodontium」と題した講演を

い た だ い た。Hajishengallis 先 生 は，2018 年、Clarivate 

Analytics の Highly Cited Researcher（Cross-Field category）

となっており、歯周病学のみならず歯科医学において最も注目

されている研究者の１人である。

講演では、Hajishengallis 先生らが提唱している歯周炎の

「Keystone（かなめ石）Pathogen」としての Porphyromonas 

gingivalis の意義や新たなパラダイム「Polymicrobial Synergy 

and Dysbiosis (PSD)」 につ いて解 説 が なされ た。 炎 症と

Dysbiosis が相互に影響を及ぼしながら増強し、歯周炎を進展

させていることが、豊富なデータに基づいて示された。さらに、

歯周炎の新規治療として、補体（C3）をターゲットとする host 

modulation について、ペプチド治療薬（Cp40/AMY-101）応

2019 年 10 月 30 日（水）午後６時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、第 454 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。今回は順天堂大学医学部

病理・腫瘍学講座准教授の折茂 彰先生をお招きして、「癌内

線維芽細胞による癌細胞の浸潤・転移促進機構」と題した講

演をいただいた。

近年、癌微小環境が癌浸潤・転移を促進する能力があるこ

とが明らかになり、癌細胞と癌間質細胞の相互作用の理解が

重要視されるようになっている。そこで、折茂先生の研究グ

ループは癌微小環境中の主要な構成細胞である線維芽細胞

が、癌化の過程で癌細胞との interaction により、癌増殖や

血管新生促進作用を有した癌内線維芽細胞（carcinoma-

associated fibroblasts: CAFs）に進化することを明らかにして

きた。また、CAFs が癌化の過程で、癌細胞に作用し上皮間

葉移行の可塑性を調節し、高浸潤・転移能を教授しているこ

とを示唆した。本セミナーでは、CAFs が及ぼす癌浸潤・転

移機構に関しての最近の知見をお話しいただいた。

まず、間質細胞により構成される癌微小環境と癌進行の関

係性および癌転移機構の研究の潮流を紹介した後、グループ

の研究成果の概要について説明された。最初に大腸癌におけ

る転移機構について上皮系の特徴を保ちつつ間葉系細胞に形

質転換し遠隔転移を引き起こす partial EMT の概念につい

て、次に癌微小環境を構成する細胞の１つである癌内線維芽

用の可能性が紹介された。

今回のセミナーは、学外からも多くの参加者があり、活発

な質疑応答がなされた。Hajishengallis 先生は、翌日には顎

骨プロジェクトの国際シンポジウムの演者も務められた。

細胞（CAFs）が癌促進能を持ち TGF-βと SDF-1 signal がそ

れを増強させることについてお話いただいた。また、CAFs

によって教育された癌細胞は浸潤、転移能が上昇し、さらに

CAFs が癌細胞の partial EMT に関与することも紹介してい

ただいた。

最新の知見を明快に解説いただいたと同時に、多角的な視

点を持った研究の進め方に関して参加者の今後の研究計画に

大変参考になるまさにエキサイティングなセミナーとなっ

た。

第453 回大学院セミナー開催

第454 回大学院セミナー開催

▲講演されるHajishengallis 先生

▲講演される折茂先生
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2019 年 10 月 11 日（金）から 13 日（日）に福岡国際会議場

