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第126回　卒業証書・学位記授与式 学長告辞・同窓会長祝辞

第126期生の皆さん、また、保護者の皆さまに、東

京歯科大学を代表して、心よりご卒業のお祝いを申し

上げます。

残念ながら、126期の卒業生全員がここに一堂に会

することは叶わず、楽しみにしていた謝恩会を開くこ

ともままなりません。しかし、多くの大学教職員と皆

さんの努力によって、ひとりの感染者を出すこともな

く、こうしてひとりひとりの顔を見ながら、無事、卒

業の告辞を伝えられることを、皆さんと共に喜びたい

と思います。

世界規模で、急速な広がりをみせる新型コロナウイ

ルスに対して、人類は手をこまねいているわけではあ

りません。およそ１年前に、肺炎の原因となるウイル

スが特定され遺伝子配列が解析されると、今までには

考えられなかった様な速さで、高い予防効果を持つワ

クチンが開発され、全世界で人々のために接種が始ま

りました。ウイルス感染を押さえ込むことができるか

は、まだまだ予断は許されませんが、いくつもの希望

が見えてきたのは確かなことです。

東京オリンピックが延期され、人と人との接触を避

けることが求められてきた日々の生活の中、ネット上

に飛び交う不確かな情報が不安をあおるこの時代にお

いて大切なのは、それらの情報が正確かどうかを常に

問うことです。医療の世界においても、患者さんが抱

える不安を取り去ることができるのは、患者さんの言

葉に耳を傾け、科学的に立証された確かな知識とそれ

に基づく検査、診断、治療です。その先に、お互いの

信頼関係が生まれるのです。今後も学ぶ姿勢を忘れ

ず、文献を調べ、新しい知識を吸収して、本当に何

が正しいのか、常に疑問を持ちながら日々の臨床と

向き合ってください。

これから、様々な医療機関で学ぶ皆さんが、今後の

日本の歯科界における新しい歴史を作っていくのだと

いう自覚を持って、前に進んでいってください。皆さ

んの活躍を期待しています。

126期生の皆さん。卒業おめでとう。

告　辞
東京歯科大学

学長　井出吉信

　2021年３月15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、第126回卒業証書授与

式が挙行された。第126期生132名が、慣れ親しんだ

水道橋校舎の学び舎を巣立ち、晴れやかな表情でそれ

ぞれの道へと羽ばたいていった。今年度の卒業証書授

与式は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点によ

り、３部制で人数を制限して開催された。また大学院

修了証授与式は同日には執り行われず、別日程となっ

た。

　卒業式は厳かな雰囲気の中、阿部伸一学生部長の開

式の辞により開始された。

　一戸達也副学長の学事報告に続き、山本 仁教務部

長より３部に別れた44名、計132名の卒業生が呼名

された。昨年度は卒業式が挙行できなかったこともあ

り、挙行されたことへの安堵と緊張感が浮かぶ表情

が、ステージ横のテレビ画面に１人１人映し出され

た。井出吉信学長より、各部で最初の出席番号の第１

部は芦田 惇くん、第２部は古川紗都さん、第３部は

西田光里さんに、代表して卒業証書が授与された。

　各賞の受賞は、学長賞に力武七瀬さん、血脇賞には

田 代 憲 太 朗 く ん、小 林 勇 太 く ん、小 林 葵 さ ん、

福増仁知香さんの４名、井上裕賞に小林勇太くん、精

励賞には10名、卒業論文賞は３名が選ばれ、呼名さ

れその場に起立した、凛々しい表情が、テレビ画面を

通して会場中に伝えられた。

　井出学長から卒業生へ向けた告辞に続き、澁谷國男

同窓会会長から卒業生への祝辞が送られた。例年は在

校生代表から送辞が読み上げられ、卒業生代表がこれ

に応える形で答辞を述べるが、今年度は５年石川惠美

さんの送辞と、力武七瀬さんの答辞が、卒業式当日保

護者や役職者、卒業生へ配布される冊子に掲載され

た。

　例年、混声合唱部およびBig Band Jazz部のピアノ

伴奏による校歌の斉唱はなく、今年度は感染防止のた

め、校歌のCDを流し、声には出さずに心の中で斉唱

して、第126回卒業証書授与式は閉式した。

　なお記念品贈呈式は行わず、阿部学生部長より、大

学、同窓会、父兄会からそれぞれ卒業生へ、卒業生一

同から大学へ記念品が贈呈された旨、報告する形とな

った。

　式を終えた卒業生は、間隔をあけた座席に起立した

状態のまま、恩師と共に記念撮影を終え、会場の外で

卒業証書などを受け取り、初の試みとなった３部制に

よる全ての行事が無事終了した。

　現在、本学に在籍する学生は、835 名であります。

　これらの学生の教育については、専任者として教授

57名、准 教 授31名、講 師76名、助 教125名 の 合 計

289名、このほかに臨床教員、客員教員、嘱託教員お

よび非常勤講師の合計678名、合わせて967名が担当

しております。

　本日、第126回卒業証書授与式において卒業証書を

授与される者は、前記在籍者のうち132名でありま

す。これを大学設置以来の卒業生と合わせますと

9,609名、専門学校設置以来の卒業生と合わせますと

15,622名となります。

　なお、髙山歯科医学院創立以来の卒業生を通算しま

すと15,913名となります。

第126回　卒業証書・学位記授与式

東京歯科大学　副学長　一戸達也

第126回　卒業証書・学位記授与式

第126回　卒業証書授与式 学事報告
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▲告辞を述べる井出学長

▲第 3部で卒業証書を授与される西田さん ▲呼名される血脇賞受賞の小林君

▲卒業生の集合写真（第 1部）

▲学長賞受賞の力武さん

▲第 1部で卒業証書を授与される芦田君
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第126回　卒業証書・学位記授与式 学長告辞・同窓会長祝辞

第126期生の皆さん、また、保護者の皆さまに、東

京歯科大学を代表して、心よりご卒業のお祝いを申し

上げます。

残念ながら、126期の卒業生全員がここに一堂に会

することは叶わず、楽しみにしていた謝恩会を開くこ

ともままなりません。しかし、多くの大学教職員と皆

さんの努力によって、ひとりの感染者を出すこともな

く、こうしてひとりひとりの顔を見ながら、無事、卒

業の告辞を伝えられることを、皆さんと共に喜びたい

と思います。

世界規模で、急速な広がりをみせる新型コロナウイ

ルスに対して、人類は手をこまねいているわけではあ

りません。およそ１年前に、肺炎の原因となるウイル

スが特定され遺伝子配列が解析されると、今までには

考えられなかった様な速さで、高い予防効果を持つワ

クチンが開発され、全世界で人々のために接種が始ま

りました。ウイルス感染を押さえ込むことができるか

は、まだまだ予断は許されませんが、いくつもの希望

が見えてきたのは確かなことです。

東京オリンピックが延期され、人と人との接触を避

けることが求められてきた日々の生活の中、ネット上

に飛び交う不確かな情報が不安をあおるこの時代にお

いて大切なのは、それらの情報が正確かどうかを常に

問うことです。医療の世界においても、患者さんが抱

える不安を取り去ることができるのは、患者さんの言

葉に耳を傾け、科学的に立証された確かな知識とそれ

に基づく検査、診断、治療です。その先に、お互いの

信頼関係が生まれるのです。今後も学ぶ姿勢を忘れ

ず、文献を調べ、新しい知識を吸収して、本当に何

が正しいのか、常に疑問を持ちながら日々の臨床と

向き合ってください。

これから、様々な医療機関で学ぶ皆さんが、今後の

日本の歯科界における新しい歴史を作っていくのだと

いう自覚を持って、前に進んでいってください。皆さ

んの活躍を期待しています。

126期生の皆さん。卒業おめでとう。

告　辞
東京歯科大学

学長　井出吉信

　2021年３月15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、第126回卒業証書授与

式が挙行された。第126期生132名が、慣れ親しんだ

水道橋校舎の学び舎を巣立ち、晴れやかな表情でそれ

ぞれの道へと羽ばたいていった。今年度の卒業証書授

与式は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点によ

り、３部制で人数を制限して開催された。また大学院

修了証授与式は同日には執り行われず、別日程となっ

た。

　卒業式は厳かな雰囲気の中、阿部伸一学生部長の開

式の辞により開始された。

　一戸達也副学長の学事報告に続き、山本 仁教務部

長より３部に別れた44名、計132名の卒業生が呼名

された。昨年度は卒業式が挙行できなかったこともあ

り、挙行されたことへの安堵と緊張感が浮かぶ表情

が、ステージ横のテレビ画面に１人１人映し出され

た。井出吉信学長より、各部で最初の出席番号の第１

部は芦田 惇くん、第２部は古川紗都さん、第３部は

西田光里さんに、代表して卒業証書が授与された。

　各賞の受賞は、学長賞に力武七瀬さん、血脇賞には

田 代 憲 太 朗 く ん、小 林 勇 太 く ん、小 林 葵 さ ん、

福増仁知香さんの４名、井上裕賞に小林勇太くん、精

励賞には10名、卒業論文賞は３名が選ばれ、呼名さ

れその場に起立した、凛々しい表情が、テレビ画面を

通して会場中に伝えられた。

　井出学長から卒業生へ向けた告辞に続き、澁谷國男

同窓会会長から卒業生への祝辞が送られた。例年は在

校生代表から送辞が読み上げられ、卒業生代表がこれ

に応える形で答辞を述べるが、今年度は５年石川惠美

さんの送辞と、力武七瀬さんの答辞が、卒業式当日保

護者や役職者、卒業生へ配布される冊子に掲載され

た。

　例年、混声合唱部およびBig Band Jazz部のピアノ

伴奏による校歌の斉唱はなく、今年度は感染防止のた

め、校歌のCDを流し、声には出さずに心の中で斉唱

して、第126回卒業証書授与式は閉式した。

　なお記念品贈呈式は行わず、阿部学生部長より、大

学、同窓会、父兄会からそれぞれ卒業生へ、卒業生一

同から大学へ記念品が贈呈された旨、報告する形とな

った。

　式を終えた卒業生は、間隔をあけた座席に起立した

状態のまま、恩師と共に記念撮影を終え、会場の外で

卒業証書などを受け取り、初の試みとなった３部制に

よる全ての行事が無事終了した。

　現在、本学に在籍する学生は、835 名であります。

　これらの学生の教育については、専任者として教授

57名、准 教 授31名、講 師76名、助 教125名 の 合 計

289名、このほかに臨床教員、客員教員、嘱託教員お

よび非常勤講師の合計678名、合わせて967名が担当

しております。

　本日、第126回卒業証書授与式において卒業証書を

授与される者は、前記在籍者のうち132名でありま

す。これを大学設置以来の卒業生と合わせますと

9,609名、専門学校設置以来の卒業生と合わせますと

15,622名となります。

　なお、髙山歯科医学院創立以来の卒業生を通算しま

すと15,913名となります。

第126回　卒業証書・学位記授与式

東京歯科大学　副学長　一戸達也

第126回　卒業証書・学位記授与式

第126回　卒業証書授与式 学事報告
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第126回　卒業証書・学位記授与式 学長告辞・同窓会長祝辞

祝　辞
東京歯科大学同窓会
会長　澁谷國男

第126回　卒業証書・学位記授与式 在校生代表送辞・卒業生代表答辞

　冬の厳しい寒さも和らぎ徐々に春の暖かさが感じられ、いよ

いよ春めいてまいりました。

　卒業生の皆様、本日はご卒業誠におめでとうございます。在

校生を代表し、心よりお祝いを申し上げます。併せて、ご家族

や関係者の皆様にもお祝いを申し上げます。

　昨今の事情により、卒業式という大変思い出深く大切なイベ

ントが縮小という形になり、私も卒業式に参列できず悔やまれ

ますが、無事にこのような日を迎えられたこと、改めてお祝い

申し上げます。

　さて、皆様にとってこの東京歯科大学での時間は、かけがえ

のないものになったのではないかと存じます。入学した当初、

皆さんはどのようなお気持ちでしたでしょうか。新生活に期待

や不安を抱えて、さいかち坂校舎に通ったときの気持ちを覚え

ていらっしゃいますか。私たちが新入生として入学してきたと

き、さいかち坂校舎で初めて出会う先輩方に声をかけていただ

き、憧れを抱いたことを覚えています。私たち５年生は、先輩

方に部活動や勉強など、様々な場面でお世話になりました。

そんな先輩方の卒業は嬉しくもありますが、寂しい気持ちも

あります。

　今年１年は変則的なことが沢山あったことと思いますが、そ

のような状況の中、今日という日を迎えられた先輩方を、僭越

ながら誇らしく思います。私たちも先輩方の姿を追いかけ、懸

命に努力して参ります。

　最後になりましたが、先輩方の人生の新たな門出をお祝い申

し上げ、今後のさらなるご活躍とご多幸を心からお祈りし、送

辞とさせていただきます。

　第126回卒業証書授与式にあたり、同窓会を代表して心より

お祝いを申し上げます。

　皆さんがすごされた学生生活６年間、特にこの１年間はコロ

ナ禍の下、大変厳しい状況の中、見事その難関を克服し栄えあ

る卒業式を迎えられましたこと、本当におめでとうございま

す。

　私共同窓会会員は皆さんのご入会を心より歓迎いたします。

本学の建学者「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、人間性を高める必要あり」と120年

前、同窓会を創設されました。爾来多くの同窓会会員が日本の

歯科界のリーダーとして多方面において活躍してまいりまし

た。現在9,000余名の会員は全国すべての都道府県にある同窓

会支部に所属して、大いに活躍しております。今日皆さんをお

迎えし、昭和・平成・令和、それぞれの時代に卒業した３世代

が連絡を緊密にして活動しております。卒業生の皆さんには

積極的に同窓会活動に参画され歯科界を担うリーダーとして

活躍されることを大いに期待しております。

　医療人の１人として卒業時に新型コロナウイルス感染症によ

る世界的な大混乱を目のあたりにし、体験したことは、これか

らの歯科医師としての人生に決して無駄ではなかったと信じて

おります。

　卒業生の皆さんの輝かしい未来と母校東京歯科大学の益々の

発展、そして本日ご参列の皆様のご健勝、ご多幸を祈念し、祝

辞とさせていただきます。

送　辞
在校生代表
石川惠美
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第126回　卒業証書・学位記授与式 学長告辞・同窓会長祝辞

祝　辞
東京歯科大学同窓会
会長　澁谷國男

第126回　卒業証書・学位記授与式 在校生代表送辞・卒業生代表答辞

　冬の厳しい寒さも和らぎ徐々に春の暖かさが感じられ、いよ

いよ春めいてまいりました。

　卒業生の皆様、本日はご卒業誠におめでとうございます。在

校生を代表し、心よりお祝いを申し上げます。併せて、ご家族

や関係者の皆様にもお祝いを申し上げます。

　昨今の事情により、卒業式という大変思い出深く大切なイベ

ントが縮小という形になり、私も卒業式に参列できず悔やまれ

ますが、無事にこのような日を迎えられたこと、改めてお祝い

申し上げます。

　さて、皆様にとってこの東京歯科大学での時間は、かけがえ

のないものになったのではないかと存じます。入学した当初、

皆さんはどのようなお気持ちでしたでしょうか。新生活に期待

や不安を抱えて、さいかち坂校舎に通ったときの気持ちを覚え

ていらっしゃいますか。私たちが新入生として入学してきたと

き、さいかち坂校舎で初めて出会う先輩方に声をかけていただ

き、憧れを抱いたことを覚えています。私たち５年生は、先輩

方に部活動や勉強など、様々な場面でお世話になりました。

そんな先輩方の卒業は嬉しくもありますが、寂しい気持ちも

あります。

　今年１年は変則的なことが沢山あったことと思いますが、そ

のような状況の中、今日という日を迎えられた先輩方を、僭越

ながら誇らしく思います。私たちも先輩方の姿を追いかけ、懸

命に努力して参ります。

　最後になりましたが、先輩方の人生の新たな門出をお祝い申

し上げ、今後のさらなるご活躍とご多幸を心からお祈りし、送

辞とさせていただきます。

　第126回卒業証書授与式にあたり、同窓会を代表して心より

お祝いを申し上げます。

　皆さんがすごされた学生生活６年間、特にこの１年間はコロ

ナ禍の下、大変厳しい状況の中、見事その難関を克服し栄えあ

る卒業式を迎えられましたこと、本当におめでとうございま

す。

　私共同窓会会員は皆さんのご入会を心より歓迎いたします。

本学の建学者「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、人間性を高める必要あり」と120年

前、同窓会を創設されました。爾来多くの同窓会会員が日本の

歯科界のリーダーとして多方面において活躍してまいりまし

た。現在9,000余名の会員は全国すべての都道府県にある同窓

会支部に所属して、大いに活躍しております。今日皆さんをお

迎えし、昭和・平成・令和、それぞれの時代に卒業した３世代

が連絡を緊密にして活動しております。卒業生の皆さんには

積極的に同窓会活動に参画され歯科界を担うリーダーとして

活躍されることを大いに期待しております。

　医療人の１人として卒業時に新型コロナウイルス感染症によ

る世界的な大混乱を目のあたりにし、体験したことは、これか

らの歯科医師としての人生に決して無駄ではなかったと信じて

おります。

　卒業生の皆さんの輝かしい未来と母校東京歯科大学の益々の

発展、そして本日ご参列の皆様のご健勝、ご多幸を祈念し、祝

辞とさせていただきます。

送　辞
在校生代表
石川惠美
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第126回　卒業証書・学位記授与式 在校生代表送辞・卒業生代表答辞

