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2022年4月5日（火）午前10時より水道橋校舎新館

血脇記念ホールにて、令和4年度東京歯科大学入学式

が午前と午後の2部制にて挙行された。

今年も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点によ

り、登壇者は井出吉信理事長・学長をはじめ、一部の

大学役職者、同窓会会長、父兄会会長、法人常務理事

のみとし、保護者については1家族1名のみご出席い

ただくことで、会場の密を避けて開催した。

阿部伸一学生部長の開式の辞に始まり、昨年度同様

国歌については声に出さず、心の中での斉唱となっ

た。続いて、山本仁教務部長が新入生128名と第2学

年の編入学生6名を、ひとりひとり呼名し、紹介が行

われた。

続いて、井出学長により訓示が述べられ、澁谷國男

同窓会長より祝辞を頂戴し、各部の最初の出席番号の

学生（第1部：青木錬さん、第2部：青山空來さん）

により宣誓が行われ、2番目の出席番号の学生（第1

部：赤池まゆさん、第2部：飯塚修平さん）に徽章が

授与され、会場内の新入生や保護者に披露された。

最後に会場内全員で校歌を心の中で斉唱し、無事滞

りなく閉式した。

令和4年度　東京歯科大学入学式挙行

〓
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2022 年度 入学式挙行
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が午前と午後の2部制にて挙行された。

今年も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点によ

り、登壇者は井出吉信理事長・学長をはじめ、一部の

大学役職者、同窓会会長、父兄会会長、法人常務理事

のみとし、保護者については1家族1名のみご出席い

ただくことで、会場の密を避けて開催した。

阿部伸一学生部長の開式の辞に始まり、昨年度同様

国歌については声に出さず、心の中での斉唱となっ

た。続いて、山本仁教務部長が新入生128名と第2学

年の編入学生6名を、ひとりひとり呼名し、紹介が行

われた。

続いて、井出学長により訓示が述べられ、澁谷國男

同窓会長より祝辞を頂戴し、各部の最初の出席番号の

学生（第1部：青木錬さん、第2部：青山空來さん）

により宣誓が行われ、2番目の出席番号の学生（第1

部：赤池まゆさん、第2部：飯塚修平さん）に徽章が

授与され、会場内の新入生や保護者に披露された。

最後に会場内全員で校歌を心の中で斉唱し、無事滞

りなく閉式した。

令和4年度　東京歯科大学入学式挙行
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新入生宣誓
第一部新入生代表
青木　錬

第二部新入生代表
青山空來

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。

▲祝辞を述べる澁谷同窓会長 ▲入学式の様子

▲徽章を授与される赤池さん ▲徽章を授与される飯塚さん
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2022 年度 入学式　入生宣誓
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新入生の皆さん、入学おめでとうございます。歴史

ある東京歯科大学の第133期生として、迎えられるこ

とを大変うれしく思います。

またご列席の保護者の皆さまには、東京歯科大学を

代表として、こころよりお祝い申し上げます。

この仲間と共に、お互いに助け合い、切磋琢磨しな

がら、日々の勉学に励むのはもちろんのこと、クラブ

活動や、さまざまな先生、先輩、友人との出会いを通

して、皆さん１人ひとりが、人生の糧となる多くのこ

とを学んでいかれることを期待しています。

価値観が複雑に絡み合う社会の中では、正解が１つ

とは限りません。

答えが、見つからない問題も多くあるのです。

その中で、何が本当に正しいものなのかを判断する

ためには、ひとつの偏った情報を鵜呑みにせず、自ら

が積み上げてきた知識と経験をもとに、自分の頭でし

っかりと考え、判断することが大切です。世の中に溢

れる情報の中から、一方的で間違った考えやフェイク

ニュースに惑わされることなく、正確で客観的な情報

を集めるためには、多くの本を読み、根拠のある文献

を調べ、いろいろな人たちと議論する機会を通して、

知識を積み重ね、視野を広げていくことが必要となっ

てきます。

皆さんが進んでいく医療の分野においては、常に

「科学的根拠に基づく医療」の実践が求められている

のです。

これから始まる大学での勉強は、各科目の講義を通

して、問題点を見つけ、自ら考えて解決し、積極的に

学んでいく、自学自習の姿勢が求められます。東京歯

科大学では、学生の皆さんの知的好奇心や学習意欲に

対応するべく、教育・学習環境を整備すると共に、講

義や実習の教育プログラムを常に改良し、充実させて

います。このような恵まれた環境の中で、学生一人ひ

とりの努力と、教職員の情熱から生み出されるチーム

力による成果が、毎年の歯科医師国家試験における高

い合格率にも現れているのです。

皆さんが将来、不安を抱えた患者さんと向き合い、

症状を診て病気を診断し、信頼されるリーダーとなる

ためには、常に、今、何をするべきかを考えながら、

歯科医師となって社会に貢献するという、自らが選ん

だ将来のために、覚悟を持って勉学に励んでくださ

い。

世界で活躍する歯科医師がこの中から育っていくこ

とを期待しています。

入学おめでとう。

訓　辞
東京歯科大学

理事長・学長　井出吉信

〓〓 〓〓305号より柱変更─Indesignデータの柱を使用する〓〓
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2022 年度 入学式　学長訓辞
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〓〓 〓〓〓InDesignの柱を使用する〓〓〓