（福岡市博多区）にて開催された AsCNP 2019 において、歯

科麻酔学講座の小崎芳彦大学院生が Clinical 部門で Excellent 

Research Award を受賞した。本賞は、部門ごとに研究内容

の優れた演題に対して与えられるものである。

本学会はアジア諸国で開催され、精神薬理学・精神医学に

関 す る 学 会 で あ る。 今 回 受 賞 し た 演 題 は「Associations 

between genetic polymorphisms on chromosome 14q32 

and effects of opioid analgesics and chronic pain」であり、

麻薬性鎮痛薬の感受性・慢性疼痛の発症リスクと遺伝子多型

との関連を解析した研究である。

今回受賞した小崎大学院生は東京都医学総合研究所・依存

性薬物プロジェクトの池田和隆先生に指導を受け、疼痛治療

に用いる麻薬性鎮痛薬の感受性の個人差と遺伝子多型との関

連を解明する研究を行っている。本研究では 14q32 染色体

領域に含まれる SLC24A4 遺伝子の多型が麻薬性鎮痛薬の感

受性に影響を与える可能性が示唆された。麻薬性鎮痛薬の効

▲受賞した小崎大学院生（左）と青木謙典非常勤講師（右）、福田謙一教授（中央）

2019 年９月 20 日（金）から 22 日（日）に福岡国際会議場

（福岡市博多区）にて開催された第 49 回日本口腔インプラン

ト学会学術大会・総会において、解剖学講座の松永 智准教

授がデンツプライシロナ賞を受賞した。本賞は歯科インプラ

ント研究に関する優秀なポスター発表に贈られるものであ

り、授賞式は日本口腔インプラント学会開会式・表彰式で行

われた。受賞対象となったのは、「Micro/nano Structural 

Characteristics of New Compact Bone Surrounding Dental 

Implant」と題して、ポスターを用いて行われた口頭発表で

ある。長期に使用されたヒト歯科インプラント周囲顎骨にオ

ステオン様構造が多く新生していることを報告し、骨質解析

を駆使して通常の下顎骨構造とは似て非なる特異性を材料工

学的に定量評価することで、インプラント周囲顎骨の特殊な

力学環境の一端を明らかにしたものである。本研究は、オッ

セオインテグレーションのみならず、その周囲顎骨がインプ

ラントを介して加わる様々な機能圧を支持・緩衝しており、

ミクロ／ナノ構造特性が最適化されている可能性について提

言している。これにより、歯科インプラント治療時にインプ

ラント周囲顎骨の恒常性維持に必要な力学環境を、生体力学

的見地から高精度に予測することが可能となり、今後の歯科

臨床への応用が大きく期待されている。

松永 智准教授が第 49 回日本口腔インプラント学会学術大会・総会に
おいてデンツプライシロナ賞を受賞

小崎芳彦大学院生が 6th Asian College of Neuropsychopharmacology 
Congress（AsCNP 2019）で Excellent Research Award を受賞

◀口腔インプラント学会の宮崎 隆理事長
（中央）、矢島安朝学術委員長（左）らと
記念撮影する松永准教授（右から３番
目）。

果には個人差が大きく、本研究成果はテーラーメイド疼痛治

療の更なる発展に繋がることが期待される。なお、本学会で

歯科麻酔学講座の青木謙典非常勤講師も AsCNP Outstanding 

Research Award を受賞した。
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2019 年 10 月 25 日（金）から 27 日（日）に岡山コンベン

ションセンター（岡山県）にて第 47 回日本歯科麻酔学会総

会・学術集会が行われ、口腔健康科学講座の野口智康助教が

デンツプライシロナ賞を受賞した。演題名は「三叉神経痛の

カルバマゼピンによるペインコントロール～神経圧迫の強さ

がカルバマゼピンの量に影響するか～」であった。三叉神経

痛の主な原因は血管による三叉神経の圧迫であるが、本発表

は三叉神経の圧迫の程度（圧迫強度）が痛みのコントロールに

影響するのかを調査したものであった。圧迫強度を MRI 所

見から３つの群（神経が大きく変形するほどの圧迫、神経の

圧迫、軽度の接触）に分類し、ペインコントロールの指標と

して、コントロール良好となったカルバマゼピンの量を使用

し比較した。３群のペインコントロール良好となったカルバ

マゼピンの量に差は認めず、MRI による血管圧迫強度の違

いは、カルバマゼピンによる三叉神経痛のペインコントロー

ルに影響しなかったと結論付けた。この研究の発展により三

叉神経痛の更なる病態解明が期待される。

野口智康助教が第 47 回日本歯科麻酔学会学術集会にて
デンツプライシロナ賞を受賞

◀表彰式での野口助教（右から２人目）
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学生会ニ ュ ー ス