木々の芽もふくらみ始め、暖かな陽の光に春の訪れ

を感じる季節となりました。

本日は新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない

中、ご来賓各位ならびに諸先生方、ご家族の皆様方の

ご臨席を賜り、卒業式を挙行していただけたこと、心

より御礼申し上げます。

卒業の日を迎え、私たち１人１人の胸には、さまざ

まな想いが去来していることと思います。入学してか

ら今日までの日々を振り返れば、長く充実した学生生

活が思い出されます。

４年生までは大学で講義と実習を重ねながら歯科の

基礎を学び、多くの試験を乗り越えていく日々でした。

一方、５年生になると病院で実学を積む日々へと一変

しました。それまで学んできたことが、医療の現場で

１つずつ結びついていった感動を今でもよく覚えてい

ます。

そんな充実した病院実習も新型コロナウイルスの感

染拡大に伴い、突如として中断となりました。未曾有

の事態に世界中へ混乱と不安が広がる中、本学では早

急にオンラインでの講義システムが構築され、明くる

年に国家試験を迎える私たちにとって大変心強いもの

でした。

そして６年生の終盤、卒業試験に加え、コロナに罹

れば国家試験を受験できないという状況は非常に緊張

感のあるものでした。徹底した感染対策を講じ、お互

いを信頼し合えたからこそ、一致団結して乗り越えら

れたのだと思います。未だにコロナによる非常事態は

続いておりますが、万全な準備の下に国家試験を終

え、無事に卒業の日を迎えられたことを嬉しく思いま

す。目まぐるしく情勢が変わる中、迅速に対応して下

さった先生方、職員の皆様方に厚く感謝申し上げま

す。

私たちは国家試験合格と卒業という共通の目標に向
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同じ東京歯科大学126期卒業生として、これまで乗り

越えてきた日々の思い出と絆を胸に、輝かしい未来に

向かって共に歩んで行けたらと思います。

入学から卒業まで学年主任を務めて下さった山本先

生には126期一同大変お世話になりました。また副主

任の先生方にはどんな時も味方となって支えていただ

きました。先生方からの厳しくも優しい言葉に奮い立

たされ、卒業に向かって一心に突き進むことができた

と感じています。これまでご指導頂いた諸先生方、職

員の皆様方、そして私たちの学生生活に関わって下さ

った全ての皆様に、改めて御礼申し上げます。そして、

今日の卒業まで一番近くで温かく見守り続けてくれた

家族にも重ねて感謝を伝えたいと思います。

明日からの人生において、この伝統ある東京歯科大

学で学んだ意義を噛み締めながら、日々挑戦と成長を
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最後になりましたが、世界を脅かすこの感染症が一

日も早く終息することを願っております。

私たち卒業生一同、これからも日々謙虚に学び続け

ていくことをお約束し、また東京歯科大学の益々の発

展を祈念して答辞とさせていただきます。

答　辞
第126期卒業生代表
力武七瀬
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　2021年４月５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、2021年度東京歯科大

学入学式が３部制で挙行された。

　例年、式には、名誉教授、教職員および父兄会役員

も出席するが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点により、出席者の人数に制限が設けられ、井出吉信

学長をはじめ、一部の大学役職者、同窓会会長、法人

常務理事のみ登壇し、保護者については１家族１名の

みとなった。

　阿部伸一学生部長の開式の辞の後、国歌斉唱では、

感染防止のため声には出さずに心の中で斉唱となっ

た。続いて、山本 仁教務部長が新入生128名と第２

学年の編入生14名を１人１人呼名し、学生紹介が行

われた。

　井出学長より訓辞が述べられた後、澁谷國男同窓会

長より祝辞を頂戴し、各部で最初の出席番号の第１部

は池田怜乃さん、第２部は相 正照くん、第３部は

井手口玲二くんが、代表して宣誓を行った。徽章授与

は、第１部は井坂浩史郎くん、第２部は阿垣朋加さ

ん、第３部は大石ちとせさんが授与され、それぞれ会

場の新入生、保護者に披露された。

　最後に、全員が心の中で校歌を斉唱し、３部制の入

学式は、滞りなく閉式した。

2021年度　東京歯科大学入学式挙行

▲祝辞を述べる澁谷同窓会長 ▲第2部で徽章を授与される阿垣さん

2021年度　入学式挙行

5〓〓〓〓

2021年度 入学式 新入生宣誓

新入生宣誓
第一部新入生代表
池田怜乃

第二部新入生代表
相 正照

第三部新入生代表
井手口玲二

昨今、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点によ

り、様々な行事が中止となっている中、本日ここに入

学式を迎えることができ、我々一同、感激と希望に満

ちあふれております。

只今、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、諸先生方をはじめ、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。
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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

歯科大学は皆さんを大切な仲間として心から歓迎いた

します。また、保護者の皆様、ご子弟の入学、お祝い

を申し上げます。

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、第132期

生の入学式を執り行いたいという思いから、新入生が

一堂に会することはできませんでしたが、３回に分け

ることで本日の開催に至りました。

現在大学は、感染拡大についての詳細な情報分析と

議論の上、様々な対策を行っています。しかし、大学

と皆さんが一体となって取り組まなければ感染を予防

することはできません。現在、講義や実習、クラブ活

動など、一部制限していますが、Webでの遠隔講義の

長所を生かしながら、今年度は対面による講義や実習

を増やしていく計画です。

歯科医療は、食べ物を取り込む摂食嚥下のみなら

ず、コミュニケーションや感情表現など、様々な機能

を持つ “口腔” を扱う領域です。そこでは、何よりも、

科学的な根拠に基づいた医療、EBMが求められます。

その根拠は、SNSやインターネット上に溢れる不確か

な情報の中にあるのではありません。多くの研究結果

やデータを元に、より良い判断をして医療を行ってい

く、その姿勢の中にあります。

これから始まる学生生活の中で、何のために勉強す

るのか？誰のために技術を磨くのか？常に自問自答し、

前へ進んでいってください。

「歯科医師たる前に人間たれ」これは、東京歯科大

学の建学者である血脇守之助先生が、常日頃から教職

員や学生たちに語りかけたものとして、伝わっていま

す。

本学のアドミッションポリシーには、高度な知識、

技能だけでなく医療人としての倫理観や高い人間性、

他者との協調性を兼ね備えた歯科医療人の育成を目指

す、と掲げています。

国家試験に合格し、歯科医師となる事自体が目的な

のではなく、現代の社会において顕在化してきた貧困

や経済・教育格差の問題、ジェンダーや人種差別の問

題など、達成すべき持続可能な開発目標・SDGsが国連

において掲げられておりますが、その中においても、

目の前のひとりの患者さんの思いに寄り添い、安心と

癒しを与えることができる歯科医師になれるのか、そ

れが問われているのです。

それがまさに、人間たれ、の精神なのです。

これから始まる、講義や試験に追われる毎日の学生

生活の中で、自分自身を見失うことなく、他者への心

からの触れ合いや思いやりの大切さを感じながら、実

りのある学生生活となることを切望します。

第132期生の中から、将来、歯科界のリーダーとな

る人材が輩出されることを期待して、訓辞と致します。

入学おめでとう。

訓　辞
東京歯科大学

学長・理事長　井出吉信

2021年度 入学式 学長訓辞
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2021年度 入学式 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、東京歯科大学ご入学誠に

おめでとうございます。母校同窓会を代表して心からお祝い申

し上げます。

この１年世界中が新型コロナウイルス感染症蔓延のもと、我

国も緊急事態宣言発出、再拡大阻止対策と、入学式もこのよう

な形態の開催となりました。通常と異なる厳しい状況下、皆さ

んも受験勉強は大変なことだったと拝察いたします。

その難関を見事克服し栄冠を手にし、この日を迎えられたこ

と本当におめでとうございます。私共同窓会会員は皆様の入学

を心から歓迎いたします。

本学同窓会は、日本の近代歯科医学、医療を確立した東京歯

科大学の建学者である血脇守之助先生が「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

切であると明治33年に設立されました。井出理事長・学長先

生の訓辞にもありましたように、現在の歯科医療は我国の社会

現況と深く関連し、単に口腔内にとどまらず全身の健康に関与

し、日本社会の著しい高齢化、健康長寿の延伸に多大なる貢献

をしております。

学生時の歯科医学の学習はもと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であります。

建学者血脇守之助先生は「歯科医師たる前に人間たれ」と言

われました。そのためにも生涯にわたっての友人を作り、さら

に先輩・後輩との結びつきを深めることが涵養です。

スマホの合間に、あらゆる分野の読書を心がけてください。

これは私からのお願いです。

私共同窓会は全ての都道府県に同窓会支部があります。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。同窓会本部に問い合わせをいただければ、それぞれ

の支部と連携が取れますので、是非学生時代から交流を図って

いただくようお願い申し上げます。

この６年間が充実し、光り輝く大学生活となることを心から

願って祝辞といたします。
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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、東京歯科大学ご入学誠に

おめでとうございます。母校同窓会を代表して心からお祝い申

し上げます。

この１年世界中が新型コロナウイルス感染症蔓延のもと、我

国も緊急事態宣言発出、再拡大阻止対策と、入学式もこのよう

な形態の開催となりました。通常と異なる厳しい状況下、皆さ

んも受験勉強は大変なことだったと拝察いたします。

その難関を見事克服し栄冠を手にし、この日を迎えられたこ

と本当におめでとうございます。私共同窓会会員は皆様の入学

を心から歓迎いたします。

本学同窓会は、日本の近代歯科医学、医療を確立した東京歯

科大学の建学者である血脇守之助先生が「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

切であると明治33年に設立されました。井出理事長・学長先

生の訓辞にもありましたように、現在の歯科医療は我国の社会

現況と深く関連し、単に口腔内にとどまらず全身の健康に関与

し、日本社会の著しい高齢化、健康長寿の延伸に多大なる貢献

をしております。

学生時の歯科医学の学習はもと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であります。

建学者血脇守之助先生は「歯科医師たる前に人間たれ」と言

われました。そのためにも生涯にわたっての友人を作り、さら

に先輩・後輩との結びつきを深めることが涵養です。

スマホの合間に、あらゆる分野の読書を心がけてください。

これは私からのお願いです。

私共同窓会は全ての都道府県に同窓会支部があります。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。同窓会本部に問い合わせをいただければ、それぞれ

の支部と連携が取れますので、是非学生時代から交流を図って

いただくようお願い申し上げます。

この６年間が充実し、光り輝く大学生活となることを心から

願って祝辞といたします。

11301 号　2021年 6月 30日発行
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新千葉歯科医療センター開院
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　本学 130 周年記念事業の一環として 2020 年 12 月 25 日に竣工した新千葉歯科医療センターは、約 2

か月間にわたる開院準備期間を経て、2021 年 3 月 1 日付けで、千葉市保健所から新たな医療機関とし

て開設許可を受け開院の運びとなった。

　3 月 6 日（土）午後２時より、開院式が挙行された。来賓として本学元理事長・前学長の金子 譲名誉教授、

町田幸雄名誉教授、藥師寺 仁名誉教授、下野正基名誉教授、同窓代表として千葉市議会議員阿部 智先生

のご臨席を賜った。また、設計・施工に尽力いただいた株式会社日本設計、清水建設株式会社、株式会

社モリタの各社からも出席をいただいた。開院式は、司会の小林友忠千葉歯科医療センター事務部長の

開式の辞に続き、井出吉信理事長・学長、一戸達也千葉歯科医療センター長からの主催者挨拶で始まった。

井出理事長・学長からは、厳しい社会情勢のなかで、当初の工程から外れることなく、立派な建物が完

成し開院を迎えることができたことに対し、各社への感謝と労いの言葉が述べられた。一戸センター長

からは、立派な建物に魂を入れるのは、センターに勤務する教職員である旨、決意を込めた挨拶があった。

続いて新センター新築工事の設計・施工に尽力いただいた各社へ、井出理事長・学長から感謝状が贈ら

れた。ご来賓を代表して金子名誉教授、阿部先生から祝辞をいただき、その後、テープカットのセレモニー

が行われた。テープカットは、井出理事長・学長、一戸センター長、石井拓男法人主事、澁谷國男同窓会長、

株式会社日本設計の来野 炎医療施設設計部副部長、清水建設株式会社三澤正俊常務執行役員・千葉支店

長、株式会社モリタ森田晴夫代表取締役社長の 7 名により行われた。その後、祝電が披露され、小林事

務部長からの閉式の辞で開院式は滞りなく終了した。緊急事態宣言発出中であることから、出席は幹部

教職員のみとなり、規模は小さくなったが、沢山の祝花のなかでの厳かな開院式となった。

　3 月 9 日（火）、いよいよ患者を迎えて、新千葉歯科医療センターでの診療が開始された。新千葉歯科

療センターは、歯科診療ユニットが 40 台となり、従前と比べコンパクトにはなったが、最新の医療機器

を備えており、大学附属施設として、かかりつけ歯科医院では対応困難な専門性の高い治療を、地域の

医療施設と連携して行っていくことになる。また、水道橋病院、市川総合病院との学内連携を密にして

地域医療に貢献するとともに、学生教育、研修歯科医教育等、医育機関としての役割も担っていくもの

である。

新千葉歯科医療センター開院

▲開院式の参加者▲新千葉歯科医療センターのテープカット
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新緑の中に佇む新しい千葉歯科医療センター。季節の移り変わりとともに変化するその景色を楽しめるのは千葉キャンパスの特徴

です。

▲千葉校舎病院棟の屋上からみた千葉歯科医療センターの全景 ▲千葉キャンパスのプラタナスの並木

▲夜の診察室

▲千葉歯科医療センターの全景

▲夜のエントランス

▲夕暮れの千葉歯科医療センター外観
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第126回　卒業証書・学位記授与式 学長告辞・同窓会長祝辞

第126期生の皆さん、また、保護者の皆さまに、東

京歯科大学を代表して、心よりご卒業のお祝いを申し

上げます。

残念ながら、126期の卒業生全員がここに一堂に会

することは叶わず、楽しみにしていた謝恩会を開くこ

ともままなりません。しかし、多くの大学教職員と皆

さんの努力によって、ひとりの感染者を出すこともな

く、こうしてひとりひとりの顔を見ながら、無事、卒

業の告辞を伝えられることを、皆さんと共に喜びたい

と思います。

世界規模で、急速な広がりをみせる新型コロナウイ

ルスに対して、人類は手をこまねいているわけではあ

りません。およそ１年前に、肺炎の原因となるウイル

スが特定され遺伝子配列が解析されると、今までには

考えられなかった様な速さで、高い予防効果を持つワ

クチンが開発され、全世界で人々のために接種が始ま

りました。ウイルス感染を押さえ込むことができるか

は、まだまだ予断は許されませんが、いくつもの希望

が見えてきたのは確かなことです。

東京オリンピックが延期され、人と人との接触を避

けることが求められてきた日々の生活の中、ネット上

に飛び交う不確かな情報が不安をあおるこの時代にお

いて大切なのは、それらの情報が正確かどうかを常に

問うことです。医療の世界においても、患者さんが抱

える不安を取り去ることができるのは、患者さんの言

葉に耳を傾け、科学的に立証された確かな知識とそれ

に基づく検査、診断、治療です。その先に、お互いの

信頼関係が生まれるのです。今後も学ぶ姿勢を忘れ

ず、文献を調べ、新しい知識を吸収して、本当に何

が正しいのか、常に疑問を持ちながら日々の臨床と

向き合ってください。

これから、様々な医療機関で学ぶ皆さんが、今後の

日本の歯科界における新しい歴史を作っていくのだと

いう自覚を持って、前に進んでいってください。皆さ

んの活躍を期待しています。

126期生の皆さん。卒業おめでとう。

告　辞
東京歯科大学

学長　井出吉信

　2021年３月15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、第126回卒業証書授与

式が挙行された。第126期生132名が慣れ親しんだ水

道橋校舎の学び舎を巣立ち、晴れやかな表情でそれぞ

れの道へ羽ばたいていった。なお、今年度は、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点により、大学院修了