祝　辞
東京歯科大学同窓会
会長　澁谷國男

新入生の皆さん、また保護者の皆様、東京歯科大学入学、誠

におめでとうございます。同窓会を代表して心よりお祝い申し

上げます。

この２年、新型コロナウイルス感染症蔓延という大変厳しい

受験環境のもと見事にその難関を克服し、栄冠を手にされまし

た。

東京歯科大学同窓会は、明治28年本学の建学者である

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」として設立さ

れ、さらに日本歯科医師会を創設されました。

今日の歯科医療は単に口腔だけにとどまらず全身の健康とも

深く関連し、著しい高齢化のもと健康寿命の延伸に多大なる貢

献をしております。このように現在の歯科医療は深く社会との

関連があり、歯科医学の学習と共により広い視野と社会性、更

に人間としての品格を養うことが重要となっております。

同窓会はＴＤＣアカデミアの名のもと「卒後研修、臨床セミ

ナー、医療教養」を三本柱として、それぞれのニーズに適応し

た生涯研修の場を同窓の皆様に活用していただいております。

人間性豊かで、社会性のある歯科医師を目指し、各分野からの

技術・情報・教養を大いに吸収してください。

現在同窓会は9,200余名を擁し、全国すべての都道府県に同

窓会支部を有しております。皆さんは入学と同時に同窓会準会

員となり、卒業と同時に生涯にわたり同窓会員となります。全

国の同窓会支部は在学生の皆さん、ご父兄との連携を心から歓

迎しております。是非、学生時代からの交流を図っていただく

ようお願い申し上げます。幅広い分野で活躍できる人材育成を

目標として同窓会はご支援いたします。

この６年間が充実し、光輝く学生生活となることを心から

願って祝辞といたします。

ご入学誠におめでとうございます。
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ご挨拶

教授就任のご挨拶

物理学研究室

池上 健司

この度、2022 年４月１日付で物理学研究室の教授を拝命

いたしました池上健司と申します。長い歴史を誇る東京歯科

大学の教授を拝命いたしましたことは、身に余る光栄であり

ますとともに、重責に身が引き締まる思いです。ご推薦およ

びご選考いただきました諸先生方に深く感謝申し上げます。

私は、1994 年に千葉大学大学院自然科学研究科を修了

後、1996 年より東京歯科大学物理学研究室に勤務し、前任

の望月隆二教授のご指導のもと、教養系の教員として教育と

研究に携わってまいりました。教育においては、第１学年で

物理学と情報科学入門、第２学年で実習自然科学Ⅱと生体現

象の物理学を担当してまいりました。これらの科目では、歯

科基礎とのつながりを例示し、学んだことを学生が歯科で応

用できることに留意し、指導してまいりました。また、教養

と基礎の相互協力として、第３学年の歯科理工学実習にも参

加してまいりました。研究においては、理科教育について、

学生がつまずく理科的基礎知識の変化をとらえ、講義内容と

方略の研究、実践をしてまいりました。また、大学院在学中

からの課題である曲がった時空中の量子論や宇宙論について

の研究も続けてまいりました。

今後も、微力ではございますが、教養教育を通して、地力

をもった学生の養成に努め、本学の発展に尽力してまいる所

存です。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

数学研究室

高際 睦

この度、2022 年４月１日付けで数学研究室教授を拝命致

しました。井出吉信理事長・学長をはじめ、選考委員会の皆

様には心より感謝申し上げます。

私の専門は統計学（データ科学）です。昨今のデータサイエ

ンスブームを考えると、先見の明があるかのように見えます

が、ちょっと事情は異なります。私の卒業した慶應義塾大学

理工学部数理科学科では、卒業研究のときに、大きく分け

て、純粋数学、計算機科学、統計学の３分野から一つの研究

テーマを選びます。統計学以外の２分野が性に合わないと勝

手に判断しただけの行き当たりばったりの選択でした。しか

も、統計学の研究をする上で、純粋数学の知識や計算機の活

用は必須ですので、大学院の修士・博士課程の時はあまりや

りたくなかったこれらの分野も真剣に取り組まなければなり

ませんでした。ところが、どちらかと言えば毛嫌いしていた

純粋数学もちゃんと勉強してみれば、非常に興味深く、面白

いものでした。最先端の研究に較べると、私の勉強したとこ

ろなどはほんの序の口でしかないと思いますが、それでも、

数学（統計学）の論理の美しさ、奥深さは感動するほどでし

た。東京歯科大学で教鞭をとるようになって、この感動を学

生に伝えたいと思って日々精進していますが、なかなか難し

い道のりであることを実感しています。

今後も、東京歯科大学のさらなる発展に貢献できるよう尽

力する所存です。何卒、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます。
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内科学講座

徳山 博文

この度、2022 年４月１日付で内科学講座教授を拝命致し

ました。井出吉信理事長・学長、西田次郎市川総合病院長、

選考委員会の先生方、ご推薦いただきました慶應義塾大学

医学部長の金井隆典先生、慶應義塾大学病院長の松本守雄

先生、慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝科教授の伊藤 裕

先生に心より感謝申し上げます。

私は 1993 年に慶應義塾大学医学部を卒業し、同内科学教

室へ入局致しました。２年間の慶應義塾大学病院での研修の

後、足利赤十字病院、国立神奈川病院での研修を終え、腎臓

内分泌代謝科へ帰室致しました。以来、虚血性腎症・肥満関

連腎症・糖尿病性腎症の病態生理研究を行い、腎臓機能障害

の進行抑止のための治療法の確立を目指して参りました。

2021 年４月から市川総合病院へ赴任となり、早いもので

１年となりました。市川総合病院は大学病院であると同時

に、地域住民から大きな期待を寄せられる基幹病院でありま

す。千葉県は腎臓専門医、透析専門医、高血圧専門医数が全

国ワースト５に入ってしまう専門医過疎県であり、果たすべ

き役割は大きいと考えております。決して対岸の火事ではな

い戦争が起き、そして今だ終息しない新型コロナウイルス感

染症が蔓延している時代に、医師として地域医療に従事でき

ることを感謝しております。

診療・教育・研究を通じて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、全力を尽くして

参ります。

市川総合病院脳神経外科

佐々木 光

この度、2022 年４月１日付で市川総合病院脳神経外科教

授を拝命致しました。就任にあたりまして、一言ご挨拶申し

上げます。

私は、1990 年に慶應義塾大学医学部を卒業後、同脳神経

外科学教室に在籍しました。関連施設での脳神経外科医師と

しての勤務、1998 年から 2001 年までマサチューセッツ総

合病院への海外留学の後、2006 年から 16 年間、同医学部

脳神経外科スタッフとして勤務しておりました。脳神経外科

学には、脳血管障害（外科、血管内治療）、脳腫瘍（良性、悪

性）、機能性疾患（てんかん、三叉神経痛、パーキンソン病な

ど）、下垂体近傍腫瘍、脊椎・脊髄、小児脳神経外科など、

多くのサブスペシャリティがありますが、私は特に脳腫瘍の

診療（手術、化学療法、分子診断、ゲノム医療）と研究を専門

として参りました。

市川総合病院は特に脳血管障害において伝統のある施設で

あり、医療圏における脳卒中急性期医療の中心を担っており

ます。私は、僭越ながらその伝統を守るとともに、今までの

経験を生かして、脳腫瘍診療においても近隣地域の中核的施

設となるべく、尽力致したいと考えております。また歯科大

学として、脳神経外科の立場から、歯学部学生の教育にも注

力致したいと考えております。

これまでとは異なる環境での仕事であり、当面は戸惑うこ

とも多いかもしれませんが、微力ながら本学の発展のために

努める所存でございます。ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろし

くお願い申し上げます。
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ご挨拶

准教授就任のご挨拶

衛生学講座

石塚 洋一

2022 年４月１日付で、衛生学講座准教授を拝命いたしま

した。大変光栄であるとともに身の引き締まる思いです。

井出吉信理事長・学長をはじめ、ご支援いただきました諸先

生方ならびに選考委員の先生方に心より感謝申し上げます。

私は 2007 年に東京歯科大学を卒業し、千葉病院で臨床研

修を修了した後、2008 年に歯周病学講座に入局し、山田 了

名誉教授、齋藤 淳教授のご指導のもと、大学院を修了いたし

ました。2012 年に衛生学講座に移籍してからは、松久保 隆

名誉教授、杉原直樹教授のもと研鑽を積み、衛生学・口腔衛

生学の教育、研究、社会活動に尽力しております。また、

2019 年５月から１年９か月間、スウェーデン・イエテボリ

大学歯学部カリオロジー科に長期海外出張の機会をいただ

き、Peter Lingström 教授のご指導のもと、フッ化物配合歯

磨剤の効果的な使用方法などカリオロジーに関する様々なプ

ロジェクトに携わりました。共同研究は現在も継続してお

り、専門領域の予防歯科に関する研究をさらに進展させてい

きます。さらに、日本口腔衛生学会の指導医・専門医、フッ

化物応用委員会委員として、予防歯科臨床および歯科公衆衛

生活動の活性化に努めます。

Society 5.0 に共通して求められる力の一つに「科学的に

思考・吟味し活用する力」があげられます。担当している

EBM、EBD の教育を通して、エビデンスを臨床に活かす力

を育みたいと考えております。また、GRIT（やり抜く力）を

伸ばす教育を展開していくために、私自身も GRIT を高めて

いきます。

東京歯科大学および歯科医学の発展に貢献できるように誠

心誠意努めます。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。

市川総合病院脳神経外科

片山 正輝

2022 年５月１日付で市川総合病院脳神経外科教授を拝命

いたしました。就任にあたりこれまで格別のご指導とご厚

情を賜りました井出吉信理事長、西田次郎市川総合病院長、

松井淳一副学長、菅 貞郎脳神経外科特任教授に心より御礼

申し上げます。

私は 1994 年に慶應義塾大学医学部を卒業し、足利赤十字

病院、国立東京第二病院、慶應義塾大学病院に勤務、解剖学

教室研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター非常勤研

究員を経て、2006 年に市川総合病院脳神経外科へ赴任しま

した。2005 年に開設された脳卒中センターの運営、発展に

注力し、本年４月から脳卒中センター長を兼務しています。

私の仕事は、①マルチモダリティーを統合した包括的脳卒中

診療、②口腔機能管理に代表される歯科診療と連携、③県内

共用の多職種による脳卒中地域連携、④疾患を超えた栄養管

理です。

①の脳卒中の外科治療では、穿頭、開頭術に加えて経動脈

的、経静脈的にカテーテルを駆使した脳血管内手術、ナビ

ゲーション技術を併用した神経内視鏡手術を導入しました。従

来治療と併せて最良の治療を行っています。②では、口腔機

能管理とその一部である周術期口腔機能管理が脳卒中でも有

用であることを示しました。同様に医科診療は歯科診療の様々

な場面で貢献します。歯科診療と医科診療の共闘は医療界の

進歩に繋がります。③では、多職種診療情報のシームレスな

共有を企図した千葉県共用脳卒中地域医療連携パスの運営、

啓発、改良を 2010 年の起案時から行っています。本年度より

県内急性期病院で構成される計画管理病院協議会代表世話人

を務めます。④の脳卒中患者管理からはじめた栄養管理は疾

患に関わらず有用です。栄養管理室長として病院給食運営に、

NST チェアマン、摂食嚥下支援チームの一員として診療科を越

えた栄養マネジメントに尽力しています。

微力ではございますが、一人一人の患者様の診療、地域医

療、脳神経外科・脳卒中医療のさらなる発展のため、臨床の

最前線にて診療、人材育成、研究に誠心誠意尽力いたす所存

でございます。口腔機能管理をはじめとする歯科医療との協

力、連携の実践、啓発が私の使命であると心に刻んでおりま

す。なお一層のご指導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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外科学講座