東京歯科大学剣道部 創部 100 周年記念行事開催

を超える剣道ならではの交流で盛り上がりました。

演武部門に引き続き午後６時より、ホテルメトロポリタン

エドモント（東京都千代田区）にて記念祝賀会が開催されまし

た。井出吉信理事長・学長はじめ、関東医歯薬獣医科大学剣

道連盟会長など他大学の方々も来賓にお迎えし、現役部員と

OB・OG を合わせ、総勢約 100 名の参加者で 100 周年のメ

モリアルイヤーをお祝いしました。先生方が懐かしい仲間と

の再会で盛り上がる中、創部から現役部員にいたる歴代部員

ほぼ全員の顔写真や試合の様子などを組み込んだ動画が上映

され、若かりし頃の自分や仲間の写真が登場するたびに歓声

と笑い声があがっていました。また、現役部員の紹介もあ

り、新入部員の確保が困難な現状にあっても懸命に活動して

いる現状を報告させていただきました。

会の終わりには、全員の円陣に井出理事長・学長と招待者

の方々にも加わっていただき、肩を組んで校歌斉唱を行いま

した。一体感あふれる興奮の余韻さめやらぬ中、最後に万歳

三唱を行い盛会のうちに閉会しました。

1919 年に武道部として創部した剣道部は、2019 年で創

部 100 周年を迎え、平成時代の幕を閉じる直前、４月 28

日（日）に記念行事が開催されました。

部長の森永一喜准教授を中心とした準備委員会で、伝統と

格式に則った演武部門と来賓を迎えての祝賀会の二部構成で

企画され、当日は早朝から学生と OB・OG が協力し合い設

営が行われました。

演武部門は、午前 11 時 30 分過ぎより千葉校舎体育館ア

リーナにて、森永准教授、顧問の笠原正貴教授、現役部員と

OB・OG の先生方で見学者を含めた計 36 名が参集し、記念

撮影、開会式に始まり OB による日本剣道形、居合道の演武

を行いました。正式な作法に則った真剣な演武に、会場全体

が単なるお祭りではない、荘厳な雰囲気に包まれました。学

生と OB 混合での東西対抗形式による記念試合のあと、合同

稽古会を行いました。今も竹刀を手に各種大会で活躍する

OB の先生方と学生の間で手に汗握る熱戦が繰り広げられ、

その後の稽古会でも時間が足りないくらい竹刀を交え、世代

▶全体集合写真

▲祝賀会での集合写真▲全員で肩を組み校歌斉唱する井出理事長・学長、木住野凱太主将（第３学
年）、森永准教授ら

剣道部主将 木住野凱太（第３学年）
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上條英之 著
歯科保健医療に関連する社会保障制度と関係法規（第２版）
─ 診断・前処置・印象・設計・応急修理と術後管理の問題解決法 ─
アナトーム社 , 2019

　国民皆保険制度で歯科医療が提供されているわが国では歯科医師、歯科衛生士が医療保険制
度や介護保険制度を含む社会保障制度等の知識の理解が必須となります。最近は、少子高齢化
が進み制度改正が継続され、社会保障制度について患者さんも関心を寄せています。
　このため 2019 年４月の第２版では、健康保険制度改正に伴うオンライン資格確認やマイナ
ンバーカード等による特定健診データ等の提供、介護医療院の創設等の最近の制度改正につい
ても触れることとしました。 （上條英之、歯科社会保障）

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。
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2019 年度 第２期生臨床 ･ 臨地実習開始式開催

2019 年度 修学指導に関する保護者説明会開催

2019 年 10 月１日（火）午前９時 30 分より、水道橋校舎

本館 14 階第２教室において、第２期生第２学年 49 名の臨

床・臨地実習開始式が挙行された。杉戸博記教学部長の司

会のもと、石井拓男短期大学学長、片倉 朗水道橋病院長、

山下秀一郎水道橋病院副病院長・歯科衛生士部長、野村武史

2019 年 10 月 27 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、2019 年度修学指導に関する保