証授与式は同日には執り行われず、卒業証書授与式も

３部制および人数を制限する中で、開催された。

　厳かな卒業式は、阿部伸一学生部長の開式の辞が述

べられ開始された。

　一戸達也副学長の学事報告に続き、山本 仁教務部

長より３部それぞれ44名ずつ、合計132名の卒業生

の名前が呼名され、昨年度は卒業式が挙行できなかっ

たこともあり、今年度挙行できたことへの安堵と緊張

の表情が、ステージ横のテレビ画面に１人１人映し出

された。井出吉信学長より、第１部は芦田 惇くん、

第２部は古川紗都さん、第３部は西田光里さんが、各

部の最初の出席番号のため、代表して卒業証書が授与

された。

　各賞の受賞は、学長賞に力武七瀬さん、血脇賞は４

名、井上裕賞に小林勇太くん、精励賞には10名、卒

業論文賞は３名が選ばれ、呼名されその場に起立し、

皆一様に凛々しい表情を浮かべ、テレビ画面を通して

会場中に見せていた。

　その後、井出学長が卒業生へ告辞を述べられ、澁谷國男

同窓会会長から卒業生へ祝辞が送られた。なお、例年

在校生代表から送辞が読み上げられ、卒業生代表はこ

れに応える形で答辞が述べられるが、今年度は卒業式

当日保護者や役職者、卒業生へ配布される冊子に掲載

し、参列者全員が目にするところとなった。ちなみ

に、送辞は石川惠美さん（５年）、答辞は力武七瀬さ

んにそれぞれ文章を考えてもらった。

　例年、混声合唱部の歌およびBig Band Jazz部のピ

アノ伴奏により、全員で校歌が斉唱されるが、今年度

は感染防止のため、予め録音されていた校歌の入って

いるCDを流し、声には出さず心の中で斉唱し、第

126回卒業証書授与式は閉式した。

　この後、例年行われる記念品贈呈式は行わず、阿部

学生部長より、大学、同窓会、父兄会からそれぞれ卒

業生へ、卒業生一同から大学へ記念品が贈呈された

旨、報告する形となった。

　式を終えた卒業生は、各部ずつに密を避け間隔をあ

けた座席に起立した状態のまま、恩師と共に記念撮影

を終え、会場の外で卒業証書などを受け取り、初の試

みである３部制による全ての行事が無事終了した。

　現在、本学に在籍する学生は、835 名であります。

　これらの学生の教育については、専任者として教授

57名、准 教 授31名、講 師76名、助 教125名 の 合 計

289名、このほかに臨床教員、客員教員、嘱託教員お

よび非常勤講師の合計678名、合わせて967名が担当

しております。

　本日、第126回卒業証書授与式において卒業証書を

授与される者は、前記在籍者のうち132名でありま

す。これを大学設置以来の卒業生と合わせますと

9,609名、専門学校設置以来の卒業生と合わせますと

15,622名となります。

　なお、高山歯科医学院創立以来の卒業生を通算しま

すと15,913名となります。

第126回　卒業証書・学位記授与式

東京歯科大学　副学長　一戸達也

第126回　卒業証書・学位記授与式

第126回　卒業証書授与式 学事報告

▲告辞を述べる井出学長

▲第 3部で卒業証書を授与される西田さん ▲呼名される血脇賞受賞の小林君

▲第 1回目集合写真

▲学長賞受賞の力武さん

▲第 1部で卒業証書を授与される芦田君
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定年退職のご挨拶

市川総合病院心臓血管外科

申 範圭

2005 年４月に市川総合病院に心臓血管外科が新設され、

それに伴い同教授および同部長に着任し、16 年の勤務を終

え 2021 年３月末日をもって定年退職を迎えました。

2005 年の市川総合病院北病棟の完成に先立ち、当時の病

院長の高橋正憲先生と現循環器内科教授の大木貴博先生から

慶應義塾大学心臓血管外科教授に、心臓血管外科新設の協力

依頼が届きました。当時、慶應義塾大学に勤務していた私

は、大木先生から手術患者さんの紹介を頂き、市川総合病院

でのペースメーカー手術を請け負っていました。必然的に、

心臓血管外科新設のコンサルタントの任を承りました。具体

的には、専用手術室の設計、人工心肺装置、手術器具、ICU

機器等の選定、必要なスタッフの確保と教育などを行い、最

終的に、私が心臓血管外科教授に着任いたしました。当時の

東京歯科大学学長であられた金子 譲先生、開設時の病院長

の畠 亮先生には大変お世話になり、今もって心より感謝し

資　格
日本外科学会認定医
日本外科学会指導医
日本胸部外科学会認定医
日本胸部外科学会指導医
心臓血管外科専門医認定機構専門医
心臓血管外科専門医認定機構専門医修練指導者

略　歴
1982 年 3 月 慶應義塾大学医学部卒業
1982 年 4 月 慶應義塾大学医学部外科研修医
1983 年 5 月 社会保険埼玉中央病院（現・JCHO 埼玉メディカルセンター）

外科
1984 年 6 月 厚生連伊勢原協同病院外科
1985 年 6 月 慶應義塾大学医学部心臓血管外科助手
1986 年 11 月 済生会宇都宮病院心臓血管外科
1989 年 5 月 国立晴嵐荘病院（現・国立茨城東病院）心臓血管外科医長　
1991 年 1 月 St Vincent's Hospital Sydney, Cardiothoracic Surgery Clinical 

Fellow
1992 年 1 月 川崎市立川崎病院心臓血管外科医長
1992 年 5 月 静岡赤十字病院心臓血管外科副部長
1994 年 6 月 静岡赤十字病院心臓血管外科部長
1997 年 5 月 慶應義塾大学医学部心臓血管外科助手
1999 年 4 月 慶應義塾大学医学部心臓血管外科講師
2003 年 5 月 慶應義塾大学病院心臓血管外科副診療部長
2004 年 4 月 東海大学医学部心臓血管外科助教授
2005 年 4 月 東京歯科大学市川総合病院心臓血管外科教授、部長
2013 年 4 月 慶應義塾大学医学部客員教授（2021 年３月まで）

ております。

着任後は、各科、看護部、ME 室などの各部署のご協力を

頂き、長らく市川市で唯一の心臓血管外科として、症例数も

比較的順調で手術成績も良好に経過しました。現在は、市川

市内の３病院が心臓血管外科を有する状況となり、過当競争

気味です。更に、コロナウイルス感染症の影響も加わり、や

や厳しい状況ではありますが、後任の井上仁人教授のもとで

困難を乗り切り、更に発展していくことを切に願っておりま

す。

最後に、在職 16 年間に大きな医療事故もなく、多少なり

とも地域医療に寄与できたのは、心臓血管外科スタッフの昼

夜を厭わない献身的な働き、大学および病院のご理解とご協

力の賜物と厚く御礼申し上げます。東京歯科大学と市川総合

病院の益々の発展を祈念し退任のご挨拶とさせていただきま

す。
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市川総合病院形成外科

田中 一郎

市川総合病院に形成外科を新設後、初代教授・部長として

15 年間の勤務を致しました。それまでは所属大学人事によ

り多くの施設を回っておりましたので、落ち着いて仕事がで

きた 15 年間だったと思います。

臨床としては、顔面神経麻痺専門外来を開設し麻痺後早期

における神経再建、神経血管柄付き遊離薄層前鋸筋移植によ

る多方向ベクトルを考慮した表情再建、顔面拘縮・病的共同

運動・鰐の涙などの後遺症に対する神経再建やボツリヌスト

キシンなどの多くのオリジナルな治療を行い、また表情運動

評価法としてビデオ撮影画像からの表情解析システム開発の

研究を継続してきました。大学の主要テーマの１つである口

腔癌治療においては、微小血管吻合による遊離組織移植によ

り、癌の拡大切除後の組織欠損に対して咀嚼・嚥下・言語な

どの重要な機能と顔面形態の再建を行い、また当院に適した

独自の口腔機能・顔面形態の術前後評価法を、歯科医師・歯

科衛生士、理学療法士・言語聴覚士らと合同で作成し、電子

カルテ上のシステムに完成させました。高齢化と共に増加傾

所属団体ほか
医学博士、日本医師会認定産業医
形成外科専門医
日本頭蓋顎顔面外科学会専門医
日本創傷外科学会専門医
日本形成外科学会皮膚腫瘍外科分野指導医
日本形成外科学会再建・マイクロサージャリー分野指導医
日本形成外科学会領域指導医
   
日本形成外科学会（評議員）
日本マイクロサージャリー学会（評議員）
日本頭蓋顎顔面外科学会（代議員）
日本顔面神経学会（評議員）
日本コンピュータ支援外科学会（評議員）
日本創傷外科学会
日本形成外科手術手技学会
日本乳房オンコプラスチック学会

略　歴
1982 年 3 月　慶應義塾大学医学部卒業
1986 年 5 月　慶應義塾大学医学部形成外科助手　
1987 年 12 月　埼玉医科大学総合医療センター形成外科学助手
1990 年 8 月　静岡日本赤十字病院形成外科部長
1994 年 8 月　慶應義塾大学医学部形成外科助手
1995 年 8 月　弘前大学医学部形成外科講師
1998 年 9 月　栃木県済生会宇都宮病院形成外科医長
1999 年 9 月　栃木県立がんセンター頭頚科第２耳鼻咽喉科医長
2000 年 1 月　カナダ Toronto 大学 Toronto General Hospital 留学
2001 年 4 月　慶應義塾大学医学部形成外科助手
2002 年 4 月　慶應義塾大学医学部形成外科専任講師
2006 年 6 月　東京歯科大学市川総合病院皮膚科（形成外科） 准教授
2008 年 6 月　東京歯科大学市川総合病院形成外科准教授
2012 年 4 月　東京歯科大学市川総合病院形成外科教授

向にある難治性下腿・足病変に対しては、血管外科・皮膚

科・糖尿病内科と合同で創傷センターを開設し統合的な治療

を行い、また褥瘡予防の地域への啓蒙活動として市役所・医

師会と共同で看護・介護職を対象としての地域講習会などを

定期的に行いました。教育としては、創傷管理や形成外科的

な手術手技、口腔癌再建などにつき学生・大学院生への授業

や実習、ローテーションで回って来られた多くの若手医師へ

の臨床教育などを行ってきました。

形成外科は少人数の教室で、教室員は慶應義塾大学からの

若手医師の短期ローテーションという状況下での 15 年間で

したが、私自身として形成外科手術に対する熱意を継続でき

た事と、大学・病院の多くの先生方やパラメディカルの

方々、大学・病院職員の方々のご支援があったからこそ、

15 年間の勤務を無事終了できたと思っております。最後に、

皆様方の今までのご支援に深謝申し上げますと共に、東京歯

科大学と市川総合病院の益々のご発展を祈念して、退職の挨

拶とさせていただきます。
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内科学講座

林 晃一 

2015 年２月に東京歯科大学内科学講座に赴任し、この

度、2021 年３月をもって定年退職いたしました。私は、こ

れまで 22 年間慶應義塾大学病院において、腎臓病、透析、

高血圧、肥満の専門医・指導医として、また、内分泌・代謝

疾患と関連する腎臓病、高血圧などの日常臨床を行ってまい

りましたが、市川市への赴任に際して、腎臓病を診療する専

門医が極めて少ないことを認識し、病院広報・講演会などを

通じて情報発信を行い、多くの医師会の先生方から患者様の

御紹介をいただきました。また、治療抵抗性高血圧や二次性

高血圧に関しても、市川市には高血圧専門医も極めて少ない

こともあり、それに対応できる中核的な病院としての役割を

果たすべく諸検査、治療方針の立案を行ってまいりました。

私が当院に赴任し７年目の現在では、当院の腎臓専門医、高

略　歴
1980 年 8 月 慶應義塾大学医学部卒業
1987 年 4 月 アメリカ合衆国マイアミ大学医学部腎臓内科学講座留学
1993 年 6 月 慶應義塾大学医学部内科学講座助手 
1996 年 4 月 慶應義塾大学医学部内科学講座専任講師 
2008 年 10 月 慶應義塾大学医学部内科学講座准教授 
2015 年 2 月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座教授
2021 年 3 月 同、定年退職
2021 年 4 月 聖マリアンナ医科大学救急医学・総合診療講座特任教授

血圧専門医はともに３名となり、４月からの新たな体制のも

とで日常診療のみならず研修病院ととしても今後の更なる発

展を期待しております。

４月からは、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院にて、

新たな業務を開始いたしました。現時点では救急医学教室に

入局しておりますが、そのもとで総合診療科を設立すべく

種々のプログラムなどを立案しており、本年の研修医マッチ

ングに提言できるよう努力しております。これまで以上に救

急医療に自信をもち、かつ内科各科の専門領域を超えて対応

できる総合内科専門医の育成を目指しております。

最後に、これまでお世話になりました皆様への御礼と、本

学ならびに市川総合病院の益々のご発展と皆様のご健勝を祈

念し、退職の挨拶とさせていただきます。

名誉教授の推薦について
2021 年 3 月 16 日（火）の第 716 回教授会において、本学

名誉教授規程に基づき、本年３月 31 日付で定年退職される

矢島安朝教授を名誉教授に推薦することが了承された。これ

を受け、2021 年３月 30 日（火）開催の第 731 回理事会にお

いて 2021 年４月１日付の推薦が承認された。
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市川総合病院放射線科

池田 耕士

この度、2021 年３月１日付で市川総合病院放射線科部

長・教授として着任いたしました。井出吉信理事長・学長、

西田次郎市川総合病院院長をはじめ選考委員会の皆様に心よ

り感謝申し上げます。

私は 1986 年に関西医科大学を卒業し、放射線科学教室に

入局し、県西部浜松医療センターで研修しました。関西医大

大学院に入学し、米国ウイスコンシン医科大学に留学し、下

歯槽神経の解剖像と MR 像の対比研究を行いました。関西

医大に戻り、一時は藤枝市立総合病院に出向しましたが、一

貫して耳下腺腫瘍の検討などの頭頸部領域の画像診断を行っ

てきました。専門領域が重なり長年親交がありました東京慈

恵会医科大学の尾尻博也教授の推薦があり、2018 年に東京

慈恵会医科大学に准教授として移りました。

さて、近年の人工知能の飛躍的な進歩により比較的単純な

画像判別に関しては現在の放射線科医の業務を置換していく

ことになるといわれています。しかし、放射線科医の仕事は

単純な画像判別だけではなく画像の背景にあるプロセスを検

討することにあります。チーム医療の一員として他の診療科

と協力し医療の質の担保に努めることも重要な使命であると

考えています。

今後は画像診断、放射線治療、核医学など放射線の各領域

においてチーム医療を推進してまいります。同時に研修医へ

の教育の充実を図り、優秀な歯科医師・医師を育てる努力を

するとともに、微力ではございますが東京歯科大学および市

川総合病院の発展のために尽力する所存です。何卒ご指導ご

鞭撻賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

市川総合病院耳鼻咽喉科

飯村 慈朗

このたび 2021 年１月１日付けで耳鼻咽喉科教授を拝命い

たしました。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。身に余る光栄であり

ますとともに、その重責に身が引き締まる思いであります。

私は 1997 年に東京慈恵会医科大学を卒業し、母校の耳鼻

咽喉科学教室に入局しました。その後、聖路加国際病院、太

田総合病院、獨協医科大学、慈恵医大分院・本院などを経

て、2018 年に市川総合病院に入職させて頂きました。私が

専門としてきた分野は、嗅覚や鼻呼吸を扱う鼻科領域です。

最近の鼻科領域治療の発達はめざましく、特に手術方法にお

いては現在もなお日々進歩しております。

私は、今後も耳鼻咽喉科の知識と技術習得の研鑽を積み、

耳鼻咽喉科学および歯学の臨床・研究に従事していきます。

臨床研究により新しい治療法を確立することは大学の使命で

あり、新しい知見やエビデンスを発信するように邁進してま

いります。教育においては、質の高い医療を実践するための

知識、技術はもとより、精神面においても教育していきま

す。厳しいながらも愛情を持って指導するよう心掛け、大学

病院に従事する者として学生や研修医に対する臨床実習の指

導に関わり、医局員の臨床・研究指導にあたります。

日本で最高の医療を受けられる耳鼻咽喉科を目指し、臨

床・教育・研究のすべてをバランスよく励んで参ります。そ

うして本学および耳鼻咽喉科学の発展に貢献できるよう尽力

していく所存でございます。今後ともご指導、ご鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げます。

教授就任のご挨拶
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■水道橋病院での接種状況
水道橋病院では、2021 年４月 30 日（金）および５月７日