瀧川 穣

この度、2022 年４月１日付で外科学講座の准教授を拝命

いたしました。大変光栄であるとともに、その責務の重さ

を実感しております。就任にあたり井出吉信理事長・学長、

松井淳一副学長、長谷川博俊教授をはじめ選考委員会の先生

方、またこれまでにご指導いただいた諸先生方には心より感

謝申し上げます。私は 1995 年に慶應義塾大学を卒業後、一

般・消化器外科に入局、1997 年より５年間、国立がん研究

センター中央病院で肝胆膵領域手術を研修し、2005 年より

３年間ほど米国のコーネル大学へ留学、肝臓がん増殖抑制の

研究に携わりました。帰国後６年間は足利赤十字病院にて地

域医療発展に従事したのち、2014 年に市川総合病院外科学

講座講師として赴任いたしました。松井淳一教授のご指導の

もと、膵臓がん外科的治療を中心に一から診療を見つめ直

し、2020 年からは長谷川博俊教授にご指導いただき、後進

の育成とともに肝胆膵領域手術を中心に外科学講座の前進に

積極的に取り組んでまいりました。

現在は膵臓がんに対する集学的治療と手術後残膵に生じ　

る病態について研究を重ねながら、難治性である肝胆膵領域

がんに対し根治性を高めつつ術後の QOL 維持に留意した治

療を進めています。

昨今のコロナ禍やウクライナ危機など不安定な状況から診

療の変更が余儀なくされ、市川総合病院や外科としてもこう

した状況に対応してまいりました。時代の変化に負けない堅

実な意志と柔軟な心を持って、教育、研究、臨床に従事し、

本学の発展のため努力を重ねてまいります。今後ともご指導

ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。

病理学講座

國分 克寿

この度、2022 年４月１日付で病理学講座准教授を拝命い

たしました。井出吉信理事長・学長、橋本正次副学長をはじ

め選考委員会の先生方、ご推薦いただきました松坂賢一主任

教授に心より感謝申し上げます。

私は、2005 年に東京歯科大学を卒業後、井上 孝教授、が

ん研究会がん研究所の芝 清隆部長、下野正基教授、そして

現病理学講座主任教授である松坂先生のご指導のもと教育、

研究、診断に従事させていただいております。

病理学が取り扱う教育内容は基礎から臨床まで幅広く、し

かも全身に及びます。学生には、基礎と臨床の接点である病

理学の学修を通して両者の重要性を認識させ、学修意欲なら

びに学生資質の向上を図ります。

口腔がんには扁平上皮がんや唾液腺腫瘍などがあり、その

病理組織像は多彩で、病理組織学的診断のみでは難しいこと

があります。このような診断困難症例においては、組織像以

外のアプローチが必要であり、がんゲノムの解析が重要であ

ると考えられています。そこで研究面では、ゲノム情報を併

用した病理診断解析システムの確立を目指していきます。

診断業務においては、臨床検査科スタッフと密接に連携し

て口腔病理専門医としての応分の責任を果たすとともに、大

学病院が遂行する高度先進医療の基盤となりうる病理診断を

提供できるよう、診断の質の向上に努めます。

微力ではありますが、東京歯科大学の発展のために少しでも

お役に立てるよう努力していきたいと思います。また、松坂主

任教授を支え、教育、研究、診断においてより一層の研鑽を

積んでまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。
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ご挨拶

短期大学

菅野 亜紀

2022 年４月１日付で短期大学教授に就任いたしました。

大変光栄でありますとともに、その責務の重大さに身の引き

しまる思いがいたします。

私は、1995 年に東邦歯科医療専門学校を卒業後、同校の

専任教員として 13 年間勤務し、歯科衛生士教育年限の３年

制への移行に伴う新カリキュラムのプランニングや各種届出

書類の作成に携わる経験をいたしました。退職後は、興味を

抱いていた「摂食嚥下リハビリテーション」を学ぶために、

新潟大学大学院医歯学総合研究科に進学し、2013 年に摂食

嚥下に関する神経生理学的研究で学位を授かりました。

2015 年９月に東京歯科大学歯科衛生士専門学校の教員に

採用いただき、市川総合病院の歯科・口腔外科を 2020 年３

月まで兼務いたしました。ここでは、歯科医師・歯科衛生士

の皆様をはじめ多職種の方々にご協力いただき、短期大学の

周術期口腔機能管理に関する臨床実習プログラムを構築させ

ることができました。これは、現在、日本歯科衛生士会から

の委託事業である認定歯科衛生士研修へも繋がっています。

また、研究面では、「オーラルフレイルの早期発見を目指

した気圧計を応用した口腔機能の検証」をテーマに、口唇機

能とサルコペニアの関連性の検証を進めております。

2020 年４月に、准教授、短期大学教学副部長を拝命し、

コロナ禍でのカリキュラムの立案・実施等を行った際は、こ

れまでの経験が大いに役に立ちました。本年６月に教務部長

を申し付かりましたが、引き続き、より充実した学生教育を

目指して職務を全うできるよう専心努力する所存です。

今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

短期大学教授就任のご挨拶
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学内ニュース

第 5学年登院式開催

2022 年度修学指導方針説明会開催

2022 年４月 11 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５学年 128 名の登院式が挙行