護者説明会が開催され、およそ 90 名の保護者が出席され

た。まず３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、次いで安松啓子准教授より卒業

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

市川総合病院歯科 ･ 口腔外科部長・歯科教育主任による訓辞

を賜り、次いで臨床実習学生を代表して岩澤菜々恵さんが誓

詞を述べた。臨床実習生は、緊張の面持ちで訓辞を受け、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。

関する全般的な説明ののち，その他連絡事項等の伝達が行わ

れた。その後、本館 13 階第１、２、３講義室に各学年別に

分かれ、学生の修学状況および学生生活に関する指導方針な

どの説明が学年主任 ･ 副主任より行われた。保護者説明会終

了後、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。

▲誓詞を読む岩澤さん

▲第３学年保護者への杉戸学年主任の説明

▲訓辞を述べる片倉水道橋病院長

▲保護者全体への石井短期大学学長の説明
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国内見学者来校

海外出張

水道橋校舎・水道橋病院

■久喜看護専門学校（学生 43 名、引率教員 2 名）

2019 年 9 月 3 日（火）　解剖学教室見学

■埼玉県立常盤高等学校　看護専攻科生（学生 80 名、引率

教員 4 名）

2019 年 9 月 4 日（水）　解剖学教室見学

■山梨県歯科衛生士専門学校（学生 40 名、引率教員 2 名）

2019 年 9 月 5 日（木）　水道橋病院見学

■平成 4 年卒紫雲会クラス会（30 名）

2019 年 9 月 14 日（土）　水道橋病院および新館校舎見学

■埼玉県立大学 健康開発学科（学生 32 名、引率教員 1 名）

2019 年 9 月 17 日（火）　解剖学教室見学実習

■二葉看護学院（学生 31 名、引率教員 3 名）

2019 年 9 月 25 日（水）　解剖学教室見学

■茨城歯科専門学校（学生 49 名）

2019 年 9 月 26 日（木）　解剖学教室及び水道橋病院見学

（手術室見学）

市川総合病院

■ Seoul National University College of Medicine（医師 1 名）

2019 年 10 月 7 日（月）〜10 月 18 日（金）　眼科診療全般

■聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科（医師 1 名、歯科衛生士 1 名）

2019 年 9 月 27 日（金）　病棟における歯科衛生士業務、骨

粗鬆症ランウドにおける歯科の活動内容

■なつみ歯科クリニック（医師 1 名）

2019 年 9 月 5 日（木）　手術室

■武田友孝教授（口腔健康科学）

FDI World Dental Congress にて講演および出席のため、9

月 3 日（火） から 9 月 10 日（火） までアメリカ・サンフラン

シスコへ出張。

■鈴木誠太郎助教（衛生学）

The 2019 ADA FDI Annual World Dental Congress での発表

のため、9 月 4 日（水） から 9 月 9 日（月） までアメリカ・サ

ンフランシスコへ出張。

■佐々木 文教授（市病・臨床検査科）、小橋優子講師（市病・

放射線科）

International Skeletal Society 46th Annual Meeting での発

表のため、佐々木教授は 9 月 7 日（土） から 9 月 13 日（金） 

まで、小橋講師は 9 月 8 日（日） から 9 月 15 日（日） までカ

ナダ・バンクーバーへ出張。

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科）

29th general meeting of the international society of limb 

salvage での発表のため、9 月 9 日（月） から 9 月 16 日（月） 

までギリシャ・アテネへ出張。

■ビッセン弘子教授、南 慶一郎非常勤講師、太田友香非常

勤講師、寺田紗織臨床講師（水病・眼科）

European Society of Cataract and Refractive Surgeons での

発表のため、ビッセン教授は 9 月 11 日（水） から 9 月 19 日

（木） まで、南非常勤講師は 9 月 13 日（金） から 9 月 18 日

（水） まで、太田非常勤講師、寺田臨床講師は 9 月 13 日

（金） から 9 月 19 日（木） までフランス・パリへ出張。

■一戸達也教授（歯科麻酔学）、楊 隆強助教（薬理学）

四 川 大 学 華 西 口 腔 医 学 院 の Comfort Dental Treatment 

Center opening ceremony の出席、Workshop のパネルディ

スカッションの参加のため、9 月 13 日（金） から 9 月 16 日

（月） まで中国・四川省へ出張。

■中川 健教授（市病・泌尿器科）

第 19 回欧州臓器移植学会議への出席のため、9 月 14 日

（土） から 9 月 19 日（木） までデンマーク・コペンハーゲン

へ出張。

■田中一郎教授（市病・形成外科）

第 18 回国際頭蓋顔面外科学会への出席のため、9 月 15 日

（日） から 9 月 21 日（土） までフランス・パリへ出張。

■石崎 憲准教授、中島純子講師、石井悠佳里大学院生（老年

歯科補綴学）

The 9th European Society for Swallowing Disorder Congress

への参加のため、9 月 18 日（水） から 9 月 23 日（月） まで

オーストリア・ウィーンへ出張。
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■安村敏彦助教（歯科矯正学）