（金）に、水道橋校舎本館 13 階にて、第１回目の新型コロナ

ウイルスワクチン医療従事者等への優先接種が実施された。

水道橋病院は基本型接種施設の東京逓信病院の連携型接種施

設となっており、水道橋病院勤務者および学部登院学生、短

大登院学生の中からアンケートで希望者を集い 839 名が接

種対象になった。

ワクチンは、４月 23 日（金）11 時に東京逓信病院より

池田左保子薬剤師と亀山 桂庶務課長が 140 バイアルを受け

取り、本学生化学講座所有のディープフリーザーに保管され

た。その後、４月 28 日（水）18 時に当院薬局の保冷庫に移送

され第１回目の準備は整った。接種当日は早朝より、片倉 朗

病院長、山岸由幸医師、江橋延江看護部参与、古川真代看

護師長、池田薬剤師、亀山課長を中心に会場の準備およびワ

クチンの移送・分注等が行われた。問診、オンコール対応を

担当した医師と歯科麻酔科医、監視、ワクチン準備・接種を

担当した看護師、ワクチンの希釈・分注を担当した薬剤師と口

腔外科医、予診票のチェックと問診の補助を担当した研修歯科

医、誘導を担当した事務員の総勢 40 人の係員の尽力により

接種対象者全員無事に接種がなされた。

第２回目の接種は５月 21 日（金）および 28 日（金）に予定さ

れている。

■市川総合病院での接種状況
市川総合病院は千葉県から新型コロナウイルス感染症重点

医療機関の指定を受け、東葛南部における新型コロナウイル

ス感染症患者の入院診療を担っている。教職員が新型コロナ

ウイルス感染症患者や疑い患者に接する機会が多いため、安

全に業務を行えるよう、ワクチン接種を速やかに進めること

が急務となっていた。このため市川総合病院は新型コロナワ

クチン医療従事者優先接種の枠組みにおける基本型接種施設

に手を挙げ、国から供給されるファイザー製ワクチン 1,950

バイアル（約 12,000 回分）を受け入れ、当院の医療従事者に

接種すると同時に、地域の医療従事者に接種を行う連携型接

種施設への供給拠点としての役割を果たすこととなった。

市川総合病院におけるワクチン接種はまず医師、看護師な

どの医療職を対象として３月 12 日（金）より開始され、13

日（土）、20 日（土）、21 日（日）の４日間で第１クールの１回

目接種を行った。ファイザー製ワクチンは２回の接種が必要

なため、３週間後である４月３日（土）、10 日（土）、11 日

（日）に２回目接種を実施した。

新たなワクチン供給を受け、新年度入職の医療職および第

１クールでワクチンの数から接種対象とされなかった事務職

や、清掃業務、リネン業務などを委託している業者などを対

新型コロナワクチン接種

象に、第２クールの接種として、第１回目を４月 23 日

（金）、24 日（土）に、第２回目を５月 14 日（金）、15 日（土）

に実施し、第１、第２クール合計で 1,372 名 2,724 回の接

種を完了した。

ワクチン接種体制については、西田次郎病院長からリー

ダーとして任命された循環器内科部長の大木貴博教授のも

と、問診医師、緊急時の対応医師、ワクチンのミキシングを

行う薬剤師、接種と経過観察を行う看護師、受付・誘導を行

う事務職員、ワクチン接種事務局として統括する人事課の

チームで構築され、ワクチン接種を円滑に実施することがで

きた。幸いにしてアナフィラキシーショックを生じた事例も

なく、特に２回目接種の翌日は相当数の発熱者が生じたもの

の、予め想定して構築していた接種スケジュールによって通

常業務への影響を最小限に抑えることができた。

連携型接種施設へのワクチン供給は４月 19 日を皮切りに

毎週行っており、５月 20 日時点で半数程度の払い出しを完

了している。今後、６～７月頃まで継続して行う予定となっ

ている。

■千葉歯科医療センターでの接種状況
千葉歯科医療センターは医科を設置しないため、歯科医療

従事者のワクチン接種は近隣の医療施設に赴いて行ってい

る。担当医療機関と連携調整を図り、５月 11 日（火）から第

１回目の接種が開始された。７月５日（月）には全医療従事者

２回目の接種が完了する見込みである。

▲接種会場受付の様子

▲接種時の様子
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2020 年 12 月 25 日（金）から 27 日（日）までの３日間、水

道橋校舎本館からオンラインにて、第 39 回カリキュラム研

修ワークショップが開催された。本ワークショップは、コロ

ナ禍における対面でのワークショップ開催が困難な状況下に

おいて、厚生労働省から示された「歯科医師の臨床研修に係

る指導歯科医講習会の開催指針」に則った、全国初のオンラ

インでの歯科医師臨床研修指導歯科医講習会として開催した

ものである。

今回は、本学の専任教員および全国の歯科医院に勤務する

歯科医師の合計 24 名が受講した。ワークショップは８セッ

2021 年１月 28 日（木）午後６時より、2020 年度第８回水

道橋病院教職員研修会がオンラインで開催された。

今回は、「診療用放射線の安全管理 −医療被ばくの正当化

と最適化、患者さんへの情報提供を行うのは、あなたです

−」と題して放射線安全管理委員会委員長の後藤多津子教授

による講演が行われた。

患者の医療被ばくの基本的な考え方、放射線治療の正当

化、患者の医療被ばくの防護の最適化、放射線の過剰被ばく

ションで構成され、事前学習、講義、４グループに分かれて

の討議・発表を通じて、歯科医師臨床研修制度の概要、臨床

研修の問題点の抽出と対応策の検討、段階的なカリキュラム

の計画・立案等を習得し、指導医に必要なカリキュラム開発

能力ならびに研修歯科医を養成する指導力の向上を目指し

た。

最後に、受講者全員に東京歯科大学学長、歯科医療振興財

団理事長および厚生労働省医政局長連名の修了証が授与さ

れ、３日間の日程を無事終了した。

その他の放射線診療に関する事例発生時の対応等、医療従事

者と患者側の情報共有に関する事項の順に説明があった。医

療被爆の正当化と最適化により安全管理をしていただけれ

ば、最適な診断ができ、最適な治療につながるように必要な

ものは有効に画像を利用いただき診療に役立てていただきた

いと講演をまとめられた。

今回の講演は、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、大変有意義な研修となった。

第 39回カリキュラム研修ワークショップ開催

▲ワークショップの様子

2020 年度第 8回水道橋病院教職員研修会開催
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2021 年２月２日（火）午前９時より、2021 年度一般選抜

（Ⅰ期）が水道橋校舎本館および TKP 新大阪ビジネスセン

ター、TKP 博多駅前シティセンターの３会場において実施

された。志願者数は 508 名であった。

２月５日（金）夕方に本学ホームページにて合格者が発表さ

れ、合格者に合格通知が発送された。

2021 年２月 24 日（水）午後４時より、口腔科学研究セン

ターワークショップがオンラインで開催された。

澁川義幸研究機器管理部長の司会で開会し、井出吉信学長

よりご挨拶をいただいた後、東 俊文口腔科学研究センター

所長から、ワークショップの概要について説明が行われた。

引き続き、2020 年度顎骨疾患プロジェクトの進捗・成果

報告が、プロジェクト推進委員長の山口 朗客員教授（口腔科

学研究センター）と各グループリーダーである東教授（生化学

2021 年２月 25 日（木）午後６時より、2020 年度第９回水

道橋病院教職員研修会がオンラインで開催された。

今回は、「コロナ感染を広げない！見直そう！手洗い講習」

と題して感染予防対策チーム委員会委員の大野啓介助教によ

る講演が行われた。

まず、手洗いの種類について洗浄剤を配合した手洗用消毒

薬を使って流水で洗い流すスクラブ法と、アルコール擦式製

剤を手掌にとり、乾燥するまで擦り込んで消毒するラビング

2021 年３月 13 日（土）午前９時より、2021 年度一般選

抜（Ⅱ期）・大学入学共通テスト利用選抜、および編入学試験

B、学士等特別選抜Ｂが水道橋校舎本館において実施され

た。一般選抜では 247 名、大学入学共通テスト利用選抜 48

名（併願含む）の志願者が、また編入学試験 B では 18 名、学

講座）、石原和幸教授（微生物学講座）、片倉 朗教授（口腔病

態外科学講座）、阿部伸一教授（解剖学講座）から行われた。

最後に、学長奨励研究助成採択者の加藤 宏助教（口腔顎顔

面外科学講座）、国分栄仁講師（微生物学講座）から研究成果

報告が行われ、笠原正貴実験動物施設管理部長の閉会の辞に

より終了した。

当日は、160 名の方が参加し、活発な論議が繰り広げら

れた。

法についての説明があった。現在はアルコール擦式製剤の使

用が推奨されており、手が目に見えて汚れているときは石け

んと流水で手を洗うべきであると説明があった。

また、手指衛生の原則として「一処置一手洗い」を揚げ、

遵守しやすい環境を作ることが大切であると説明があった。

講演の最後は各手洗いの仕方について確認を行った。

今回の講演では日常手洗いの重要性について再認識できる

大変有意義な研修となった。

士等特別選抜Ｂでは 15 名（併願含む）の志願者があった。

3 月 16 日（火）夕方に本学ホームページにて合格者が発表

され、合格者に合格通知が発送された。なお、編入学試験Ｂ

の合格者は、来年度の第２学年に、学士等特別選抜Ｂは第１

学年に入学する。

2020 年度口腔科学研究センターワークショップ開催

2020 年度第 9回水道橋病院教職員研修会開催

一般選抜Ⅱ期・大学共通テスト利用選抜・編入学試験B、
学士等特別選抜B実施

一般選抜Ⅰ期実施
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　2021 年４月７日（水）午前９時 30 分より、水道橋校舎新

館血脇記念ホールにおいて、第 128 期生（2021 年度第５学

年）136 名の登院式が、新型コロナウイルス感染防止を徹底

した上で挙行された。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、片倉 朗水

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迫田紗綾さんが宣誓を行い、式

は滞りなく終了した。

　第 128 期生は今までに学んだ講義・実習や総合学力試験、

共用試験をクリアする中で習得した、知識・技能・態度を存

第 128 期生（2021 年第５学年）登院式開催

▲第 128期生を代表して宣誓を行う迫田さん

2020 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、2021 年３月 16 日（火）午前９時より、水

道橋校舎本館 12 階にて行われた。式は司会の平田創一郎研

修管理委員長の開式の辞に続いて、片倉 朗水道橋病院長より

研修修了者 71 名に修了証が授与された。引き続き、片倉病

院長より訓辞があり、令和２年度臨床研修歯科医症例報告（２

月 15 日（月）提出）の最優秀賞（千葉紗央里）ならびに優秀賞２

名（中川由希子、安蒜麻友里）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 12 日（金）午前 10 時より、市川総

合病院講堂において医科・歯科合同で行われた。式は司会

2020 年度歯科医師臨床研修修了式挙行
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９名、歯科 16 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、その後福島裕之副病院長（卒後臨床研修部長）、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 29 日（月）午前９時よ

り、千葉歯科医療センター講義室において行われた。式

は小林友忠千葉歯科医療センター事務部長の開式の辞に

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、久永竜一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。

分に発揮し登院実習に臨むべく、終始真剣な眼差しで訓示や

心構えを聞いていた。

▲辞令交付をする片倉病院長 ▲修了証を授与する西田市川総合病院長



学内ニ ュ ー ス

22 301 号　2021年 6月 30日発行

　2021 年４月中旬より、いよいよ千葉校舎の解体工事が始まった。撤去作業は 2022 年２月末まで続く計画となっ

ている。

千葉校舎の解体工事が始まる

▲千葉校舎を象徴した病院ロータリー（４月）

▲口腔外科OPE室入口（５月）

▲病院棟屋上から見たロータリー（４月）

▲口腔外科病棟（５月）

▲病院ロビーの廃棄物の集積（４月）

▲臨床棟と病院棟の中庭（４月）
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▲第１教室（５月）

▲中庭から基礎棟ラウンジを見る（５月）

▲基礎棟の全長 120Mの廊下（５月）

▲臨床管理棟を通して病院棟を見る（５月）

▲ガラスブロックが外された実習室（５月）

▲第３教室（５月）

▲病院駐車場から見た病院棟中庭（５月）

▲歯科衛生士専門学校実習室（５月）

▲教務課から見上げる２階部分（５月）

▲基礎棟ラウンジ（５月）

▲教務課前の廊下（４月）

▲キャンパスの樹々の伐採（３月）

▲歯科衛生士専門学校教室（５月）

▲クラッシャーで分断される基礎棟（６月）

▲中庭から見た第３、４教室の入口（５月）
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2020 年 12 月５日（土）午前９時 30 分より、水道橋校舎

新館第２講義室において、2021 年度大学院入学試験（Ⅰ

期）が実施され、外国語（英語）試験および志望講座におけ

る主科目試験・面接が行われた。志願者 29 名が受験し、

12 月 11 日（金）正午に合格者の発表が行われた。

2021 年３月 24 日（水）午後２時 30 分より、2020 年度大

学院歯学研究科修了式がオンラインで行われ、大学院修了者

34 名がアカデミックガウンと帽子を装い出席した。修了式

では、井出吉信学長の式辞と、矢島安朝大学院研究科長の挨

大学院入学試験（Ⅰ期・Ⅱ期）実施

2020 年度大学院歯学研究科修了式開催

また、2021 年２月 27 日（土）午前９時 30 分より水道橋

校舎本館第２講義室において、2021 年度大学院入学試験

（Ⅱ期）が実施され、外国語（英語）試験および志望講座にお

ける主科目試験・面接が行われた。志願者 11 名が受験

し、３月５日（金）正午に合格者の発表が行われた。

拶の後、修了者を代表して石束 叡大学院学生会長が挨拶し

た。

なお、大学院学生会主催による「大学院修了の喜びを分か

ちあう会」は、昨今の事情を鑑み、今年度も中止となった。

▲同窓会長賞を受賞した松上大亮大学院生（左）と澁谷同窓会長

▲歯科放射線学講座佐藤仁美大学院生（右）と後藤多津子教授

▲同窓会長賞を受賞した石束 叡大学院生（左）と澁谷同窓会長

▲摂食嚥下リハビリテーション研究室三浦慶奈大学院生（中央）と 
石田 瞭教授（右）、大久保真衣准教授
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2021 年１月 14 日（木）午後６時より、第 463 回大学院セ

ミナー（キャリアアップシリーズ：基礎系）が顎骨疾患プロジェク

トと共催で、オンラインで開催された。

今回は Abwiz Bio Inc （San Diego, CA, USA）, CEO および 

千葉大学医学部客員准教授の奥村 繁先生に、「キャリアにつ

いて、もう一度考えてみませんか？」と題して講演をいただ

いた。奥村先生は、東京歯科大学大学院を卒業後、理研横浜

研究員を経て渡米し、スタンフォード大学にて研究を行っ

た。研究での様々な挫折から、多様なキャリアパスに気づ

き、BioLegend 社に入社。さらに、カリフォルニア大学サン

ディエゴ校にて MBA を取得。独自技術を用いてモノクロー

2021 年２月 17 日（水）午後６時より、第 464 回大学院セ

ミナー（キャリアアップシリーズ：臨床系）が顎骨疾患プロ

ジェクトと共催で、オンラインで開催された。今回は武田歯

科医院院長の武田孝之先生をお招きし、「キャリアアップシ

リーズ：臨床系」として「なぜ、大学院に入ったのですか、

また、学位取得後、何を行いたいのですか」と題してご講演

をいただいた。

本講演では、武田先生の生い立ちから、東京歯科大学の学

生時代、大学院生時代、さらにインプラント習得のためのベ

ルン大学での研修、インプラントに関する病理学的研究や多

くの先生方との出会いを大切にしたこと、インプラントの研

第 463 回大学院セミナー開催

第 464 回大学院セミナー開催

ナル抗体を開発するベンチャー企業を創業した、多岐に渡る

経験を大学院生に伝えた。診断・治療用抗体開発支援を軸

に、いつかは治療用抗体をベッドサイドに届けるべく奮闘し

ている日常についてもお話しいただいた。人生において高い

満足感や幸福感を得ることを目標とした場合、あらゆる職業

から選択するべきである。しかし、歯科医師以外の選択肢を

考える大学院生はとても少ない。たとえ挑戦し失敗しても歯

科医師として活躍できる。自分の理想や夢に向かい、様々な

職業に挑戦して、人生を豊かなものにするキャリアパスにつ

いてご講演いただき、大学院生にとっては有意義な内容のセ

ミナーとなった。

鑽後、全国から患者さんがきてくれることを夢見てご自分の

歯科医院を開設し、我が国のインプラント治療のリーダーに

なられるまでの道のりをわかりやすくお話しいただいた。こ

の中で、ご自分のインプラント症例や執筆した著書の紹介も

交えて、インプラント治療の素晴らしさを紹介いただいた。

最後に、「一生涯かけてやりたいことを見つけた人は、精一

杯やり切れば良い」と仰るとともに、どこかで迷いが生じた

時やまだやりたいことが明確でない人は「人との出会いを大

切に」「わくわくできる人・場であれば精一杯に出向いてい

こう」というメーセージもあり、大学院生の今後のキャリ

アップに有意義な情報を提供してくれたセミナーであった。

2021 年３月 11 日（木）午後６時より、第 465 回大学院

セミナー（キャリアアップシリーズ：大学での臨床、研究、

教育）が顎骨疾患プロジェクトと共催で、オンラインで開催

された。今回は九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分

野および東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野教

授の福本 敏先生を講師にお招きし、「なぜ小児歯科医を目指

し、歯の研究を進めてきたか」と題して講演をいただいた。

当初はミュータンスレンサ球菌のグルカン合成阻害を目指

して糖鎖の研究を始められた福本先生が、歯の研究に戻られ

第 465 回大学院セミナー開催
てから歯の遺伝性疾患の研究、iPS 細胞を用いた歯の再生、

歯の発生におけるスウィッチング遺伝子の研究、歯の発現遺

伝子のデータベース作成を経て、現在行っておられる歯髄幹

細胞を用いた他家移植や発達障害の解析への利用についてオ

ムニバス形式でお話しいただいた。また、手がけられた研究

の移り変わりとともにキャリアアップに利用された制度も順

に言及していただき、内容の濃い有意義な１時間のセミナー

であった。
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2021 年１月 28 日に日本口腔腫瘍学会誌第 32 巻第１号