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、一戸達也千葉歯科医療センター

長、片倉 朗水道橋病院長が訓示を述べられた。訓示の後、

登院生を代表して平山成之助さんが宣誓を行い、スチューデ

ントデンティスト認定証が井出学長より授与された。最後に

列席者の紹介を行い、式は滞りなく終了した。学生達は、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。

▲宣誓を行う学生代表の平山さん ▲登院式の様子

2022年度歯科医師臨床研修開始式挙行
2022 年４月１日（金）午前 10 時より、水道橋病院と千葉

歯科医療センターにおいて、2022 年度歯科医師臨床研修開

始式が挙行された。

水道橋病院では、水道橋校舎本館 12 階において行われ

た。片倉 朗水道橋病院長による辞令交付、訓辞に続き、

古澤成博水道橋副病院長からの教員紹介、挨拶をいただき、

2022 年４月５日（火）の入学式終了後、水道橋校舎新館血

脇記念ホールにて、2022 年度修学指導方針説明会が午前と

午後の２部制で開催された。

まず、井出吉信学長より「指導方針（総括）」について説明

があり、続いて橋本正次副学長より「学生修学の指導方針」

について、山本 仁教務部長より「学生勉学の指導方針」に

無事に式を終了した。

千葉歯科医療センターでは、千葉歯科医療センター講義室

にて行われた。一戸達也千葉歯科医療センター長による訓辞

に続き、久永竜一研修管理委員長からの挨拶をいただき、無

事に式を終了した。

ついて、最後に阿部伸一学生部長より「学生生活の指導方

針」について、それぞれスライドを用いて説明がされた。

参加した保護者は、直接説明を聞くことができる機会を逃

すまいと各自スマートフォンやタブレットなどで録画をする

など、熱心に耳を傾けていた。
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学内ニュース

2022 年度フレッシュマンセミナー開催
2022 年４月 20 日（水）から 22 日（金）までの３日間、か

ずさアカデミアパーク（千葉県）において、2022 年度フレッ

シュマンセミナーが開催された。本セミナーは「歯科大学１

年生としての学習の心構え」、「How to learn, how to study」、

「新入生同士の親睦」の３点を目的としている。昨年度は新

型コロナ感染症ウイルスの影響でオンラインにて開催となっ

たが、今年度は感染症対策を徹底したうえで３年ぶりに対面

での開催とした。

１日目は、定刻どおりにさいかち坂校舎を出発した。到着

後、午前 11 時から開講式、午前 11 時 20 分からは社会歯

科学講座の平田創一郎教授より「教科書・ノート・プリント

の活用法」の概要説明が行われた。続いて「歯科医師たる前

に人間たれ」と題した講演が語学研究室の松浦由美子講師よ

り行われた。昼食後はグループ毎に分かれて「ノート・プリ

ントの活用法」についてアイスブレーキングをかねて討議

し、その後討議内容についての全体発表が行われた。午後３

時 55 分からは橋本正次副学長より「ディベート」について

のグループ討議の概要説明があり、午後４時 25 分から１回

目のグループ討議を行った。最終日に行われる公開ディベー

トは、新入生を 12 のグループに分け、与えられたディベー

トテーマに基づきグループ対抗で実施される。その準備のた

めにグループ討議の時間に情報収集をし、立論スピーチや質

疑応答の整理を行っていく。午後６時 30 分から夕食をと

り、夕食後は午後９時まで２回目のグループ討議を行った。

２日目は、午前９時より３回目のグループ討議を行い、公

開ディベートに向けて、チューターの指導を受けながら活発

に討議が進められた。昼食後の午後１時より本学卒業生の

井野詩絵里大学院生、森 心汰大学院生による「卒業生から

のメッセージ」と題した講演が行われた。その後、４回目の

グループ討議を行い、午後５時 20 分からはクラウンブリッ

ジ補綴学講座の関根秀志教授、病理学講座の松坂賢一教授、

歯科理工学講座の服部雅之教授、物理学研究室の池上健司教

授の順で「歯科臨床のための、基礎学問と教養科目」と題し

た講演を行った。夕食後には５回目のグループ討議を行い、

新入生たちは翌日の公開ディベートに向けて準備に取り組ん

でいた。

最終日は午前９時より３会場に分かれて公開ディベートを

行い、各会場とも白熱した議論が展開され、充実した公開

ディベートとなった。昼食後、橋本副学長より公開ディベー

トの講評が行われた。閉講式を終えたのち、帰路にて千葉歯

科医療センターへ立ち寄り施設見学を行い、３日間にわたる

フレッシュマンセミナーの全日程を無事に終了した。

▲講演を聞く新入生

▲グループ討議を行う新入生

▲感染対策のため黙食をする新入生

▲大久保真衣准教授引率で千葉歯科医療センター
を見学する新入生

▲講演を行った井野大学院生と森大学院生

▲公開ディベートの様子



13305 号　2022年 7月 31日発行

2022 年度第１回水道橋病院教職員研修会開催

第 196 回歯科医学教育セミナー開催

市川総合病院新入職員の会開催

2022 年４月 26 日（火）午後６時より、オンラインにて、

2022 年度第１回水道橋病院教職員研修会が開催された。今

回は、院内マニュアル３種類（個人情報保護管理マニュアル、

医療安全管理マニュアル、感染予防対策マニュアル）の内容

が改訂されたのを受け、「院内マニュアル改正点の説明」と

して、各マニュアルの改訂内容について説明が行われた。

はじめに「個人情報保護における注意点」と題して個人情

報保護委員会委員長の鳥山佳則教授より説明があり、次に

「2022 年度医療安全管理ポケットマニュアルの改正点につ

2022 年４月 27 日（水）午後 5 時 30 分より、オンライン

にて、第 196 回歯科医学教育セミナーが開催された。今回

は、「新年度の教育体制について」と題し、橋本正次副学長、

山本 仁教務部長から説明が行われた。

はじめに橋本副学長より、３つのポリシー、WITH コロナ

での学修と生活、文部科学省改革総合支援事業について説明

があった。続いて山本教務部長より、新年度の教育体制につ

2022 年５月 13 日（金）午前 10 時 30 分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて、市川総合病院新入職員の会が

開催された。本会の開催は初めての試みであり、2022 年４

月に市川総合病院に入職した医療職を中心とした職員を対象

に、医療技術系職員 10 名、看護系職員 71 名、事務系職員

３名が出席した。

井出吉信理事長・学長、西田次郎市川総合病院長から挨

拶をいただき、その後、石井拓男常勤監事より「東京歯科

大学 ―歴史と使命―」と題した講演が行われ、午前の部を

終了した。

いて」と題してリスクマネージメント部会長の石井武展准教

授より説明があった。続いて「感染予防対策マニュアル改訂

と基礎知識解説」と題して感染予防対策チーム委員会委員長

の吉田秀児講師から説明があり、最後に「今月の共有すべき

患者からの意見」と題して片倉 朗水道橋病院長より説明が

あった。

今回の研修会は、各マニュアルの改正内容と患者からの意

見について、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。

いて、①授業・実習形態、②授業の注意点、③教育 WS を

ふまえた教育改善について説明があり、「学生のため」にご

協力いただきたい旨の依頼があった。

今年度の教育についての指針が示されるということで、多

くの参加者が集まり、質疑応答も活発に行われ大変有意義な

セミナーとなった。

午後は水道橋校舎本館 12 階の講義室に移動し、井出理事

長・学長による講義「歯科医学教育について」、解剖標本室

の見学、伊藤高志情報システム管理室長による「情報セキュ

リティ講習会」、社会歯科学講座の平田創一郎教授による講

義「医療倫理とプロフェッショナリズムについて」と、バラ

エティに富んだプログラムが行われ、参加者は皆、熱心に受

講している様子であった。

本会は、新入職員が東京歯科大学の一員としての自覚を持

ち、新たな一歩を踏み出すうえで、非常に有意義なもので

あった。

▲市川総合病院新入職員の会の様子 ▲井出理事長・学長の講義を受講する参加者
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学内ニュース