第 10 回学校歯科保健アジア会議への現地視察のため、9 月

19 日（木） から 9 月 23 日（月） までマレーシア・ペナンへ出

張。

■小野寺晶子講師（生化学）

ASBMR への参加および、The Forsyth Institute の見学のた

め、9 月 20 日（金） から 9 月 29 日（日） までアメリカ・フロ

リダへ出張。

■小田由香里助教（口腔インプラント学）

2019 EAO Congress での発表のため、9 月 25 日（水） から 9

月 30 日（月） までポルトガル・リスボンへ出張。

■中島隆裕講師（市病・呼吸器内科）

欧州呼吸器学会への参加のため、9 月 26 日（木） から 10 月

5 日（土） までスペイン・マドリードへ出張。

■髙松 潔教授、小川真里子准教授（市病・産婦人科）

髙松教授は ISPOG2019 での発表、シンポジウム座長、会議

出席のため、10 月 8 日（火） から 10 月 13 日（日） まで、小

川准教授は ISPOG2019 での発表のため、10 月 8 日（火） か

ら 10 月 14 日（月） まで、オランダ・ハーグへ出張。

■印南靖志講師、伊東真吾助教（市病・麻酔科）

ANESTHSIOLOGY2019 での発表のため、印南講師は 10 月

17 日（木） から 10 月 23 日（水） まで、伊東助教は 10 月 17

日（木） から 10 月 22 日（火） まで、アメリカ・オーランド

へ出張。

■小板橋俊哉教授（市病・麻酔科）

2019 年度アメリカ麻酔学会への参加および、調印式での調

印のため、10 月 18 日（金） から 10 月 22 日（火） までアメ

リカ・オーランドへ出張。

■渡邉美貴レジデント（口腔顎顔面外科学）

日本口蓋裂学会若手研究者短期海外研修奨励制度を利用した

外来・手術室見学、カンファレンス参加、講義聴講のため、

10 月 18 日（金） から 10 月 26 日（土） までアメリカ・サン

フランシスコへ出張。

■片山正輝准教授（市病・脳神経外科）

15th WFITN world federation interventional and theraqeutic 

neuroradillogy での発表のため、10 月 19 日（土） から 10

月 24 日（木） までイタリア・ナポリへ出張。

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科）

The 41s t Annua l Mee t ing o f The Roya l Co l l ege o f 

Orthopaedic Surgeons of Thailand での発表のため、10 月

20 日（日） から 10 月 23 日（水） までタイ・チョンブリーへ

出張。

■西井 康教授（歯科矯正学）

T h e 1 1 t h W I O C C o n f e r e n c e a n d t h e 1 0 t h A R E O 

International Congress への参加および、会議出席のため、

10 月 21 日（月） から 10 月 26 日（土） までルーマニア・ブ

カレストへ出張。

■釘宮嘉浩レジデント（老年歯科補綴学）

11th IAGG Asia/Oceania Regional Congress 2019 での発表

のため、10 月 22 日（火） から 10 月 27 日（日） まで台湾・

台北へ出張。

■小野滋司助教（市病・外科）、山添真治助教（市病・放射線

科）

Asian Society for Vascular Surgery での発表のため、小野助

教は 10 月 22 日（火） から 10 月 26 日（土） まで、山添助教

は 10 月 22 日（火） から 10 月 27 日（日） まで、インドネシ

ア・バリへ出張。

■新谷誠康教授、荒井 亮助教、棚瀬稔貴大学院生、

太田大聖大学院生、小島健太郎大学院生（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 27

日（日） から 11 月 1 日（金） まで中国・上海へ出張。

■中川 健教授（市病・泌尿器科）

WCE2019 での発表のため、10 月 28 日（月） から 11 月 3

日（日） までアラブ首長国連邦・アブダビへ出張。
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2019 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 千葉歯科医療センター