に掲載された「口腔癌術後患者に対する摂食嚥下機能評価に

おける MASA-C の有用性」において、オーラルメディシ

ン・病院歯科学講座（元オーラルメディシン・口腔外科学講

座所属）の本田健太郎レジデントが学会賞を受賞した。

MASA-C（The Mann Assessment of Swallowing Ability-

Cancer）は化学放射線併用療法を施行されている頭頸部癌患

者での嚥下評価法であるが、本田レジデントはこの評価法を

本田健太郎レジデントが口腔腫瘍学会にて学会賞を受賞
東京歯科大学口腔がんセンターで遊離皮弁再建手術を施行し

た 29 名の扁平上皮癌患者に応用し、既存の嚥下造影検査

（VF）や Functional Oral Intake Scale （FOIS）と比較して有用

性を検証した。その結果、誤嚥検出のカットオフ値：150.0

点／200 点満点、感度 0.89・特異度 0.80 を示し、MASA-C

は口腔癌手術後の摂食嚥下機能障害のスクリーニング検査と

して有用である可能性が示唆された。今後、症例数の蓄積を

行う予定である。今後の研究の発展が期待される。

▲受賞した本田レジデント（右）と野村武史教授 ▲本田レジデント（中央）と、指導教官の酒井克彦講師（左）、松浦信幸教授（右）
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2020 年 10 月９日（金）、10 日（土）に開催された第 22 回

日本骨粗鬆症学会において、市川総合病院の骨粗鬆症リエゾ

ンサービス（OLS）チームが、「第５回 OLS 活動奨励賞」を受

賞した。これは、全国の骨粗鬆症を取り巻く活動をしている

団体より広く公募され、応募多数の中から特に優れた OLS

活動成果を示した団体に送られる賞である。

市川総合病院では、2017 年より整形外科の穴澤卯圭教

授、水野早希子助教、骨粗鬆症マネージャーを取得した

明石雅代看護師、村山 優看護師を中心に OLS チームを作り

活動している。2018 年からは歯科・口腔外科、放射線科ス

タッフも加わり、活動している。今回、「OLS チーム回診と

医科歯科連携（代表：村山看護師）」と題した、骨粗鬆症治療

を取り巻く多職種医療連携と先進的な医科歯科連携の地道な

活動と実績が高く評価されたものである。村山看護師は、

「今後は、千葉県骨粗鬆症マネージャー連携協議会と連携し、

医療連携の場を広げて行きたいです。」とやる気を見せる。

なお、活動の概要については歯科学報 120 巻３号 P321-

329 に掲載されている。

市川総合病院 OLS チームが骨粗鬆症学会活動奨励賞受賞

オーラルメディシン・病院歯科学講座の中島純子講師が、

2021 年３月 10 日（水）から 12 日（金）まで行われた 29th 

Annual Meeting of the Dysphagia Research Society におい

て、Head and Neck Cancer Alliance Award を受賞した。受

賞演題は「Evaluation of 3-dimensional hyoid bone move-

ments using 320-ADCT in patients after hemiglossectomy 

and neck dissection」であった。本学会は摂食嚥下障害に関

する国際学会として最も歴史が古く権威のあるアメリカの学

会であるが、本年度は新型コロナウィルス感染症の影響を受

けて２年ぶりに Web 開催で行われた。本賞は、頭頸部腫瘍

に対する啓蒙活動、患者支援活動を行っているアメリカの

Head and Neck Cancer Alliance がスポンサーとなり、頭頸

部腫瘍患者の嚥下障害に関する優秀な研究に対して贈られる

賞である。

本 演 題 は 舌 が ん 術 後 患 者 を 対 象 に 320 列 面 型 CT

（320ADCT）を用いて、嚥下時の舌骨の運動を三次元的に評価

し、術後の特異的な舌骨の運動動態を明かにした。さらに、

手術時の顎二腹筋の前腹、後腹、肩甲舌骨筋の切除の有無と

舌骨の移動量の関係性は低いことを明かにし、臨床的に有用

な知見をもたらしたとして高く評価された。320ADCT を用い

中島純子講師が Dysphagia Research Society, Head and Neck Cancer 
Alliance Award を受賞

た摂食嚥下に関する研究は、海外でも施行できる施設が限ら

れているため注目を集めているが、これまでの基礎的な研究を

臨床に結びつけた本研究の今後の発展が期待される。

▲受賞した中島講師（右）と松浦信幸教授

▲市川総合病院OLS チームのメンバー
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2019 年５月 15 日（水）から 2021 年２月 14 日（日）まで

の１年９か月間、スウェーデンの Department of Cariology, 

Institute of Odontology, Sahlgrenska Academy, University of 

Gothenburg（イ エ テ ボ リ 大 学 歯 学 部 カ リ オ ロ ジ ー 科）に

Visiting Researcher として長期海外出張をさせていただきま

したので、その概要についてご報告いたします。

「イエテボリ」 は、スウェーデン語で Göteborg、 英語で

Gothenburg、日本語ではヨーテボリやイェーテボリと表記され

ることが多く見られますが、歯科医療関係者はイエテボリと表

記することが多いため、ここでも先人に倣い「イエテボリ」と

表記します。イエテボリはスウェーデン第２の都市として栄え、

自動車メーカー・ボルボの本社があります。また、４年連続で

Global Destination Sustainability Index による「世界で最も持

続可能な都市」のタイトルを獲得しています。

イ エ テ ボ リ 大 学 は、2020 年 の Academic Ranking of 

World University（世界大学学術ランキング）の Dentistry & 

Oral Sciences の分野で、米国の大学が上位を占める中、18

位 に ラ ン ク イ ン し ま し た。 ま た、2021 年 に QS World 

University Rankings（QS 世界大学ランキング）の Dentistry の

分野で首位になりました。

私は大学院時代から歯周病、口臭、齲蝕の予防に興味を持

ち、それらの研究ができる留学先を探していたところ、

2017 年に日本口腔衛生学会・総会の招待講演のために来日

された Peter Lingström 教授（イエテボリ大学歯学部長・カ

リオロジー科主任）を成田空港から会場の山形までお連れす

る機会を得て、そのことがきっかけとなりイエテボリ大学へ

の留学が実現しました。

Fika（フィーカ）は、コーヒーを飲んだり、おやつを食べな

がら会話を楽しむ、スウェーデンの職場や生活文化に欠かす

ことのできない習慣です。カリオロジー科では 9：30 ～

10：00 と 14：30 ～ 14：50 が Fika の時間（ランチの時間

は別）で、実験の計画を立てる際も、この時間に重ならない

ようにすることが重要でした。どんなに忙しくても Fika の

時間をとることで仕事にメリハリが生まれ、短時間でも作業

が進み、効率よく仕事につながるといわれています。また、

仲間と談笑しながら気軽に確認・相談することができ、コ

ミュニケーションも活性化されます。

留学当初、他の留学生と「なぜこんなに Fika ばかりして

いるのに論文をパブリッシュできるのだろう？」と疑問に

思っていましたが、Fika こそがフラットなコミュニケー

ションを促進し、研究を円滑に進める秘訣なのでしょう。私

にとっても、英語やスウェーデン語での会話が上達し、研究

対象者も見つかり、留学期間中に論文がパブリッシュされた

ことは、この Fika のおかげだと信じています。

研究では、Caries preventive strategies（齲蝕予防戦略）や

Restorative materials（修復材料）に関する、さまざまなプロ

長期海外出張報告

衛生学講座 講師　石塚 洋一

▲筆者（左）と Peter Lingström 教授：イエテボリ大学にて ▲カリオロジー科のスタッフと共に：Cariology Days（講座旅行）での Fika
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▲同じフロアのスタッフと共に：イエテボリ大学の Fika room にて ▲カリオロジー科の同僚 Carolina Bertilsson（左）と筆者：Folktandvården
（公立の歯科医院）にて

ジェクトに携わりました。とくにフッ化物配合歯磨剤の効果

的な使用方法として「歯間部フッ化物濃度に対する異なるブ

ラッシングルーティンの効果」について、長期海外出張に関

す る 役 職 者 イ ン タ ビ ュ ー の 際 に 目 標 に 掲 げ た、Caries 

Research へ の パ ブ リ ッ シ ュ（Ishizuka et al. 2020）と、

COVID-19 の影響で Online にはなってしまいましたが、

ORCA（European Organisation for Caries Research）Congress

での発表を達成することができました。また、２組のマス

タ ー プ ロ ジ ェ ク ト（Stepwise excavation の Systematic 

review、ゲームと口腔の健康）のアシスタントスーパーバイ

ザーも務め、歯学部の学生や大学院生を対象にカリオロジー

のセミナーを開催することもできました。

教育では、カリオロジーの講義と実習だけでなく、歯周病

学、歯科衛生士プログラム、EU 圏外で教育を受けた歯科医

師が免許を取得するための補完コース（KUT）の講義にも参加

させていただきました。そのほとんどはスウェーデン語だっ

たため、講義や実習の後、英語で質問にこたえていただきま

した。

臨床では、Sahlgrenska Academy のカリオロジー科、歯

周病専門クリニック、学生クリニックの他、Folktandvården

（公立の歯科医院）の見学もさせていただきました。制度やシ

ステム、使用する機器、薬剤、製品、治療方針、歯科衛生士

の役割など、スウェーデンと日本の違いを知ることができま

した。

とくにフッ化物に関しては、研究・教育・臨床やスウェー

デンのナショナルガイドラインを通して、推奨される応用

法、フッ化物イオン濃度、使用量、使用方法、Apotek（薬

局）で入手可能な製品などを日本と比較して整理することが

できました。

齲蝕が少ない国として知られるスウェーデンですが、ここ

数年の間、特定の年齢層で齲蝕の増加傾向が示されていま

す。その理由として、食生活の変化、齲蝕を経験してこな

かった親が子に教育をできないこと、移民が多いことなどが

挙げられます。一方、日本では歯の残存に伴い高齢者の齲歯

を持つ者の割合が増加しています。

スウェーデンでは、パブリックヘルスケアやプロフェッ

ショナルケアの場で、齲蝕予防のためにフッ化物バーニッ

シュ（フッ化物イオン濃度 22,600ppm）が応用されていま

す。また、Apotek では，セルフケアのための 900ppm の

フッ化物洗口剤や 5,000ppm のフッ化物配合歯磨剤を処方

せんや指示書がなくても誰でも購入できます。成人期以降に

増加する歯根面齲蝕の予防のためにも、日本でもこれらの製

品を入手しやすい環境が整うことが期待されます。

今回の長期海外出張により、専門領域の予防歯科に関する

共同研究を、イエテボリ大学歯学部カリオロジー科と継続す

ることが可能となり、さらなる発展が期待できます。また、

スウェーデンの歯科医療を学ぶことで、スウェーデンの良さ

だけでなく、日本の素晴らしさも知ることができました。国

によって文化・習慣・価値観などは異なるため、スウェーデ

ンの良いところを日本に適したかたちで取り入れ、日本の予

防歯科の発展に貢献したいと考えております。

このような貴重な長期海外出張の機会を与えていただいた、

井出吉信理事長・学長、齋藤 淳前国際交流部長、杉原直樹

衛生学講座主任教授ならびに関係者各位に厚く御礼申し上げ

ます。また、出張中の学生教育を支えていただいた衛生学講

座の皆様に感謝申し上げます。
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第 126 期卒業生より卒業記念品として、大学の施設備品費用として金 50万円が大学に寄贈された。

第 114 回歯科医師国家試験が 2021 年１月 30日（土）、

31日（日）の両日に実施され、３月 16日（火）に合格者が発

表された。今回の受験者は全国で 3,284 名、合格者は

2,123 名。

本学からは、2021 年３月卒業の第 126 期生 132 名、既

第 126 期卒業生から大学へ卒業記念品贈呈

第 114 回歯科医師国家試験結果
卒者５名の計 137 名が受験、見事 129 名が合格した。

合格率 94.2％（新卒者 95.5％、既卒者 60.0％）という数字

で、全国 29歯科大学歯学部（国公私立）の総合１位（新卒１

位、既卒６位）という輝かしい最高の成績を収めた。

ちなみに、合格率（全国平均）は 64.7％であった。

　2021年度の授業が始まりました。本年度も新型コロナウイルス感染症対策で、授業は対面とオンラインを組み合

わせて実施しています。

2021年度の授業が開始

▲第１学年の講義（生物学・さいかち坂校舎４階） ▲第２学年オリエンテーション（本館 13階）

▲第２学年の生物学実習（マウスの解剖・さいかち坂校舎５階） ▲第５学年登院式後の各科のオリエンテーション（口腔外科・本館 13階）
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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。

田沼順一、松坂賢一 編著
口腔がん早期発見のための口腔細胞診入門 : 歯科医院で取り組むＬＢＣ 
医歯薬出版 , 2020.