2022 年度市民公開講座開催

第 197 回歯科医学教育セミナー開催

2022 年度第 2回水道橋病院教職員研修会開催

2022 年５月 21 日（土）午後３時より、水道橋校舎本館 12

Ａ講義室において、2022 年度市民公開講座が開催された。

新型コロナウイルス感染症の影響により、2019 年度以来、

３年ぶりに対面での開催となった。前回同様、東京歯科大学

白菊会総会と同日開催とし、感染対策を施した上で、多くの

白菊会会員の方々にご参加いただいた。

講演は、「新型コロナにも、怖い膵がんにも負けない医療

のお話」と題して、外科学講座教授の松井淳一副学長により

行われた。市川総合病院での新型コロナウイルス対応を、発

生直後から現在に至るまで時系列かつ医療従事者目線で詳し

く解説いただいた。また、すい臓がんについては、専門的な

知識に身近な情報を織り交ぜ、わかりやすく解説いただい

た。講演後の質疑応答に加え、直接松井副学長に質問をする

方もおり、「がん」が参加者にとってとても身近な病気であ

ることがうかがえた。

2022 年５月 23 日（月）午後５時 30 分より、オンラインに

て、第 197 回歯科医学教育セミナーが開催された。今回は、

「第 115 回歯科医師国家試験結果の分析」と題し、一戸達也

副学長から説明が行われた。

はじめに、第 115 回歯科医師国家試験の合格基準や問題

形式について説明があり、第 115 回歯科医師国家試験の試

験領域ごとの問題や点数の度数分布について、自己採点結果

2022 年５月 24 日（火）午後６時より、オンラインにて、

2022 年度第２回水道橋病院教職員研修会が開催された。　

今回は、「放射線診療に関する研修：適切な画像検査、画像

診断を行うために」と題して、放射線科の音成実佳医局長に

よる講演が行われた。

はじめに予約方法やオーダー方法、撮影時の注意点などに

本講演は、後日本学ホームページへ掲載し、広く視聴いた

だく予定である。

をもとに考察がなされた。続いて、総合学力試験結果と国家

試験結果をもとに試験領域ごとの正答率や傾向を比較・分析

した結果について解説があった。第 115 回歯科医師国家試

験における 127 期生不合格者の分析、また近年の状況を反

映した問題として実際に出題された問題例の紹介がなされ

た。最後に、学生教育について協力依頼があった。

ついて説明があり、続いて検査の依頼方法や注意点について

説明があった。また、検査目的やコメント欄について詳細に

入力してほしい旨の説明がなされた。

今回の研修会では、放射線機器に関する取扱いについて、

教職員が正確に認識することで、院内業務の円滑化につなが

る大変有意義な研修会となった。

▲講演する松井副学長
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大学院ニュース

第 476 回大学院セミナー開催

第 477 回大学院セミナー開催

2022 年３月 22 日（火）午後６時より、オンラインにて、

第 463 回大学院セミナー（キャリアアップシリーズ）が顎骨

疾患プロジェクトと共催で開催された。現在、顎骨疾患プロ

ジェクトの研究分担者３名が海外留学しており、国際協力研

究分担者として活躍している。今回は、この３名の先生方に

海外留学の楽しさや苦労話などを含めて留学の様子を報告し

ていただいた。本セミナーから、３名の先生方が研究を楽し

みながら元気に頑張っている様子がうかがえた。また、３名

の先生方は留学する国、都市も異なり、研究室の体制も異

なっていることから、今後留学を考えている者にとって有用

な情報を得ることができた。

2022 年４月 14 日（木）午後６時より、オンラインにて、

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開催された。今回は、

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生命医科学領域教授で、

硬組織疾患基盤研究センター長の小守壽文先生に、「研究を

楽しむ」という演題でご講演いただいた。

小守先生は大阪大学医学部を卒業し、第三内科で白血病な

どの血液疾患の診療に従事しながら基礎研究を行っていた。

この間、Cbfa1（Runx2）ノックアウトマウスを作製し、この

マウスでは骨がまったく形成されておらず、Runx2 が骨芽

細胞分化のマスター遺伝子であることを発見した。また、

Runx2 ヘテロ接合体マウスでは鎖骨頭蓋異形成症の表現型

を呈し、Rinx2 が同疾患の責任遺伝子であることも明らかに

した。これらの研究成果は CELL 誌に掲載され、現在までに

約 5,000 回引用され、世界の骨代謝研究の流れを大きく変

えた秀逸な論文となった。その後、長崎大学大学院医歯薬学

総合研究細胞生物学分野（歯学部組織学講座）の教授となり、

Runx2 を中心として骨代謝研を推進し、我が国だけではな

く、世界の骨代謝研究のリーダーの一人となっている。この

ような経歴を持つ小守先生の講演から、研究を進めるには、

研究者に対する誠実さ、粘り強さに加え自分で考える重要性

が極めて重要であることを多くの聴衆は理解できたと思う。

今年度から大学院に入学した方には初めての大学院セミ

ナーであったので、彼らには研究を始める前に有意義な情報

提供になったであろう。

菅原圭亮准教授（口腔病態外科学講座）
【留学先】Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 

Technischen Universität München, Germany

菊池有一郎講師（微生物学講座）
【留学先】Department of Oral Immunology and Infectious 

Diseases, University of Louisville School of Dentistry, USA

小野寺晶子講師（生化学講座）
【留学先】Forsyth Institute, Immunology and Inflammation, 

USA

▲講演した３名の先生方と留学先

▲入学式の様子

2022 年度大学院歯学研究科入学式挙行
2022 年４月２日（土）午前 10 時より、水道橋校舎本館 13

階第１講義室において、2022 年度大学院歯学研究科入学式

が行われ、大学院入学者 39 名が出席した。

福田謙一大学院学生部長の開会の辞に始まり、井出吉信学

長より新入生代表の銅冶賢吾さんに入学許可証が授与された。

井出学長、齋藤 淳大学院歯学研究科長の訓辞、澁谷國男同

窓会長の挨拶の後、新入生代表の銅冶さんの宣誓があり、入

学式は終了した。

その後、齋藤研究科長より入学者一人一人に入学許可証が

授与された。引き続いて、福田学生部長による研究倫理に関

する講演と、オリエンテーシュンが行われた。
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大学院ニュース

第 478 回大学院セミナー開催

2022 年度大学院新入生学外総合セミナー開催

2022 年５月 31 日（火）午後６時より、オンラインにて、

第 478 回大学院セミナーが顎骨疾患プロジェクト（若手サイ

エンスアカデミー企画）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・分子免疫学分野教授の

東 みゆき先生に、「基礎－臨床のトランスレーショナルリ

サーチ －免疫に魅せられて－」と題して講演をいただいた。

東先生は東京医科歯科大学歯学部卒業後、がん免疫研究に

取り組み、それを契機にリンパ球に発現する膜表面機能分子

に興味をもち、共刺激分子研究を発展させてきた。この分野

は、基礎研究が臨床応用につながり、さらに臨床応用の結果

が基礎研究にフィードバックされメカニズム解析が進み、さ

2022 年５月 26 日（木）から 28 日（土）の３日間、御殿場

高原「時之栖」（静岡県）において、2022 年度大学院新入生

学外総合セミナーが３年ぶりに開催された。

セミナーには、大学院新入生 38 名（１名欠席）と齋藤 淳

大学院研究科長、福田謙一大学院学生部長、口腔科学研究セ

ンターの山口 朗客員教授、老年歯科補綴学講座の上田貴之

教授、歯科放射線学講座の後藤多津子教授が参加した。

らにより効果的な治療法開発へと繋がっていっている。この

一連の流れに関して、がん免疫の基本的な解説から世界の研

究動向まで東先生の大学院時代から現在に至るまでの研究成

果を交えてお話いただいた。さらに、「大学院生の研究目的

は決して学位論文を作成することではなく、新しい発見から

得られる喜びは素晴らしいものであり、ネガティブな実験結

果であってもそれは失敗ではなく、必ず新しい発見が得られ

るものだ」というお話もいただいた。

本セミナーは、本学大学院生の知識向上のみならず研究生

活におけるさらなるモチベーションの向上にも結び付くもの

であったと思われた。

◀集合写真

初日は山口客員教授と上田教授による講演があり、２日目

の午前にはグループに分かれ、大学院新入生による英文論文

に関する発表が行われた。午後は３日目のグループ発表に向

けての討議が行われ、３日目の午前中にグループごとに発表

が行われた。その後、後藤教授の講演があり、閉校式では英

文発表の優秀者とグループ発表における最優秀グループが表

彰された。
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トピックス

2022 年３月、老年歯科補綴学講座の堀部耕広助教が、

WILEY Top Cited Article 2020-2021 を受賞した。本賞は、

WILEY 社から発行されている各雑誌においてもっとも引用

された論文に対して授与されるものである。堀部助教は、老

年歯学の専門誌である Gerodontology での受賞となった。

受賞論文は「Relationship between two pressure-sensitive 

films for testing reduced occlusal force in diagnostic criteria 

for oral hypofunction」であった。

本論文は、口腔機能低下症の診断には７項目の口腔機能精

密検査を行うが、その一つである咬合力の検査手法に関する

ものである。咬合力の検査には感圧フィルムを利用すること

になっているが、2016 年に口腔機能低下症の診断基準が公

表された以降に発売となった感圧フィルムについては、その

基準値が不明であった。本論文では、これまで利用されてき

た感圧フィルムと新たな感圧フィルムとの相関関係を明らか

にし、口腔機能低下症の診断基準に用いるためのカットオフ

元市川総合病院看護師長の響谷順子氏が、令和４年春の叙

勲で瑞宝単光章を受章された。

響谷氏は、1980 年４月より市川総合病院に助産師として

勤務し、2004 年４月に看護師長へ昇任、2020 年３月に退

職となるまで、長きにわたり看護および助産業務に精励し

た。特に産婦人科の分野において、全国から不妊治療を求め

て来院する多くの患者に対して、心身両面にわたる援助を行

い、患者・家族から絶大なる信頼を得るとともに、若手職員

の良き模範となった。響谷氏は、看護および助産業務の質の

向上、看護教育および後進の指導育成に尽力するなど、その

功績は極めて顕著であり、今回の受章となった。

◀受賞した堀部助教

▲受章した響谷氏（左）と井出吉信理事長

堀部耕広助教 WILEY Top Cited Article 2020-2021 を受賞

響谷順子元市川総合病院看護師長
令和４年春の叙勲において瑞宝単光章を受章

値を提唱したものである。現在、本論文の結果が公的医療保

険での診療の際の基準にも採用されるなど、広く臨床で用い

られている。
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2022 年 ６ 月 10 日（金）か ら 12 日（日）ま で の ３ 日 間、

りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館（新潟市）において日本老

年歯科医学会第 33 回学術大会が開催され、老年歯科補綴学

講座の髙野智史講師が優秀ポスター賞（一般部門）のコンペ

ティションに選出され、水口俊介理事長より賞状を授与され

た。受賞演題は、「改良された口腔湿潤計の多施設共同研究

による検者内信頼性の検討」であった。事前抄録を参考にし

て優秀ポスター賞候補演題が各カテゴリー５演題選出され、

大会当日の質疑応答時間にコンペティション（口頭プレゼン

テーション）が行われた。

生体電気インピーダンス法を応用した口腔湿潤計は、口腔

機能低下症の検査としても用いられており、被検者に対する

負担が少なく、被検者の全身状態や協力度に依存せず計測が

可能であることから、高齢者や障害者の評価にも適してい

る。今回、計測部の小型化、計測時間の短縮、計測時の荷重

の軽減などを改良した口腔湿潤計が開発された。本演題は、

改良型口腔湿潤計による計測の検者内信頼性を北海道大学、

2022 年 ６ 月 10 日（金）か ら 12 日（日）ま で の ３ 日 間、

りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館（新潟市）において日本老

年歯科医学会第 33 回学術大会が開催され、水道橋病院歯科

衛生士部の飯干由茉歯科衛生士が優秀ポスター賞（歯科衛生

士部門）のコンペティションに選出され、水口俊介理事長よ

り賞状を授与された。受賞演題は、「患者のモチベーション

向上を中心とした歯科衛生士のアプローチが口腔機能管理の

継続につながった症例」であった。事前抄録を参考にして優

秀ポスター賞候補演題が各カテゴリー 5 演題選出され、大

会当日の質疑応答時間にコンペティション（口頭プレゼン

テーション）が行われた。

口腔機能低下症は自覚症状に乏しく、口腔機能管理に対す

る患者のモチベーションを高く保ち続けることが難しい。本

演題は、口腔機能管理を継続していたが、口腔機能に関心の

少ない消極的な患者に対し、歯科衛生士の介入によりモチ

ベーションが向上し、口腔機能の向上と、さらに継続的な口

腔機能管理が実現できた症例報告を行い、プレゼンテーショ

ン内容、質疑応答などの点で高い評価が得られた。

東京医科歯科大学と多施設共同研究を行った報告であり、改

良型口腔湿潤計の臨床応用への有益性、プレゼンテーション

内容、質疑応答などの点で高い評価が得られた。

超高齢社会において、歯科医師と共に歯科衛生士の役割も

ますます重要になると考えられる。本演題における歯科衛生

士のアプローチは、超高齢社会における有効な口腔機能管理

の一つになると期待される。

▲表彰を受けた髙野講師（右）と共同演者の上田貴之教授

▲表彰を受けた飯干衛生士（右）と共同演者の上田貴之教授

髙野智史講師　日本老年歯科医学会第 33 回学術大会において
優秀ポスター賞のコンペティションに選出され表彰

飯干由茉歯科衛生士　日本老年歯科医学会第 33 回学術大会において
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学生会ニュース

新入生・編入生オリエンテーション実施
2022 年４月１日（金）午後１時より、さいかち坂校舎４階
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言ずつ挨拶し、次に池上健司第２学年主任の挨拶に続いて副

主任も一言ずつ挨拶した。新入生・編入生ともに少しでも早

く覚えられるよう集中して聞く姿に、初々しさを感じた。
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短期大学ニュース

2022年４月４日（月）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６期生55名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防止に配慮

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、学校法人東京歯科大学理事長の井出吉信

先生、東京歯科大学短期大学同窓会会長の市川明美様

からご祝辞をいただいた。

新入生代表の伊藤美空さんによる誓詞の後、鳥山学

長より新入生を代表して松岡春佳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、片田教学部長より、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、鳥山学

長、佐藤亨副学長、片田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。

2022年度　東京歯科大学短期大学入学式挙行

新入生の皆さん、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

し上げるとともに、心から歓迎いたします。また、ご

出席いただいた保護者の皆さま方に厚くお礼申し上げ

ます。

さて、新型コロナウイルス感染症の流行は、３年目

に入り、感染者数は減少傾向にあるものの、いまだ収

束の道筋が見えません。本学では、教育の充実と感染

防止を両立すべく、感染状況に応じた対応を重ね、講

義については、対面とオンラインでの講義を組み合わ

せてきました。

この４月からは、文部科学省の方針も踏まえて、本

来の対面での講義を基本といたします。これにより、

オンライン講義では補えない、学生同士や学生と教職

員間の人的な交流が行え、より豊かな人間性の涵養が

行えると期待しています。一方で、感染防止にも引き

続き取り組んでいくことが必要です。一人ひとりが毎

日の健康管理に努めること、飛沫感染防止のために昼

食時は黙食すること、発熱などの体調不良については

躊躇せず教職員に連絡することをお願いいたします。

皆さんは、本学に入学して、医療従事者への第一歩

を踏み出したのですから、日常生活においても、こ

とさら感染防止を心がけて下さい。

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。

一つめは、歯科衛生士の業務である歯科疾患の予防

処置、歯科診療補助およ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お

よび技能を修得することです。

二つめは、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の口腔機能の知識と技能を

修得することです。

そして、三つめは、医療・福祉の各領域の視点を持

ち、多職種と協働しながら、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、これらを習得するため、すべての教職員

が、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかで、質の高い

教育を実践します。とりわけ、臨床実習については、

水道橋病院、市川総合病院、千葉歯科医療センターと

いう、３つの施設でそれぞれの特徴に応じた実習が行

えるという、大変恵まれた環境にあります。

さて、この３月に卒業した３期生は、１期生、２期

生に引き続き、全員が歯科衛生士国家試験に合格し、

社会人としてスタートしました。

みなさんは、３年後の歯科衛生士免許を目指して、

本学で学修しますが、それには、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、短

時間でもその日の内に復習してください。特に、１年

生の前期に学修する習慣を身に付けことがとても重要

です。このことが、２年生、３年生での学修、さら

に、国家試験合格へとつながります。講義、実習、学

生生活、において教職員が皆さんをサポートします

が、一人ひとりが自覚を持ち意欲的に学ぶ姿勢が何よ

りも大切です。今日から３年間、皆さんと共に学べる

ことを大変楽しみにし、皆さんの学生生活が実りある

ものであることを祈念し、私の訓示といたします。

訓　辞
東京歯科大学短期大学
学長　鳥山佳則
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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。

2022年度　東京歯科大学短期大学入学式挙行

新入生の皆さん、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

し上げるとともに、心から歓迎いたします。また、ご

出席いただいた保護者の皆さま方に厚くお礼申し上げ

ます。

さて、新型コロナウイルス感染症の流行は、３年目

に入り、感染者数は減少傾向にあるものの、いまだ収

束の道筋が見えません。本学では、教育の充実と感染

防止を両立すべく、感染状況に応じた対応を重ね、講

義については、対面とオンラインでの講義を組み合わ

せてきました。

この４月からは、文部科学省の方針も踏まえて、本

来の対面での講義を基本といたします。これにより、

オンライン講義では補えない、学生同士や学生と教職

員間の人的な交流が行え、より豊かな人間性の涵養が

行えると期待しています。一方で、感染防止にも引き

続き取り組んでいくことが必要です。一人ひとりが毎

日の健康管理に努めること、飛沫感染防止のために昼

食時は黙食すること、発熱などの体調不良については

躊躇せず教職員に連絡することをお願いいたします。

皆さんは、本学に入学して、医療従事者への第一歩

を踏み出したのですから、日常生活においても、こ

とさら感染防止を心がけて下さい。

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。

一つめは、歯科衛生士の業務である歯科疾患の予防

処置、歯科診療補助およ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お

よび技能を修得することです。

二つめは、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の口腔機能の知識と技能を

修得することです。

そして、三つめは、医療・福祉の各領域の視点を持

ち、多職種と協働しながら、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、これらを習得するため、すべての教職員