1 日

2 月

1〜4 年生授業再開、6 年生第 2 回総合学力試験 
（〜9/3）
短大 1,2 年生前期授業再開
短大 3 年生臨床・臨地実習Ⅱ期再開
短大教授会

［防火・防災安全自主点検日］

薬事委員会

3 火
水病感染予防対策チーム委員会
保健安全管理委員会

緩和ケア委員会

4 水 教養科目協議会、水病薬事委員会
リスクマネージャー・ICT 会議
臨床検査部運営委員会

5 木
医療安全・感染相互ラウンド（国府台
病院）
プログラム委員会

カルテ指導委員会

6 金
市川リレーションシップカンファレン
ス

7 土 5 年生第 1 回総合学力試験 大規模地震時医療活動訓練

8 日 水病研修歯科医選考試験

9 月
学生部（課）協議会
臨床教育委員会、大学院セミナー

市川医療連携セミナー

10 火
1〜4 年生前期授業終了
短大 1,2 年生前期授業終了

緩和ケア委員会、地域連携委員会
診療材料検討委員会

11 水

1〜4 年生前期授業（予備日）（〜9/12）
短大 3 年生臨床・臨地実習Ⅱ期終了
短大 1,2 年生前期授業予備日（〜9/12）
水病リスクマネージメント部会

BLS 講習会
ICU 運営委員会
CPC

12 木
短大 3 年生前期授業終了
短大教授会（受験資格判定を含む）

感染制御委員会
脳卒中センター運営会議
手術室運営委員会
治験・倫理審査委員会

13 金
短大前期定期試験（〜9/27）
倫理審査委員会・利益相反委員会
科研費公募要領等説明会

14 土

15 日

16 月 敬老の日

17 火
臨床教授連絡会、全体教授会
人事委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
緩和ケア委員会

18 水
1〜4 年生前期定期試験（〜9/30）
基礎教授連絡会、大学院運営委員会
大学院研究科委員会、図書事務連絡会

感染合同カンファレンス
褥瘡対策委員会
輸血療法委員会、救急委員会
第 2 回認知症サポート養成講座

19 木
水病診療録指導委員会
水病医療安全委員会・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

内視鏡室委員会
衛生委員会

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
医療連携委員会
教職員研修会

20 金
衛生委員会

［機器等安全自主点検日］
NST カンファレンス
栄養管理委員会

21 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス 患者サロン

22 日
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2019 年 10 月

23 月 秋分の日

24 火
短大 3 年生臨床・臨地実習Ⅲ期オリエンテーション

（〜9/27）
図書委員会、水病教職員研修会

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、
緩和ケア委員会

25 水
教務部協議会、水病業務連絡会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会
大学院説明会

糖尿病教室
糖尿病カンファレンス

26 木
課長会、TDC ビル協議会
5 年生全体集合、国際交流部運営委員会
水病教職員研修会（ビデオ上映）

部長会
管理診療委員会

業務連絡会

27 金 常務理事会、大学院説明会
給食運営会議
がん薬物療法小委員会
業務改善委員会

28 土

29 日

30 月
2019 年度教育ワークショップ報告会
第 2 回学年主任・副主任会

医療安全管理委員会
キャンサーボード

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

1 火

短大 1 年生後期授業開始
短大 2 年生臨床・臨地実習オリエンテーション

（〜10/4）
短大 2 年生臨床・臨地実習開始式
短大 3 年生臨床・臨地実習Ⅲ期開始
水病感染予防対策チーム委員会
保健安全管理委員会

［防火・防災安全自主点検日］

緩和ケア委員会

2 水
千葉校舎グラウンド開き
水病薬事委員会
水病医療連携報告会

臨床検査運営委員会 リスクマネージャー・ICT 会議

3 木 1〜4 年生後期授業開始
医療安全・感染相互ラウンド
プログラム委員会

カルテ指導委員会

4 金

5 土 編入学試験 A、学士等特別選抜 A

6 日

7 月
短大 2 年生臨床・臨地実習Ⅰ期開始
短大教授会

8 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会
人事委員会、水病給食委員会

緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

9 水

大学院運営委員会
大学院研究科委員会
図書事務連絡会
水病リスクマネージメント部会

救急委員会
ICU 運営委員会

10 木
感染制御委員会
午後のリサイタル

11 金 医療安全講演会

12 土

13 日

14 月 体育の日

15 火
褥瘡対策委員会、大学院セミナー

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
緩和ケア委員会

16 水
振替授業（月曜日分）
国際交流部運営委員会

褥瘡対策委員会

17 木
水病診療録指導委員会
水病医療安全委員会・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

部長会
手術室運営委員会
衛生委員会

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
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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
研修管理小部会
医療連携委員会
教職員研修会

18 金
倫理審査委員会・利益相反委員会
衛生委員会、大学院セミナー

NST カンファレンス
業務改善委員会

19 土
第 308 回東京歯科大学学会（総会）（〜10/20）
研究ブランディング事業 国際シンポジウム

患者サロン

20 日

21 月
学生部（課）協議会、臨床教育委員会

［機器等安全自主点検日］
医療安全管理委員会

22 火 即位礼正殿の儀が行われる日

23 水

教務部協議会
第 1 回目 学生インフルエンザワクチン接種
水病業務連絡会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会