数十年前までは歯科医師が口腔がんに遭遇するのは一生に１度あるかないかと言われていました。しか
し、口腔・咽頭がんの罹患患者数はこの 10 年間で２倍以上の増加です。本書は、患者の QOL を保つため
の口腔がん早期発見に有効な細胞診について、細胞採取が簡便な LBC という方法をわかりやすく解説して
います。各症例では顕微鏡像に加えてオールカラーで口腔内写真も載せてあります。日常の診療にも活用で
きる１冊です。 （松坂賢一・病理学講座）

2021 年２月 26 日（金）午後６時より、2020 年度学術情

報セミナーがオンラインで開催された。今回は、国際的な学

術誌『Archives of Oral Biology』（以下、AOB）の Editor in 

Chief である University of Dundee 名誉教授の SW Cadden

先生および Queen's University Belfast 准教授の FT Lundy 先

生、ならびに微生物学講座の石原和幸教授を講師に迎え、

「編集者が語る国際ジャーナル投稿の実際」と題した講演を

いただいた。

セミナー開催に先立ち、まず古澤成博図書館長より挨拶

があった。続く冒頭に、エルゼビア・ジャパン株式会社の

高石雅人氏より、「ジャーナルの選択と、論文のプロモー

ションについて」として、論文投稿における基本的知識や、

近年問題になっているハゲタカ出版と言われる悪質なジャー

ナルの見分け方などの説明が行われた。

Lundy 先生からは、AOB の紹介として、COVID-19 によ

るロックダウンの影響からか、投稿論文数が増加傾向にある

とことや、分野傾向として、ここ数年は細胞分子生物学で増

加、システム生物学で減少傾向にあること、より最近の話で

は、歯の形態学のような伝統分野の復興が見られることや、

法歯学、歯科学で増加傾向にあるといった説明があった。

Cadden 先生からは、論文投稿のアドバイスとして、あら

ゆる点で投稿規定に従うこと、どのジャーナルにも共通す

る、あるいは AOB に特有の、避けるべき誤りに注意するこ

と、オンライン投稿で submit ボタンを押す前に入念に最終

チェックをすることなどの話があった。また、よくある著者

のミスとして、論文がジャーナルの目的に合致しているか、

提出物が揃っているか、図表の形式が適切かどうかなどの具

体例も示され、まずは基本的な形式をきちんと守ることが、

論文投稿を成功させるうえで非常に大事であるということが

語られた。

質疑応答は、石原先生がファシリテータを務め、参加者か

ら事前に寄せられた質問は勿論のこと、当日その場での質疑

応答も行われ、非常に有意義な時間となった。

参加者は大学院生や若手研究者を中心に約 90 名ほどで

あった。本セミナーは質疑応答を含め英語により行われ、通

常の日本語によるセミナーとはまた違った緊張感が感じられ

たが、学会以外ではこのような機会がなかなかなく有意義

だったというアンケートの回答もあり、そうした開催形式も

含め好評を得る結果となった。

2020 年度学術情報セミナー開催

▲講演されるCadden 先生（左上）、Lundy 先生（右上）、石原先生（左下）、高
石氏（右下）
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第 70回東京歯科大学短期大学卒業証書授与式挙行
2021 年 3 月 12 日（金）午後 1 時より、水道橋校舎新館 2

階血脇記念ホールにおいて第 70 回東京歯科大学短期大学卒

業証書・学位記授与式が挙行された。新型コロナウイルス感

染拡大防止のため緊急事態宣言が発令されている中の式と

なった。

式は、杉戸博記教学部長の開式の辞に始まり、国歌斉唱、

佐藤 亨副学長による学事報告が行われた。その後、第 70

期生（短期大学第 2 期生）49 名全員が呼名され、卒業生を代

表して、栗山咲希さんへ鳥山佳則学長より卒業証書が授与さ

れた。

その後、学長の告辞、来賓としてご臨席を頂いた井出吉信

学校法人東京歯科大学理事長、市川明美東京歯科大学短期大

学同窓会会長からご祝辞を頂いた。卒業生を代表して 

栗山咲希さんが明るい未来に向けた力強いあいさつを述べた。

新型コロナウイルス感染拡大を勘案し、合唱や１人ずつ登

壇しての卒業証書授与はなくなったが、式は厳かに幕を閉じ

た。

引き続き行われた記念品贈呈式では、卒業生一同より短期

大学へ骨格模型一体が卒業生代表の佐藤綾美さんより学長

へ、同窓会より卒業生へ記念品として袱紗が同窓会長より卒

業生代表の岩澤菜々恵さんへ贈呈された。

そして最後に 3 年間一緒に学んだ仲間と恩師を囲んで記

念撮影を行い、すべての行事が終了した。

東京歯科大学短期大学

副学長　佐藤 亨

現在、本学に在籍する学生の数は、151 名で、これに対し教授の任にあたる教員の数は 52 名であります。

本日、第 70 回卒業証書・学位記授与式において卒業証書・学位記を授与される者は、49 名であります。これを歯科衛生

士専門学校設置以来の卒業生と合わせますと、2,653 名となります。

学事報告

10 11〓〓〓〓 〓〓〓〓
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10 11〓〓〓〓 〓〓〓〓

第70期　褒賞受賞者

○学長賞（１名）
在学中の学業成績が最も優秀であるので

学長賞を授与する。

栗山　咲希

○優等賞（５名）
在学中の学業成績が優秀であるので

優等賞を授与する。

岩澤菜々恵　　　神崎　柚香　　　小沼緋奈子

髙橋　茉那　　　南井　真優

○精励賞（６名）
在学３ヵ年間精励したので精励賞を授与する。

青木　　萌　　　岩澤菜々恵　　　神田　真尋

佐藤江里子　　　髙橋　茉那　　　髙柳　志帆

▲祝辞を述べる井出理事長

▲祝辞を述べる市川会長

▲卒業生あいさつを述べる栗山さん

▲第 70期生（短期大学 2期生）の記念写真

▲告辞を述べる鳥山学長
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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２期生の皆さん、ご卒業お

めでとうございます。この卒業生達を、見守り、励ま

してこられた保護者の皆さまに、心よりお祝いを申し

上げます。

３年生として過ごしたこの１年間は、新型コロナウ

イルス感染の拡がりと緊急事態宣言によって、大切な

学生生活は大きく制限され、クラブ活動や東歯祭など

への参加もできなくなりました。そして、手指消毒と

マスクによってお互いを守りながら、ソーシャルディ

スタンスを意識し、緊張感をもってコミュニケーショ

ンを取っていくことが日常となりました。

しかしながら、病院実習においては、感染予防につ

いて実践的に学び、感染を不要に恐れることなく、医

療人として感染の拡がりを押さえるために何をすれば

良いのか、身をもって経験することができたこの１年

は、皆さんにとって、大きな財産になるものだと思い

ます。

これから進んでいく歯科医療の世界で、皆さんが遭

遇する症例の多くは、齲蝕や歯周炎をはじめとする、

さまざまな病原菌やウイルスなどによっておこる感染

症です。どうやってこれらの病原体の感染を抑え、治

療に結びつけていくのか、感染症に悩む患者さん達の

治療に、皆さんが短期大学の３年間で学んだ知識と経

験を役立てていってください。また、常に学びつづけ

るという姿を忘れないでください。

皆さんは歯科医師、医師、看護師、管理栄養士など

の多職種が連携したチームの一員として、歯科衛生士

の活躍の場を拡げていって下さい。卒業した皆さんの

中から、将来、次の世代の歯科衛生士のリーダーが輩

出されることを期待しています。

皆さんの輝かしい未来を祈念し、祝辞とします。
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本日、ここに第70回東京歯科大学短期大学卒業証

書授与式を開催するにあたり、教職員を代表して、ご

挨拶申し上げます。まず、卒業される49名のみなさ

ん、並びに保護者の方々に心からお祝い申し上げま

す。昨年度、短期大学初めての卒業式が、開催中止と

なり、本年度は、感染防止に配慮しながら是非とも開

催したいと考え、私も本日の式典を楽しみにしており

ました。

さて、新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束の

道筋が見えず、首都圏一都三県においては、緊急事態

宣言が再度延長されています。すでに接種が開始され

たワクチンに大きな期待が寄せられていますが、時間

がかかりそうです。本学では、この１年間、学部、水

道橋病院と連携し教育と感染防止との両立に取り組ん

で参りました。

リモートによる講義、校舎入館時の検温、手洗いの

徹底、１学年を２教室に分散しての講義などの対応を

行い、また、臨床臨地実習においても、細心の感染防

止に努めました。その結果、１年生から３年生まで、

幸いにも１人の感染者も出ておりません。しかしなが

ら、実習時間は、大幅に短縮せざるを得ず、また、水

道橋病院以外の他施設での実習は中止いたしました。

何とか、本来の実習時間の不足分を補うべき工夫をい

たしましたが、十分補うまでには至らず、コロナ禍で

あるとはいえ、残念であり、申し訳なく思っており

ます。

さて、３月７日に実施された第30回歯科衛生士国

家試験には、３年生全員が受験いたしました。無事に

全員が合格し、４月から晴れて歯科衛生士としてスタ

ートすることを期待しています。幸い、本学には非常

に多くの求人があり、本年度も840の事業所から

1,600人もの募集がありました。このことは、とりも

なおさず、本学に対する期待の大きさの表れでありま

す。

水道橋病院、市川総合病院、さらに新築された千葉

歯科医療センターの３施設には、併せて７名が採用さ

れることになっています。また、10名が専攻科に進

学し、１年後の学士の取得を目指します。卒業生、１

人１人が、それぞれの地域、職場で歯科衛生士として

活躍されることを大いに期待しています。

国家資格である歯科衛生士免許を得ることは、生涯

にわたり、自ら問題意識を持ち、学び続けることで

す。地域包括ケアシステムにおいて専門職として多職

種と協働して歯科保健医療を提供できることが必要で

あり、そのためには、教養と自己開発能力を有する自

律性を持ち、地域社会の様々な場に対応できることが

必要です。そして、これらのことは、本学がまさにデ

ィプロマ・ポリシーとして掲げたことであります。

皆さんは、これから、１人の社会人として、多くの

経験を積み重ねますが、それらは楽しい経験ばかりで

はありません。しかし、つらい経験やブランクがあっ

ても、１年でも長く歯科衛生士として、地域社会に貢

献されることを期待いたします。

むすびに、卒業生49名、保護者の皆様、そして、

ご臨席いただいた来賓の皆様のご多幸を祈念して、私

の告辞といたします。

告　辞
東京歯科大学短期大学
学長　鳥山佳則
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頬を伝わる風が和らぎ、日ごとに春めいてきました。

新型コロナウイルス感染症が流行する中、感染予防

対策を徹底した上で、卒業式を挙行できたことを大変

嬉しく存じます。

私たち70期生・短期大学２期生49名が、無事全員

そろって卒業という日を迎えることができましたのも、

先生方の熱意溢れるご指導の賜物と深く感謝しており

ます。

期待と不安を胸に膨らませて本学に入学した日から

早３年が経とうとしております。

新しいことを授業で学び、放課後にスケーリングの

練習をクラスの仲間と共にした日々が昨日のことのよ

うに思い出せます。

歯科衛生士になるために修得する知識や技術が想像

以上に多く、圧倒されるばかりでしたが、専門的な知

識を身に付ける喜びや先生方、先輩方、友人の支えが

あったおかげで困難も乗り越え、掲げた目標を見失う

ことなく、３年間勉学に励むことができました。

今年は新型コロナウイルスの影響で４月から始まる

予定であったⅡ期臨床・臨地実習が見合わせになって

しまいました。本来行う予定だった市川総合病院での

ICUの見学や周術期口腔機能管理の実習を行うことが

できず、将来一人前の歯科衛生士として働けるのだろ

うかという不安を抱きました。

しかし、代わりに行ったオンライン授業では基礎科

目を中心に復習をし、学修習慣を見直すことができま

した。その為、９月から水道橋病院で再開した臨床実

習は１ヵ月半という短い期間ではありましたが知識が

豊富な状態で挑むことができ、有意義なものにするこ

とができました。

大学病院という素晴らしい環境で実習ができたこ

と、患者様が私たちの実習に快く協力してくださった

こと、先生方、歯科医師、歯科衛生士の方々の温かい

ご指導の賜物と感謝の念に堪えません。

これから私たち49名は、東京歯科大学短期大学で学

んだことを誇りに、医療従事者の１人として常に学び

続ける気持ちを忘れず、患者様の心に寄り添い、専門

的な知識や技術を提供することで医療や社会に貢献し

ていきます。

最後になりますが、これまでご指導してくださった

先生方、職員の方々、家族、そして私たちの大学生活

に関わってくださった全ての方々に、深く感謝申し上

げます。

東京歯科大学短期大学の更なる発展を願って卒業生

挨拶とさせていただきます。

卒業生挨拶
第70期卒業生代表
栗山咲希
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2020 年度東京歯科大学短期大学専攻科修了式開催
2021 年 3 月 12 日（金）午後 1 時より、水道橋校舎新館 2

階血脇記念ホールにおいて 2020 年度東京歯科大学短期大学

専攻科修了式が、第 70 回東京歯科大学短期大学卒業証書授

与式と合同で行われた。新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため緊急事態宣言が発令されている中での開催となった。

修了式は杉戸博記教学部長の開式の辞に始まり、専攻科修

了者（第 1 期生）11 名全員が呼名され、修了者を代表して清

水菜々さんへ鳥山佳則学長より修了証が授与された。また同

時に、修了者全員に独立行政法人 大学改革支援・学位授与

機構の学位審査に合格し、学士（口腔保健学）の称号が授与さ

れ、学長により学位記が手渡された。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、研究活動に制

約のある中での 1 年間であったが、指導教員との連携を密

にして遂行された。

式の終了後、ともに研究を行った仲間と恩師を囲んで記念

撮影を行い、すべての行事が終了した。

▲東京歯科大学短期大学専攻科 1期生の記念写真
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　2021年４月４日（日）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５期生の入学式が挙行された。ご

来賓、短期大学専任教員ならびに新入生保護者臨席の

もとに新型コロナウイルス感染拡大予防に配慮しなが

らも、厳粛な雰囲気のなかで挙行された。

　片田英憲教学部長の開式の辞に始まり、国歌斉唱が

行われた。そして、新入生は呼名により紹介された

後、鳥山佳則学長からの訓辞を緊張の面持ちで受け

た。続いて、井出吉信学校法人東京歯科大学理事長、

市川明美東京歯科大学短期大学同窓会会長からご祝辞

をいただいた。

　新入生代表の安藤らなさんによる誓詞の後、新入生

には学長より新入生代表の庭野ねねさんへ徽章が授与

された。最後に校歌斉唱し、式は滞りなく終了した。

　入学式に続き、教学部長より、ご臨席いただいたご

来賓の方々、短期大学専任教員が紹介された。その

後、同会場において保護者説明会が行われ、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た。最後に、記念撮影を行い、

すべての行事が終了した。

2021年度　東京歯科大学短期大学入学式挙行

新入生のみなさん、入学、誠におめでとうございま

す。東京歯科大学短期大学教職員を代表し、お祝い申

し上げるともに、心から歓迎いたします。

感染防止に配慮し、本日、ここに、皆さんとお会い

できることを大変うれしく思います。

さて、新型コロナウイルス感染症の流行は、１年余

り経過し、いまだ収束の道筋が見えません。本学で

は、教育と感染防止を両立すべく、さまざま工夫を重

ねています。

校舎入館時のサーモカメラによる体温測定から手洗

いの励行をはじめとし、学内の講義においては、１学

年を２教室に分散し、さらに空気清浄機を設置する

等、細心の感染防止に努めています。しかしながら、

最近の感染者数の増加傾向をみると、決して油断する

ことなく、一定の緊張感を持ち、日々、感染防止に取

り組むことが是非とも必要です。

講義は、対面講義とリモートでの講義を併用してい

ますが、保護者の皆さまにおかれましては、ご自宅で

のリモート学習について、何卒ご理解とご協力の程、

お願いいたします。

さて、新入生の皆さんが、これから、学ぶべきこと

は３つあります。

１つめは、歯科衛生士の業務である歯科疾患の予防

処置、歯科診療補助及び歯科保健指導の高い専門性を

身につけ、時代に対応した歯科医療に関する知識及び

技能を修得すること。

２つめは、高齢社会において、楽しく、美味しく、

安全な食事を支援するために、食べる機能を担う口腔

機能の知識と技能を修得すること。

そして、３つめは、医療・福祉の各領域の視点を持

ち、多職種と協働しながら、歯科衛生士の立場から、

人々の健康づくりに寄与するための知識、技能、態度

を修得することです。

皆さんが、この３つを習得するため、すべての教職

員が、１人１人に寄り添ったきめ細やかで、質の高い

教育を実践します。臨床実習においては、水道橋病院

と市川総合病院、千葉歯科医療センターという、３つ

の場でそれぞれの特徴に応じた実習が行えるという、

たいへん恵まれた環境にあります。

さて、この３月に卒業した短期大学２期生は、１期

生に引き続き、全員が歯科衛生士国家試験に合格し、

社会人としての一歩を踏み出しました。

みなさんも３年後には、歯科衛生士として、人々の

健康づくりに貢献できるよう、本学で知識、技術、態

度を習得しますが、そのためには、常に向上心を持

ち、医療人としての倫理観と高い人間性を追求する姿

勢が必要です。

それぞれの科目の知識を着実に定着させるため、疑

問点は遠慮なく教員に質問する、パソコンやタブレッ

ト、スマートフォンも活用しながら、短時間でもその

日の内に復習することが重要です。

その次に必要なのは、異なる科目間の知識を関連付

けて統合することです。基礎系科目間の統合、臨床系

科目間の統合、さらに基礎系科目と臨床系科目を統合

することで、実践的な知識が大きく深まります。この

ように自ら学ぶ習慣を、是非とも身に着けてくださ

い。

新入生のみなさんの学生生活が実りあるものである

ことを祈念し、私の訓辞といたします。
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問点は遠慮なく教員に質問する、パソコンやタブレッ

ト、スマートフォンも活用しながら、短時間でもその

日の内に復習することが重要です。

その次に必要なのは、異なる科目間の知識を関連付

けて統合することです。基礎系科目間の統合、臨床系

科目間の統合、さらに基礎系科目と臨床系科目を統合

することで、実践的な知識が大きく深まります。この

ように自ら学ぶ習慣を、是非とも身に着けてくださ

い。

新入生のみなさんの学生生活が実りあるものである

ことを祈念し、私の訓辞といたします。

訓　辞
東京歯科大学短期大学
学長　鳥山佳則

2019年度　入学式挙行 2019年度　入学式挙行 学長訓辞
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短期大学ニ ュ ー ス