が、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかで、質の高い

教育を実践します。とりわけ、臨床実習については、

水道橋病院、市川総合病院、千葉歯科医療センターと

いう、３つの施設でそれぞれの特徴に応じた実習が行

えるという、大変恵まれた環境にあります。

さて、この３月に卒業した３期生は、１期生、２期

生に引き続き、全員が歯科衛生士国家試験に合格し、

社会人としてスタートしました。

みなさんは、３年後の歯科衛生士免許を目指して、

本学で学修しますが、それには、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、短

時間でもその日の内に復習してください。特に、１年

生の前期に学修する習慣を身に付けことがとても重要

です。このことが、２年生、３年生での学修、さら

に、国家試験合格へとつながります。講義、実習、学

生生活、において教職員が皆さんをサポートします

が、一人ひとりが自覚を持ち意欲的に学ぶ姿勢が何よ

りも大切です。今日から３年間、皆さんと共に学べる

ことを大変楽しみにし、皆さんの学生生活が実りある

ものであることを祈念し、私の訓示といたします。

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６期生の皆さん、入学お

めでとうございます。

また、保護者の皆様に、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年に日本で初めて

の歯科衛生士養成機関として創設され、70年あまり

にわたって全国に2700名を越える卒業生を送り出し

てきました。　現在は、短期大学の卒業生と、卒業

後、１年間の専攻科に進んで「口腔保健学」の学位を

取得した卒業生達が、臨床の現場で歯科衛生士のリー

ダーになるべく研修を重ね、活躍しています。

将来、臨床のみならず、教育や行政などの場におい

ても、次世代を担う、指導的な立場に立つ人材が育っ

ていくことを期待しています。

皆さんは、歯科衛生士になることを目指して、東京

歯科大学短期大学に入学されました。近い将来、高齢

者の占める割合が30％を越えると予測されている超

高齢社会の中で、健康寿命をどうやって維持し延ばし

ていくかが、大きな課題となっています。

歯周疾患が誤嚥性肺炎や糖尿病、動脈硬化を引き起

こすなど、様々な全身疾患との関連が明らかとなって

きています。

さらに、健康の鍵を握るのが、食の問題であり、毎

日の生活の中で、自分の口でしっかりと栄養を取るこ

とが生活の質を向上させるためには必須となってお

り、口腔ケアによって口腔の機能を維持することが、

元気な老後を過ごすことに、直接、繋がっているので

す。

これからの歯科衛生士は、歯科医院や在宅診療をは

じめ、総合病院や介護施設などにおいて、医師や看護

師はもちろんのこと、介護、福祉など多職種と連携を

取りながら、活躍のフィールドを拡げていくことにな

ります。

恵まれた環境の中で勉学に励み、研修を行うことが

できる皆さんが、これからの３年間、初心を忘れず、

東京歯科大学短期大学で学ぶことに誇りを持って、充

実した３年間の学生生活を送られることを祈念して、

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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東京歯科大学短期大学・第６期生の皆さん、入学お

めでとうございます。

また、保護者の皆様に、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年に日本で初めて

の歯科衛生士養成機関として創設され、70年あまり

にわたって全国に2700名を越える卒業生を送り出し

てきました。　現在は、短期大学の卒業生と、卒業

後、１年間の専攻科に進んで「口腔保健学」の学位を

取得した卒業生達が、臨床の現場で歯科衛生士のリー

ダーになるべく研修を重ね、活躍しています。

将来、臨床のみならず、教育や行政などの場におい

ても、次世代を担う、指導的な立場に立つ人材が育っ

ていくことを期待しています。

皆さんは、歯科衛生士になることを目指して、東京

歯科大学短期大学に入学されました。近い将来、高齢

者の占める割合が30％を越えると予測されている超

高齢社会の中で、健康寿命をどうやって維持し延ばし

ていくかが、大きな課題となっています。

歯周疾患が誤嚥性肺炎や糖尿病、動脈硬化を引き起

こすなど、様々な全身疾患との関連が明らかとなって

きています。

さらに、健康の鍵を握るのが、食の問題であり、毎

日の生活の中で、自分の口でしっかりと栄養を取るこ

とが生活の質を向上させるためには必須となってお

り、口腔ケアによって口腔の機能を維持することが、

元気な老後を過ごすことに、直接、繋がっているので

す。

これからの歯科衛生士は、歯科医院や在宅診療をは

じめ、総合病院や介護施設などにおいて、医師や看護

師はもちろんのこと、介護、福祉など多職種と連携を

取りながら、活躍のフィールドを拡げていくことにな

ります。

恵まれた環境の中で勉学に励み、研修を行うことが

できる皆さんが、これからの３年間、初心を忘れず、

東京歯科大学短期大学で学ぶことに誇りを持って、充

実した３年間の学生生活を送られることを祈念して、

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　伊藤美空

▲東京歯科大学短期大学入学式

▲誓詞を述べる伊藤美空さん ▲徽章を授与される松岡春佳さん

▲東京歯科大学短期大学歯科衛生学科　第６期生

▲鳥山学長による訓辞
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短期大学ニュース

2023 年度東京歯科大学短期大学
第１回オープンキャンパス・入試説明会開催
2022 年 5月 22日（日）、水道橋校舎本館短期大学におい

て、2023 年度東京歯科大学短期大学への入学希望者を対象

とした第１回オープンキャンパス・入試説明会が、午前 10

時と午後１時の２回にわたって開催された。

当日は、まず短期大学の教室で教員紹介を行い、鳥山佳則

学長の挨拶に続いて、菅野亜紀教務部長による短期大学の概

要、学生生活、学生募集要項などについて、スライドを交え

て説明が行われた。

続いて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策の観点

から２グループに分け、交代での体験実習と施設見学が行わ

れた。短期大学実験室では、教員と短期大学専攻科生ととも

◀参加者への説明をする菅野教務部長　　

▲病院案内を行う多田美穂子講師と専攻科生 ▲個別相談会場の様子

に歯科衛生士業務の一端を体験する目的で、ディスプレイ上

のデモンストレーションに合わせて顎模型を取り付けたファ

ントームに対するバキューム操作や歯面清掃の体験実習が行

われた。施設見学では、小グループに分かれ、教員と短期大

学専攻科生の案内により臨床実習の主体となる水道橋病院の

診療室、本館図書館、西棟短期大学実習室の見学を行った。

最後に、希望者のみ西棟ラウンジにおいて個別相談が行わ

れた。入学試験、学生生活、学費・奨学金、授業内容、就職

先などの質問を受け、教職員および短期大学専攻科生が対応

にあたった。
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図書館から

春の文献検索講習会開催
2022 年 ４ 月 25 日（月）か ら 28 日（木）お よ び ５ 月 ９ 日

（月）の５日間、オンラインにて、文献検索講習会が開催され

た。１コマあたり 60 分程度の内容で、PubMed、Scopus、

学認、Mendeley、医中誌 Web について解説が行われた。

「PubMed」と「Scopus」では、医学文献の検索に必須の

データベースの基本的な使い方から応用的・効率的な検索方

法について、演習を交えて解説した。「学認」では、図書館

で提供している電子リソース（データベースや電子ジャーナ

ル）を学外から利用する方法を説明した。「Mendeley」では、

文献情報およびファイルの管理、活用の方法に加え、論文原

稿を模したワードファイルに引用情報を差し込むといった実

践的な演習を行った。また、４月 27 日（水）にバージョン

アップした「医中誌 Web」については、新バージョンに対

応した内容で解説した。

全日程で開催科目数６コマ、のべ 91 名の参加があり、ア

ンケートでは「研究や課題、治療に関して活用できそう」

「まったく使い方を知らなかったのですが、使おうと思える

ようになりました」「不要なキーワードを除いて検索できた」

といった回答があり、大変好評を得た結果となった。

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。

田中陽一・著
歯科クリニックで見逃してはいけない口腔粘膜疾患：経過観察・院内検査・専門医への紹介その判断ポイント
ヒョーロン・パブリッシャーズ，2022.

末石研二、野嶋邦彦、片田英憲・編著
岩田直晃、小坂竜也、末石倫大、西井 康、根津 崇、福本恵吾・著
これで解決 ! 矯正トラブル：マウスピース型矯正、MTM、再治療等の“困った”事例に学ぶ予防と対処法
クインテッセンス出版 , 2022.