糖尿病教室
糖尿病カンファレンス
保険診療検討委員会
DPC 症例検討委員会

24 木
6 年生第 3 回総合学力試験（〜10/25）
振替授業（金曜日分）、課長会
TDC ビル協議会、水病教職員研修会

管理診療委員会 業務連絡会

25 金 東歯祭（〜10/27）

26 土

27 日 短大修学指導に関する保護者説明会

28 月
第 2 回目 学生インフルエンザワクチン接種
5 年生全体集合

キャンサーボード

29 火 水病教職員研修会（ビデオ上映）
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
緩和ケア委員会

30 水 教養科目協議会 総合防災訓練

31 木 第 3 回目 学生インフルエンザワクチン接種
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阿部潤也　　　井上直記　　　上田貴之
上原　彩　　　鎌田美樹　　　河合宏明
佐藤正樹　　　世木田　晋　　関根仁美
染屋智子　　　髙橋恭子　　　田島大地
多田美穂子　　橋本尚呂子　　船山雅史
正木史明　　　水島知也　　　山本美紀

橋本貞充

編集後記

　2019年10月。秋晴れの日。千葉キャンパスに、新しいグ

ラウンドが完成しました。

土埃が舞い雨に泥濘んだ赤土のグラウンドは、やわらかな人

工芝の緑のフィールドとなり、色褪せた固い走路は、鮮やか

なコントラストの真っ青なトラックに生まれ変わる。たとえ

一側が切り取られたとしても、カーブの曲率を変えないのは、

トラック競技に懸ける人々の矜持。その思いが込められた真

新しいグラウンドに、学生たちの汗と涙が滲んでいく。

　かつて学食や売店、学生たちの活動室があった厚生棟は、

すっかり改装され、2段のカプセルベッドが並ぶ宿泊施設へ

と変貌を遂げた。システムキッチンが置かれた広いダイニン

グにはどんな料理が並べられ、グラウンドに面した二階の学

習室のカウンターテーブルでは、どんな会話が交わされてい

くのだろう。そこで重ねられた体験は、学生たちの想い出に

彩りを添えていく。

　今年の東歯祭のテーマはREBORN。生まれ変わる。復活？

再生？　何を壊してどんな新しいものをつくっていくのかが

試される。Regeneration / 再生は組織が壊れた後に起きるも

の。再生は新しいものを生み出すための痛みを包含する。新

しいものをつくるためには古いものを壊さなければならない

のだから。痛みを乗り越え、ノスタルジックな思いをそこに

置いて、前へと進んでいく。

　ラグビーワールドカップ2019が終わりました。

　ONE TEAM ！様々な個性と国籍を持ったひとが集まって

スクラムを組み、日本の代表としてひとつのチームをつくる。

屈強な相手にタックルされ、倒されながらもパスをつなぎ、

ブロックの隙間を駆け抜け、泥臭くボールをキープする。

　前に進むのに必要なのは、支えてくれる仲間への信頼と、

自分自身を受け容れること。今の努力は、ずっと先で、自分

自身を支えてくれる。今は見えなくても、きっと、必ず。

だからこそ、どんなに先が見えなくても、今は闇の中にいる

としても、自分を諦めないで、今を大切にして、日々の努力

を積み重ねていく。

　勝つ事だけが大切なのではない。勝つことと負けないこと

は同じようなことなのに、負けないことを選んでいくのは、

負けないことにはイーブンが含まれるから。

　お互いが負けることのない互角の引き分け。小さなプラス

を二人で分かち合っている。
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みどりの人工芝のフィールドを縁取る陸上競技トラックの色鮮やか
な深い青いろ。駈ける！

Papanicolaou染色
（3年中嶋 梓さん）
いろとりどりの細胞たちが
踊りだす。顕微鏡の世界。

第295号に次の間違いがありましたので、お詫びして訂正いたします。
30頁　短期大学学生募集要項
〇出願資格
2019年3月卒業見込みであること　→　2020年3月卒業見込みであること
〇出願期間
2020年11月13日（水）まで　→　2019年11月13日（水）まで
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