　東京歯科大学短期大学・第５期生の皆さん、入学お

めでとうございます。

　学校法人東京歯科大学の理事長として、大学を代表

し、心よりお祝い申し上げます。

　東京歯科大学短期大学は、1949年に日本で最初に

創立された「東京歯科大学歯科衛生士学校」を母体と

しており、４年前に教育研究の一層の充実を目指し短

期大学として引き継がれました。この３月には、第

70期の卒業生を送り出すとともに、短期大学卒業後

に専攻科に進んだ学生が、１年間の修業年限を終え

て、４年制大学卒業と同等の “学士” の学位を取得

し、臨床の場へと歩み出しています。

　東京歯科大学は、昨年、創立130周年を迎えまし

た。東京歯科大学の歴史は、日本における歯科医学の

歴史と言っても過言ではありません。建学の精神であ

る、血脇守之助先生の「歯科医師たる前に人間たれ」

の言葉は、歯科衛生士のあるべき姿にも通じます。医

療に携わる人は、単に専門の知識や技術を学ぶだけで

はなく、良識ある高い人間性を持つ人となるための努

力が必要である、と説いているのです。

　超高齢社会を迎える日本において、様々な全身疾患

と口腔疾患との関連が明らかとなってきています。口

腔の機能を維持することは、健康寿命を延ばして元気

な老後を過ごす上で、大変重要になっています。その

ため、これからの歯科衛生士は、歯科医院の中だけで

はなく、在宅診療はもちろんのこと、大学病院や総合

病院、介護施設などにおいて、医科や介護、福祉など

の多職種との連携を取りながら、今後、益々、活躍の

フィールドを拡げていくことでしょう。

　これからの３年間を価値のあるものにするかどうか

は、自分自身の勉学に対する姿勢によって決まりま

す。

　皆さんが充実した学生生活を送ることを祈念して、

祝辞とします。

祝　辞
学校法人東京歯科大学
理事長　井出吉信

2019年度　入学式挙行 同窓会長祝辞
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短期大学ニュース

　東京歯科大学短期大学・第５期生の皆さん、入学お

めでとうございます。

　学校法人東京歯科大学の理事長として、大学を代表

し、心よりお祝い申し上げます。

　東京歯科大学短期大学は、1949年に日本で最初に

創立された「東京歯科大学歯科衛生士学校」を母体と

しており、４年前に教育研究の一層の充実を目指し短

期大学として引き継がれました。この３月には、第

70期の卒業生を送り出すとともに、短期大学卒業後

に専攻科に進んだ学生が、１年間の修業年限を終え

て、４年制大学卒業と同等の “学士” の学位を取得

し、臨床の場へと歩み出しています。

　東京歯科大学は、昨年、創立130周年を迎えまし

た。東京歯科大学の歴史は、日本における歯科医学の

歴史と言っても過言ではありません。建学の精神であ

る、血脇守之助先生の「歯科医師たる前に人間たれ」

の言葉は、歯科衛生士のあるべき姿にも通じます。医

療に携わる人は、単に専門の知識や技術を学ぶだけで

はなく、良識ある高い人間性を持つ人となるための努

力が必要である、と説いているのです。

　超高齢社会を迎える日本において、様々な全身疾患

と口腔疾患との関連が明らかとなってきています。口

腔の機能を維持することは、健康寿命を延ばして元気

な老後を過ごす上で、大変重要になっています。その

ため、これからの歯科衛生士は、歯科医院の中だけで

はなく、在宅診療はもちろんのこと、大学病院や総合

病院、介護施設などにおいて、医科や介護、福祉など

の多職種との連携を取りながら、今後、益々、活躍の

フィールドを拡げていくことでしょう。

　これからの３年間を価値のあるものにするかどうか

は、自分自身の勉学に対する姿勢によって決まりま

す。

　皆さんが充実した学生生活を送ることを祈念して、

祝辞とします。

祝　辞
学校法人東京歯科大学
理事長　井出吉信

2019年度　入学式挙行 同窓会長祝辞

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　安藤らな

▲新型コロナウイルス感染予防対策を考慮しながらの入学式

▲誓詞を述べる安藤さん ▲徽章を授与される庭野さん

▲東京歯科大学短期大学歯科衛生学科　第 5期生入学生の記念写真

▲訓辞を述べる鳥山学長
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　2020 年 11 月 19 日（木）午前９時 40 分より、東京歯科大

学短期大学教室において、東京歯科大学短期大学歯科衛生学

科第２期生である第３学年学生 49 名による卒業研究発表報

告会が開催された。今年度は新型コロナウイルス感染症に対

する感染拡大を勘案し、第１、２学年はオンラインで参加す

ることとなった。卒業研究は、卒業後、臨床の場に身を置い

たとしても、日進月歩の歯科医療に適切に対応できるよう、

研究マインドを培うことを目的としている。鳥山佳則学長に

よる開会の挨拶の後、本報告会は、学会形式で始まり、座

長、タイムキーパーなどの役割を第３学年学生が受け持ち、

運営が行われた。スライドを用い４分間の口頭発表と２分間

の質疑応答で行われた。研究テーマは基礎から臨床の幅広い

分野で行われ、それぞれがとても興味深い内容であった。各

　2020 年 12 月 13 日（日）午前 10 時より、2021 年度の入

学希望者を主対象とした入試説明会が開催された。新型コロ

ナウイルス感染症に対する感染拡大を勘案し、オンラインで

の開催となり、参加者は 33 名であった。

　入試説明会では、参加者全員に入学試験に向けた具体的な

勉強方法を中心に説明が行われた後、歯科衛生士の職務・将

自が今まで行ってきた研究の成果を、緊張の中にも懸命に発

表を行い、質疑応答では、直接会場にいた第３学年の学生を

中心に活発な討議がなされた。オンラインにおいて参加した

第１、２学年の学生は、後日登校時に質問を書いた用紙を提

出し、本報告会終了後に作成された質疑応答集にて回答を得

ていた。

　今年度は、特に学校への登校ができない時期もあり、東京

歯科大学および東京歯科大学短期大学の指導教員による主と

してオンラインを活用した長時間にわたる親身な指導が繰り

返し行われ、研究が遂行された。学生１人１人の努力の結晶

が結実した研究成果は、卒業研究論文集としてまとめられ

た。終日にわたって行われた本報告会は、佐藤 亨副学長・

研究部長の挨拶と総評をもって閉会した。

来性や短期大学の概要説明がなされた。オンラインの開催の

ため、写真およびビデオを使用したバーチャル学内見学を実

施し、学内施設、学生実習の様子などの説明を行った。その

後、希望者はオンラインで個別相談が行われ、講義の内容、

学生生活、専攻科についてなど様々な質問に対して、教職員

が対応にあたった。

東京歯科大学短期大学 卒業研究発表報告会

東京歯科大学短期大学 入試説明会開催

▲卒業研究発表会の風景 ▲卒業研究発表会で質問する学生
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　2021 年度東京歯科大学短期大学歯科衛生学科入学者選抜

試験が、水道橋校舎本館 14 階（一部 13 階）教室において、

2020 年 11 月 15 日（日）に学校推薦型選抜／社会人・学士

等特別選抜（Ⅰ期）、2020 年 12 月 20 日（日）に学校推薦型

選抜／社会人・学士等特別選抜（Ⅱ期）、2021 年２月６日

（土）に一般選抜（Ⅰ期）、2021 年３月６日（土）に一般選抜

（Ⅱ期）が実施された。志願者数は、学校推薦型選抜 39 名

（Ⅰ期 33 名、Ⅱ期６名）、社会人 ･ 学士等特別選抜４名（Ⅰ

期２名、Ⅱ期２名）、一般選抜 18 名（Ⅰ期 15 名、Ⅱ期３名）

であった。学校推薦型選抜は、基礎学力試験および面接、社

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため東京都における緊

急事態宣言が発令されている中、第 30 回歯科衛生士国家試

験が 2021 年３月７日（日）に全国 10 か所の試験会場で一斉

に実施された。東京歯科大学短期大学第２期生 49 名は、東

京会場である成蹊大学（東京都武蔵野市）で受験した。今年の

受験は、例年以上に体調管理に努めることが非常に重要であ

り、また思うように登校して友人と共に勉強をする時間もと

れないなどの困難な状況を乗り越え、試験当日を迎えること

となった。

　午前８時 30 分ごろ、短期大学教員より激励を受けた学生

たちは、気持ちを引き締め試験会場へ入室していった。試験

は四肢択一および四肢択二のマークシート方式で行われ、午

前午後それぞれ 110 問、合計 220 問が出題された。午後４

時に終了した。学生たちはすべてを出し切ったすがすがしい

表情を浮かべ、試験会場をあとにした。

　2021 年３月 26 日（木）午後２時に厚生労働省および一般

財団法人歯科医療振興財団より合格者発表が行われ、本学第

２期生 49 名は全員合格した。第１回歯科衛生士国家試験開

始以来、東京歯科大学歯科衛生士専門学校から継続している

合格率 100％を堅持することができた。なお、全国の受験

者 総 数 7,099 名 の う ち 合 格 者 は 6,624 名 で、 合 格 率 は

93.3％であった。

会人・学士等特別選抜は小論文および面接、一般選抜は学科

総合試験および面接を実施した。受験者には郵送にて結果発

表を行った。

　2021 年度東京歯科大学短期大学専攻科入学者選抜試験が

水道橋校舎本館 14 階において、2020 年 11 月 28 日（土）に

Ⅰ期、2021 年１月 16 日（土）にⅡ期が実施された。志願者

数は、Ⅰ期９名、Ⅱ期１名であった。専攻科入学試験は、小

論文および面接を実施した。受験生には郵送にて結果発表を

行った。

2021 年度東京歯科大学短期大学歯科衛生士科および
専攻科入学者選抜試験実施

第 30 回歯科衛生士国家試験実施

▲歯科衛生士国家試験会場に向かう第２期生 ▲歯科衛生士国家試験会場入場前の第２期生
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2021 年度 暦学 年

2021 年度学年暦

年　月　日 曜 行　事　予　定

2021 年 4 月 1 日
2 日 

5 日
6 日
7 日

8 日

21 日
23 日
29 日

木
金

月
火
水

木

水
金
木

新入生・編入生オリエンテーション
5 年生オリエンテーション 
5 年生授業開始 
入学式 
新入生プレースメントテスト 
2・3・4 年生オリエンテーション 新入生健康診断 
5 年生登院式（予定） 
1〜4 年生前期授業開始 

｝フレッシュマンセミナー（予定） 

1〜4 年生休講日（4/29〜5/9 連休） 

4/20（火）　全体教授会［15:30］ 

5 月 27 日 木 6 年生第 1 回総合学力試験（5 月 28 日（金）まで） 5/18（火）　講座主任教授会［15:30］ 

6 月 18 日 金 実験動物供養祭（3 年生） 6/5（土）　東歯学会例会（予定） 
6/15（火）　講座主任教授会［15:30］ 
6/19（土）　父兄会総会 

7 月 22 日 木 1〜4 年生夏期休暇 開始（9 月 1 日（水）まで） 7/13（火）　講座主任教授会［15:30］ 

8 月 30 日 月 6 年生第 2 回総合学力試験（31 日（火）まで）

9 月 2 日
4 日

10 日
13 日
15 日
30 日

木
土
金
月
水
木

1〜4 年生授業再開 
5 年生第 1 回総合学力試験
1〜4 年生前期授業終了 
1〜4 年生前期授業（予備日） 
1〜4 年生前期定期試験（29 日（水）まで）
1〜4 年生実習再試験等実施日 

9/14（火）　全体教授会［15:30］（受験資格判定を含む） 

10 月 1 日

28 日
30 日
31 日

金

木
土
日

1〜4 年生後期授業開始

6 年生第 3 回総合学力試験（29 日（金）まで）

｝東歯祭

10/16（土）　
｝東歯学会総会（予定） 

10/17（日） 
10/19（火）　講座主任教授会［15:30］ 

11 月 10 日
21 日

水
日

解剖慰霊祭（2 年生） 
学校推薦型選抜、帰国子女・留学生特別選抜 
編入学 A、学士等特別選抜 A（未定） 

11/16（火）　講座主任教授会［15:30］ 
11/27（土）　修学指導関係者・父兄個別面談会 

12 月 21 日
25 日
28 日

火
土
火

1〜4 年生前期追・再試験（27 日（月）まで） 
共用試験臨床実習後客観的臨床能力試験（一斉技能試験） 
1〜4 年生冬期休暇 開始（1 月 6 日（木）まで） 

12/1（水）　 講座主任教授会［13:00］ 
（推薦等 合格判定を含む） 

12/14（火）　講座主任教授会［15:30］ 

2022 年 1 月 5 日
7 日

26 日
27 日
28 日

31 日

水
金

水
木
金

月

6 年生第 4 回総合学力試験（6 日（木）まで） 
1〜3 年生授業再開 
4 年生総合学力試験 
1〜3 年生後期授業終了 
1〜4 年生後期授業（予備日） 
1〜3 年生後期授業（予備日） 
4 年生後期授業終了 
4 年生後期授業（予備日） 

1/11（火）　講座主任教授会［15:30］（卒業判定） 

2 月 2 日
8 日

12 日
17 日
18 日
19 日
21 日
22 日
26 日
27 日

水
火

土
木
金
土
月
火
土
日

一般入学選抜（Ⅰ期）（未定） 
1〜4 年生後期定期試験（16 日（水）まで） 

本学創立記念日 
2 年生総合学力試験 
4 年生共用試験（CBT） 
5 年生第 2 回総合学力試験 
3 年生総合学力試験 
1 年生総合学力試験 
4 年生共用試験（OSCE）テストラン（教職員のみ） 
4 年生共用試験（OSCE） 

2/7（月）　 講座主任教授会（臨時）［13:00］ 
（一般選抜（Ⅰ期）、合格判定及び 受験資格判定
を含む） 

2/15（火） 講座主任教授会［15:30］ 

3 月 1 日
7 日
8 日
9 日

10 日
12 日
15 日

火
月
火
水
木
土
火

1〜4 年生後期追・再試験（4 日（金）まで） 
3・4 年生総合学力追・再試験 
1・2 年生総合学力追・再試験 
4 年生共用試験（CBT）追・再試験 
5 年生総合学力追・再試験 
一般入学選抜（Ⅱ期）、編入学 B、学士等特別選抜 B（未定）
第 127 回卒業式（予定） 3/16（水）　 講座主任教授会［13:00］  

（一般入学選抜（Ⅱ期）、編入学 B、学士等特別
選抜 B 合格判定を含む） 

3/22（火）　 講座主任教授会（臨時）［15:30］ 
（1・2・3・4・5 年生進級判定） 
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2021 年度　東京歯科大学短期大学　学年暦

年　月　日 曜日 行事予定

2021 年 4 月 1 日 木 新年度オリエンテーション（〜7 日）
4 日 日 入学式
8 日 木 1〜3 年生 前期授業開始
9 日 金 3 年生 Ⅱ期臨床・臨地実習開始

30 日 金

* 1, 2 年生 休講日（4/29〜5/5 連休）
5 月 1 日 土

6 日 木 学生健康診断（1 年生、3 年生臨床実習 B 班）
7 日 金 学生健康診断（2・3 年生）

23 日 日 オープンキャンパス、入試説明会

6 月 20 日 日 オープンキャンパス、入試説明会

7 月 18 日 日 オープンキャンパス、入試説明会
21 日 水 夏季休暇（8/31（火）まで）

8 月 22 日 日 オープンキャンパス、入試説明会

9 月 1 日 水 1, 2 年生 前期授業再開、3 年生 Ⅱ期臨床・臨地実習再開
8 日 水 1〜3 年生 前期授業終了
9 日 木 前期授業（予備日）（10 日（金）まで）

13 日 月 1〜3 年前期定期試験期間（28 日（火）まで）
14 日 火 3 年生 Ⅱ期臨床・臨地実習終了
17 日 金 3 年生 Ⅱ期臨床・臨地実習補充期間（22 日（水）まで）
24 日 金 3 年生 Ⅲ期臨床・臨地実習オリエンテーション（30 日（木）まで）
24 日 金 2 年生 臨床・臨地実習オリエンテーション（10/1（金）まで）
26 日 日 総合型選抜（Ⅰ期）（未定）

10 月 1 日 金 1 年生 後期授業開始
1 日 金 2 年生 臨床・臨地実習開始式
1 日 金 3 年生 Ⅲ期臨床・臨地実習開始
4 日 月 2 年生 Ⅰ期臨床・臨地実習開始