口腔粘膜の疾患には炎症性から腫瘍性のものまで多種多様に発現し、これらの診断は治療方針や患者の予
後に大きくかかわってきます。病理診断というと細胞や組織を顕微鏡で観察することと思われがちですが、
実は臨床所見や経過なども踏まえて行っています。本書は口腔粘膜疾患の口腔内写真と細胞および組織写真
を併載して、口腔病理医の視点から歯科クリニックで見逃してはいけない口腔粘膜疾患 39 症例を紹介して
います。 （松坂賢一・病理学講座）

本著は歯科矯正学講座関係者で経験豊富な矯正臨床家が十分な検査、診断を行った上で遭遇した、想定外
の状況となった症例を「矯正トラブル」として取り上げ、その対応について文献を提示しながら考察を加え
たものです。さらに適切な患者対応について、弁護士による法的な側面からのアドバイスを加えています。
患者と医療従事者双方にとって安心で安全な矯正歯科治療の実践にぜひ役立てて下さい。

 （末石研二・歯科矯正学講座）



26 305 号　2022年 7月 31日発行

大学日誌

2022 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 金

新入生・編入生オリエンテーション、短大新年度オリ
エンテーション
水病歯科医師臨床研修開始式
2022 年度 RR・PF・RA・TA・CA 辞令交付式
短大水道橋病院臨床実習小委員会

［防火・防災安全自主点検日］

新入職員オリエンテーション
＜教員 ･ 臨床専修医 ･ レジデント＞

歯科臨床研修開始式

2 土
新入職員オリエンテーション
＜コメディカル ･ 研修医 ･ 事務＞

3 日

4 月 短大新年度オリエンテーション（〜4/7）、短大入学式 新入職員オリエンテーション＜看護職員＞

5 火
短大 3 年生 臨床・臨地実習開始、令和 4 年度入学式
短大教授会、水病感染予防対策チーム委員会

緩和ケア委員会

6 水
5 年生オリエンテーション、新入生プレースメントテ
スト
水病薬事委員会

臨床検査運営委員会

7 木
2・3・4 年生オリエンテーション、5 年生授業開始
新入生健康診断

感染制御委員会
プログラム委員会

診療録整備指導部会

8 金
1〜4 年生授業開始、短大 1・2 年生授業開始
短大千葉・臨床実習指導者委員会

こどもサポートチーム運営会議

9 土

10 日

11 月 5 年生登院式 研修管理小部会

12 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

13 水
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

救急委員会
ICU 運営委員会

14 木 短大水道橋病院臨床実習委員会
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会

15 金 ［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

16 土

17 日

18 月 医療安全管理委員会

19 火
水病褥瘡対策委員会、臨床教授連絡会
全体教授会

緩和ケア委員会

20 水
フレッシュマンセミナー（〜4/22）

［機器等安全自主点検日］
褥瘡対策委員会

21 木

TDC ビル協議会、水病診療録指導委員会
第 1 回図書館事務連絡会
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
説明と同意の質向上委員会

22 金 医療連携協議会

23 土

24 日

25 月 キャンサーボード

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護部会
リスクマネージャー・ICT 部会
診療材料検討部会
薬事部会

26 火
第 738 回理事会、衛生委員会
水病教職員研修会

クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

27 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

診療記録委員会 ･ 情報システム委員会
高難度新規医療技術等評価室運営会議

28 木 管理診療委員会

29 金 昭和の日、1〜4 年生休講日（〜5/8）

30 土
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2022 年 5 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 1〜4 年生休講日（〜5/8）

2 月 ［防火・防災安全自主点検日］

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金 短大水道橋病院臨床実習小委員会
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

7 土

8 日

9 月 短大教授会 薬事委員会 研修管理小部会

10 火
水道橋・会計士決算監査
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

11 水
水病リスクマネージメント部会
水病薬事委員会

救急委員会
臨床検査運営委員会
ICU 運営委員会、CPC

12 木 短大水道橋病院臨床実習指導者委員会

市川・会計士決算監査
患者サービス向上委員会
感染制御委員会
地域連携委員会
手術室運営委員会
プログラム委員会

診療録整備指導部会

13 金
水道橋・会計士決算監査
短大千葉歯科医療センター臨床実習指導者委員会

14 土

15 日

16 月 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
市川・会計士決算監査
医療安全管理委員会

医療連携部会

17 火
水道橋・会計士決算監査、臨床教授連絡会
講座主任教授会、人事委員会

緩和ケア委員会

18 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

褥瘡対策委員会
輸血療法委員会

千葉・会計士決算監査

19 木

水道橋・会計士決算監査（〜5/20）
第 2 回図書館事務連絡会
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
説明と同意の質向上委員会
内視鏡室委員会
地域医療支援病院共同運営委員会

20 金
倫理審査委員会・利益相反委員会

［機器等安全自主点検日］

NST カンファレンス
リスクマネージャー会議
栄養管理委員会

21 土

22 日 短大オープンキャンパス・入試説明会

23 月 水道橋・会計士決算監査（〜5/25） 臨床倫理講演会

24 火
衛生委員会
水病教職員研修会

クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

25 水
第 1 回図書委員会、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
国際交流部運営委員会

診療記録委員会 ･ 情報システム委員会

26 木
TDC ビル協議会
水病第 1 回研修管理委員会

管理診療委員会
バスキュラーボードカンファレンス

27 金 令和 3 年度監事監査
給食運営会議
業務改善委員会

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護部会
診療材料検討部会
リスクマネージャー・ICT 部会

28 土

29 日

30 月
第 740 回理事会
第 259 回評議員会

キャンサーボード
市川リレーションシップカンファレンス

31 火 緩和ケア委員会
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人物往来

国内見学者来校

海外出張

なし

■南 慶一郎非常勤講師（水病・眼科）

Association for Research in Vision and Ophthalmology での

発表のため、4 月 30 日（土）から 5 月 6 日（金）までアメリカ

合衆国・デンバーへ出張。



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
渡辺　賢

橋本貞充

編集後記

　新緑の血脇記念ホール。入学式で自分の名前が呼名された

瞬間から、東京歯科大学の学生としての時間がはじまる。期

待と不安のなかでの新しい生活。本当の自分とはちょっと違

う、できる自分、強い自分、優しい自分、明るい自分を演じ

てみる。こうあるべきとか、こんなふうにしないと嫌われる

んじゃ無いかという漠然とした不安。いつも周りの他人の目

を気にしている自分がいる。勝手に思い込んだ、自分という

セルフイメージに囚われる。　本当の自分なんて、ありのま

まの自分なんて、受け入れてもらえるはずがない・・・と、

ひとり思い込んでいる。

　それでも、６年間の学生生活の中で、きっと自分の居場所

は見つかると。信頼できる自分の仲間に会うことができる、

と、信じてみる。広い世の中、いろんなひとがいる。いろん

な考え方の人たちがいてくれる。きっと、まだ出会っていな

いだけのこと。　クローゼットの中から扉を開けて、外に出

る勇気さえあれば、きっと自分と同じような人たちにめぐり

会えるのだから。

　だって、将来、歯科医師になることを目指したのは、患者

さん達の中にいる、ひとりぼっちでつらい思いをしている人

達に、少しでも安心をあげられる、そんな歯医者になるのだ

と、きっと、どこか心の片隅で思っていたのだから・・・。

　密かに、小さいけれど確かな覚悟を持って、これからの歯

科医療の道を歩きはじめる。こころを許した仲間と共に、お

互いを助け合いながら。

　４月。アクリル板が外された教室で、新しい学年が始まり

ました。Web講義とは勝手の違う久しぶりの対面講義。

　お互いの戸惑いの中、講義も実習もクラブ活動も・・・。

少しずつ、あたりまえだった元の生活への回帰を模索する。

　仲間たちのマスク越しの楽しそうな声が重なりあう賑やか

な教室の中で、ひとり、どこか緊張を感じている自分がいる。

誰かと一緒にいられる安心感があるのは確かなのに、周りの

ひととの関わりに、なんだかぎこちない自分。　嘗て、自分

の部屋のなかで、ひとりでいられる時間があり余っていた、

自由気ままな頃が、妙に懐かしくさえ思えてくる。

　それでも、ずっとひとりで生きていかれるわけじゃないと、

笑顔を貼り付けて会話の中に飛び込んでいく。自分らしくい

られる生き方を模索しながら。勇気を持って新しい一歩を踏

み出さなければ、何も始まらない。　頑張れ！自分！と自分

自身を励ましながら。

　次号の306号から、広報の表紙が新しくかわります。

 
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
（2022年5月現在）

 

第132期の2年生。
さいかち坂校舎4階の第１教室。

第133期の新入生。さいかち坂校舎2階の第２・第３教室。2022年4月。
アクリル板のない教室で、マスク姿の新入生達の笑顔が並ぶ。

短期大学大第6期の新入生。
本館14階の短期大学の教室。
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