23 日 土 総合型選抜（Ⅱ期）（未定）
29 日 金 3 年生 Ⅲ期臨床・臨地実習終了

11 月 5 日 金 1 年生 振替授業（水曜日（11/3）分）
7 日 日 修学指導に関する保護者説明会

14 日 日 学校推薦型選抜／社会人・学士等特別選抜（Ⅰ期）（未定）
18 日 木 3 年生卒業研究発表会（1,2 年生出席）
27 日 土 専攻科入学試験（Ⅰ期）（未定）

12 月 1 日 水 1、2 年生前期追・再試験（12/24 まで）
9 日 木 3 年生 第 1 回 卒業試験

12 日 日 オープンキャンパス、一般入試説明会
19 日 日 学校推薦型選抜／社会人・学士等特別選抜（Ⅱ期）（未定）
25 日 土 冬季休暇（1/7（木）まで）

2022 年 1 月 11 日 火 1 年生 後期授業再開、2 年生 Ⅰ期臨床・臨地実習再開
13 日 木 3 年生 第 2 回 卒業試験
22 日 土 専攻科入学試験（Ⅱ期）（未定）
23 日 日 学校推薦型選抜／社会人・学士等特別選抜（Ⅲ期）（未定）

2 月 2 日 水 歯学部一般入学選抜（Ⅰ期）のため休講（予定）
3 日 木 1, 2 年生 後期授業終了
3 日 木 3 年生 第 3 回 卒業試験
4 日 金 2 年生 Ⅰ期臨床・臨地実習終了
4 日 金 後期授業（予備日）（7 日（月）まで）
5 日 土 一般入学選抜（Ⅰ期）（未定）
7 日 月 3 年生 学生集合日（卒業判定結果発表）
8 日 火 1, 2 年生 後期定期試験（21 日（月）まで）

10 日 木 2 年生 Ⅰ期臨床・臨地実習補充期間（15 日（火）まで）
12 日 土 東京歯科大学創立記念日
28 日 月 1, 2 年生 学生集合日（後期定期試験結果発表）

3 月 1 日 火 1, 2 年生後期追・再試験（4 日（金）まで）
5 日 土 一般入学選抜（Ⅱ期）（未定）
6 日 日 第 31 回歯科衛生士国家試験（予定）

11 日 金 3 期生卒業式（予定）
17 日 木 1, 2 年生 学生集合日（進級判定結果発表）（予定）

18 日〜25 日 新 3 年生 Ⅱ期臨床・臨地実習オリエンテーション（市川総合病院）（予定）
（いずれか 1 日）

26 日 土 春季休暇（31 日（木）まで）



46 301 号　2021年 6月 30日発行

人物往来

国内見学者来校

海外出張

市川総合病院

■長野赤十字病院（医師 1 名）

2020 年 12 月 21日（月）　眼科外来、第 2部手術室、

角膜センター

■順天堂大学医学部附属病院（医師 1 名）

2020 年 12 月 24日（木）　眼科外来、第 2部手術室、

角膜センター

■国際医療福祉大学成田病院（医師 1 名）

2021 年 3月 1日（月）　手術室

■順天堂大学医学部附属病院（医師 1 名）

2021 年 3月 25日（木）　眼科外来、第 2部手術室、

角膜センター

■菊池有一郎 講師（微生物学講座）

アメリカ合衆国ルイビル大学歯学部にて口腔微生物に関する

基礎研究の最新実験技術と知見の習得のため、2021 年 3月

25日（木）アメリカ合衆国・ルイビルへ出発。帰国は 2022

年 3月 24日（木）の予定。
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大学日誌

2021 年 1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 金 年末年始休業（〜1/4）

2 土

3 日

4 月

5 火
仕事始め、仕事始めの挨拶

［防火・防災安全自主点検日］
仕事始め、緩和ケア委員会
仕事始めの挨拶

仕事始め
仕事始めの挨拶

6 水 水病薬事委員会 臨床検査運営委員会 リスクマネージャー・ICT 会議

7 木 水病治験審査委員会
感染制御委員会
プログラム委員会

診療記録管理委員会
カルテ指導委員会

8 金
1〜4年生授業再開、臨床教授連絡会
講座主任教授会、第 492 回人事委員会

こどもサポートチーム運営会議
治験審査委員会 ･倫理審査委員会

9 土

10 日
短大学校推薦型選抜（Ⅲ期）、短大社会人・学士等特別
選抜（Ⅲ期）

11 月 成人の日

12 火
短大教授会、図書館事務連絡会
水病感染予防対策チーム委員会

緩和ケア委員会
診療材料検討委員会
地域連携委員会

13 水
基礎教授連絡会、大学院運営委員会
大学院研究科委員会、水病リスクマネージメント部会
水病第 2回地域医療連携委員会

救急委員会
虐待 ･DV対応委員会
ICU 運営委員会
CPC

14 木

患者サービス向上委員会
脳卒中センター運営会議
手術室運営委員会
説明と同意の質向上委員会

15 金
倫理審査委員会・利益相反委員会
令和 2年度第 9回学生部課協議会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

NST カンファレンス
栄養管理委員会

16 土 短大専攻科入学試験（Ⅱ期）

17 日

18 月 市川リレーションシップカンファレンス

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護委員会
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

19 火 衛生委員会 緩和ケア委員会

20 水
国際交流部運営委員会

［機器等安全自主点検日］
褥瘡対策委員会
輸血療法委員会

21 木
TDC ビル協議会、水病診療録指導委員会
水病病院運営会議・医局長会・医療安全管理委員会
水病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

業務連絡会

22 金 図書委員会
給食運営会議
業務改善委員会

23 土

24 日

25 月
医療安全管理委員会
薬事委員会
キャンサーボード

26 火 1〜4年生後期授業終了
診療記録委員会 ･情報システム委員会
クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

27 水
1〜4年生後期授業（予備日）（〜1/28）
水病業務連絡会、水病データ管理者・診療録管理委員会

保険診療委員会
DPC症例検討委員会
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2021 年 2月

28 木 水病教職員研修会
管理診療委員会
バスキュラーボードカンファレンス

29 金 がん薬物療法小委員会

30 土 第 114 回歯科医師国家試験（〜1/31）

31 日

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 月
短大教授会

［防火・防災安全自主点検日］

2 火 一般選抜（Ⅰ期）、水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

3 水 水病薬事委員会 臨床検査運営委員会 リスクマネージャー・ICT 会議

4 木

感染制御委員会
内視鏡室委員会
説明と同意の質向上委員会
医療機器安全管理委員会

診療記録管理委員会

5 金 講座主任教授会（臨時）

6 土 短大一般選抜（Ⅰ期）、短大教授会

7 日

8 月
1〜4年生後期定期試験（〜2/16）
短大 1・2年生後期定期試験（〜2/19）

研修管理小部会

9 火 第 2回予算委員会、水病給食委員会
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

10 水 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

11 木 建国記念の日

12 金 創立記念日

13 土

14 日

15 月
短大教授会

［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 教職員研修会（web）

16 火
水病褥瘡対策委員会、臨床教授連絡会
講座主任教授会、第 493 回人事委員会

緩和ケア委員会

17 水 大学院運営委員会、大学院研究科委員会 褥瘡対策委員会

18 木
水病診療録指導委員会、衛生委員会
水病病院運営会議・医局長会・医療安全管理委員会
水病感染予防対策委員会・個人情報保護委員会

部長会
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会
衛生委員会

19 金 倫理審査委員会・利益相反委員会

20 土 ［機器等安全自主点検日］

21 日 リカレント教育セミナー

22 月
監事監査、第 730 回理事会
国際交流部運営委員会

キャンサーボード 医療連携委員会

23 火 天皇誕生日

24 水
2020 年度口科研ワークショップ
水病業務連絡会
水病データ管理者・診療録管理委員会

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

25 木
TDC ビル協議会
水病教職員研修会

リスクマネージャー会議
管理診療委員会

業務連絡会

26 金 NST カンファレンス

27 土 4年生共用試験（OSCE）テストラン（教職員のみ）

28 日 4年生共用試験（OSCE）
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2021 年 3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 月
1〜4年生後期追・再試験（〜3/4）、短大教授会

［防火・防災安全自主点検日］
薬事委員会
移植医療委員会

2 火
短大 1、2年生後期追・再試験（〜3/5）
水病感染予防対策チーム委員会

緩和ケア委員会

3 水
基礎教授連絡会、大学院運営委員会
大学院研究科委員会、水病薬事委員会

臨床検査運営委員会
リスクマネージャー・ICT 会議
臨床検査部運営委員会

4 木 水病第 2回研修管理委員会

歯科研修管理委員会
感染制御委員会
説明と同意の質向上委員会
プログラム委員会

診療記録管理委員会
カルテ指導委員会

5 金
こどもサポートチーム運営会議
治験審査委員会

6 土
短大一般選抜（Ⅱ期）、短大教授会
千葉歯科医療センター開設式

7 日 第 30回歯科衛生士国家試験

8 月 水道橋会計士監査 研修管理小部会

9 火

市川会計士監査
診療記録委員会 ･情報システム委員会
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会
医科 ･歯科臨床研修医合同症例発表会
地域連携委員会

10 水 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
CPC、医科研修管理委員会

11 木
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会

12 金 短大卒業式・修了式
臨床研修修了式
がん薬物療法小委員会

13 土
一般選抜（Ⅱ期）、大学入学共通テスト利用選抜、編入
学試験 B、学士等特別選抜 B

14 日

15 月
水道橋会計士監査、第 126 回卒業証書授与式
短大教授会

［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

16 火
水病歯科医師臨床研修修了式、講座主任教授会
第 114 回歯科医師国家試験合格発表
臨床教授連絡会（教授会終了後）、人事委員会

緩和ケア委員会

17 水
第 10回図書館事務連絡会
国際交流部運営委員会

褥瘡対策委員会
輸血療法委員会

18 木
衛生委員会
水病病院運営会議・医局長会・医療安全管理委員会
水病感染予防対策委員会・個人情報保護委員会

脳卒中センター運営会議 千葉会計士監査

19 金
倫理審査委員会・利益相反委員会
第 7回図書委員会

NST カンファレンス
栄養管理委員会

20 土 春分の日

21 日

22 月 ［機器等安全自主点検日］羊膜バンク運営委員会

23 火
水道橋会計士監査
講座主任教授会（臨時）、人事委員会

クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

24 水
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

保険診療委員会
DPC症例検討委員会

25 木
TDC ビル協議会
水病診療録指導委員会
水病教職員研修会

部長会
管理診療委員会

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
薬事委員会
医療連携委員会
教職員研修会
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26 金 短大春季休暇（〜3/31） 業務改善委員会

27 土

28 日

29 月 キャンサーボード
歯科臨床研修修了式
業務連絡会

30 火 第 731 回理事会、第 255 回評議員会 緩和ケア委員会

31 水

2021 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

1 木

新入生・編入生オリエンテーション
短大新入生オリエンテーション（〜4/2）
水病歯科医師臨床研修開始式
2021 年度 RR・PF・RA・TA・CA辞令交付式

［防火・防災安全自主点検日］

新入職員オリエンテーション（〜4/2）
歯科臨床研修開始式
カルテ指導委員会・診療記録管理委員会

2 金 5年生オリエンテーション・授業開始

3 土

4 日 短大入学式

5 月
短大オリエンテーション（〜4/7）
令和 3年度入学式
短大教授会

6 火
新入生プレースメントテスト
水病感染予防対策チーム委員会

緩和ケア委員会

7 水
2〜4年生オリエンテーション
水病薬事委員会

感染制御委員会
臨床検査運営委員会

8 木 1〜4年生前期授業開始
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会
プログラム委員会

9 金 医療連携協議会

10 土

11 日

12 月 研修管理小部会

13 火 水病給食委員会
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

臨床修練委員会

14 水 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

15 木

水病診療録指導委員会
水病病院運営会議・医局長会・医療安全管理委員会
水病感染予防対策委員会・個人情報保護委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

部長会
管理診療委員会
説明と同意の質向上委員会

16 金 倫理審査委員会・利益相反委員会 NST カンファレンス

17 土

18 日

19 月 医療安全管理委員会

20 火
水病褥瘡対策委員会、臨床教授連絡会
全体教授会、人事委員会

［機器等安全自主点検日］
緩和ケア委員会

21 水 大学院運営委員会、大学院研究科委員会 褥瘡対策委員会

22 木 TDC ビル協議会 内視鏡室委員会

23 金 給食運営会議

24 土

25 日

26 月 キャンサーボード
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27 火 衛生委員会、水病教職員研修会
診療記録委員会 ･情報システム委員会
クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

28 水
水病業務連絡会、国際交流部運営委員会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会

29 木
昭和の日
1〜4年生休校日（〜5/9）

30 金 業務連絡会



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　　染屋智子
瀧口　葵　　　髙橋恭子　　　田島大地
多田美穂子　　橋本尚呂子　　宮川裕暉
山本美紀　　　渡辺　賢

橋本貞充

編集後記

　第126期生の卒業式、第132期生の入学式、そして、短期大学
と大学院の卒業式・修了式と入学式が執り行われました。
　Covid-19の感染拡大の波が終息しない中、限られた参加者と共
に３つの班に別れ、座席の間隔を広く開け、“校旗は燦たり “をこ
ころの中で斉唱した。１年前、苦渋の決断で開催が見送られた卒
業式。今年は、仲間と共にその日を迎えることができたことへの
喜びと感謝が溢れる。

　卒業と入学。自分の人生における、確かな区切りの日。次なる
ステージへと向かう、期待と漠然とした不安のなかで、勇気を出
して新しい第一歩を踏み出す。
　こころの中で歌う校歌が、6年間の学生生活を通していつの間
にか、血脇イズムと共に、自分の人生の中に織り込まれているの
に気づく。辛かったり、苦しかったり。嫌なことだって、あんな
にたくさんあった筈なのに、その苦い思いは形を変えて、自分の
なかで、今の自分自身を支えている。
　努力は裏切らない。どんな時でも、どんなつらい時でも、歩き
続けていれば素敵なものとの出逢いは、きっとある。自分を応援
してくれるひとは、必ずいる、と。

　新しくモダンな千葉歯科医療センターが開院し、地域医療への
貢献と次世代の歯科医療を担う優秀な人材を育成するための臨床
教育・研究機関としての役割を担って、診療が開始された。
　さいかち坂と水道橋で学び、国家試験に合格した卒業生達の将
来に向けて、千葉歯科医療センターの先端機器と診療システムを
使って研鑽を積み、歯科医師としての知識と技術を身につけ、自
信を持って歯科医療の現場に出て行くための、新たな選択肢が加
わった。

　そして、千葉キャンパスの中に建てられた背の高い真っ白な仮
囲いフェンスの向こう側。役割を終えた千葉校舎の解体工事が、
粛々と計画通りに進められていく。
　そこで学び、働いていたひとびとが去ったあとの建物は、電気
と水道が止められ、呼吸と血液の循環が停止し、脱皮して脱ぎ捨
てられた殻のように、色が白く失われる。からだの中で、役目を
終えた細胞が  Apoptosisを起こして静かに消えていくように。か
つての賑わいは、そこで学んだ卒業生たちの記憶の彼方に去り、
想い出のなかだけに残った日々が、時間の流れの中で鮮やかな輝
きを増していく。

　昭和４年11月に落成した煉瓦造りの旧東京歯科大学校舎と病
院、現在の市川総合病院の場所にあった教養課程のピンク色の校
舎とポプラ並木のグラウンド、開通した東京外環自動車道のすぐ
脇にあった旧市川病院、そして、今、取り壊しの進む、千葉キャ
ンパスの校舎と病院。当時を知る人たちも、今では数えるほど。
　吐故納新。古いものを壊さなければ新しいものはいれられない。
130年の間、いくつもの試練を乗り越えながら、そのたびに新し
いものを造りあげてきた東京歯科大学の変革の歴史の中に、すべ
てが刻まれていく。
 

広報・公開講座部長：橋本貞充

東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（2021年6月現在）

 

水道橋本館の一角。イタリア産
の翠の大理石に嵌め込まれた、
東京歯科大学旧校舎の外壁の煉
瓦。その上に、千葉校舎の古い
教室のガラスブロックをひと
つ。かさねてみる。90年間の
歴史の重み。

夜の千葉歯科医療センター。
ガラス張りの診察室の明かり
が、まわりの深緑を照らしてい
く。新旧交代。新しい千葉キャ
ンバスの始まりの時。

千葉校舎基礎棟4階。かつて東
洋一といわれた120ｍの長い直
線の廊下は、内装が剥がされ、
骨組みだけとなって、静かに時
を終える。
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