
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title 東京歯科大学広報 第306号 2022年08月25日発行

Journal 東京歯科大学広報, (306): -

URL http://hdl.handle.net/10130/6016

Right

Description



306号
AUTUMN 2022

広報・公開講座部長：

編集委員：

橋本 貞充

阿部 潤也

井上 直記

上田 貴之

上原 彩

鎌田 美樹

河合 宏明

世木田 晋

染屋 智子

髙橋 恭子

瀧口 葵

田島 大地

多田 美穂子

橋本 尚呂子

松浦 由美子

宮川 裕暉

渡辺 賢

特別版
第12代学長に

一戸達也教授就任

東京歯科大学広報306号　2022年8月25日発行



2 306 号　2022年 8月 25日発行

新人事

第 12 代学長に一戸達也教授が就任
2022 年５月 31 日をもって任期満了を迎える井出吉信学

長の後任の学長選任は、学校法人東京歯科大学寄附行為に定

められた手続きに従い、2022 年３月 22 日（火）開催の第

731 回講座主任教授会の推挙を受け、2022 年３月 30 日

（水）の第 738 回理事会にて、一戸達也教授の新任が決定し

た。任期は 2022 年６月１日から 2025 年５月 31 日までの

３年間である。

▶井出理事長より辞令を交付された一戸学長

一戸達也学長 経歴

【生年月日】
昭和 31 年 7月 14 日生まれ

【学歴】
昭和 50 年 3月	 　私立麻布高等学校卒業
昭和 50 年 4月	 　東京歯科大学入学
昭和 56 年 3月	 　東京歯科大学卒業
昭和 56 年 4月	 　東京歯科大学大学院歯学研究科
	 	 　（歯科麻酔学専攻）入学
昭和 60 年 10 月	 　東京歯科大学大学院歯学研究科
	 	 　（歯科麻酔学専攻）修了
昭和 60 年 10 月	 　歯学博士の学位受領
	 	 　（東京歯科大学、第 834 号）

【資格・免許】
昭和 56 年 5月	 　第 69 回歯科医師国家試験合格
昭和 56 年 6月	 　歯科医籍登録（第 83623 号）
昭和 60 年 9月	 　日本歯科麻酔学会認定医（第 246 号）
平成 6年 10 月	 　日本歯科麻酔学会指導医（第 74 号）
平成 7年 5月	 　臨床修練指導歯科医（第 215 号）
平成 15 年 2月	 　日本障害者歯科学会認定医医（第 13 号）
平成 15 年 2月	 　日本障害者歯科学会指導医（第 13 号）
平成 17 年 1月	 　日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医
	 	 　（第 74 号）

【職歴および研究歴】
昭和 60 年 1月	 　東京大学医学部付属病院分院麻酔部	医員	
	 	 　	 （昭和 60 年 12 月まで）
昭和 61 年 1月	 　東京歯科大学歯科麻酔学講座	講師	
	 	 　	 （平成	2 年 12 月まで）
平成 3年 1月	 　東京歯科大学歯科麻酔学講座	助教授	
	 	 　	 （平成 14 年	3 月まで）
平成 4年 10 月	 　Harbor/UCLA	Medical	Center	麻酔科		
	 	 　客員研究員	 （平成	6 年	3 月まで）
平成 14 年 4月	 　東京歯科大学歯科麻酔学講座	教授
	 	 　	 （現在）
平成 16 年 8月	 　東京歯科大学歯科麻酔学講座	講座主任	
	 	 　	 （現在）
平成 22 年 6月	 　東京歯科大学水道橋病院	病院長	 	
	 	 　	 （平成 25 年	5 月まで）
平成 22 年 6月	 　学校法人東京歯科大学	法人主事	 	
	 	 　	 （平成 28 年	5 月まで）
平成 22 年 6月	 　学校法人東京歯科大学	評議員	 （現在）
平成 25 年 6月	 　東京歯科大学副学長	（令和 4年 5月まで）
平成 28 年 6月	 　東京歯科大学千葉病院長
	 	 　	 （平成 30 年 3月まで）
平成 29 年 6月	 　学校法人東京歯科大学	常務理事	（現在）
平成 30 年 4月	 　東京歯科大学千葉歯科医療センター	
	 	 　	 （令和 4年 5月まで）
令和 4年 6月	 　東京歯科大学学長	 （現在）
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短期大学鳥山佳則学長が再任

新人事発令

2022 年５月 31 日をもって任期満了を迎える鳥山佳則短

期大学学長の後任の学長選任は、学校法人東京歯科大学寄附

行為に定められた手続きに従い、2022 年３月７日（月）開催

第 92 回短期大学教授会の推挙を受け、2022 年３月 30 日

（水）の第 738 回理事会にて、鳥山佳則短期大学現学長の再

任（２選）が決定した。任期は 2022 年６月１日から 2025 年

５月 31 日までの３年間である。

2022 年４月 26 日（火）開催の第 739 回理事会において、

寄附行為施行細則第３条に規定する役職者が選任された。

副学長には片倉 朗教授、山本 仁教授が新たに選任され、

松井淳一教授が再任された。水道橋病院長には山下秀一郎教

授が選任され、市川総合病院長には西田次郎教授が再任、千

葉歯科医療センター長には片倉 朗教授が選任され、大学院

歯学研究科長には齋藤 淳教授が再任された。任期は 2022

年６月１日から 2025 年５月 31 日までの３年間である（定

年退職者は当該日まで）。なお、東京歯科大学短期大学副学

▶井出吉信理事長より辞令を交付された鳥山短期大学学長

長の選任はなかった。

新役職者の就任に伴い、2022 年６月１日（水）午後３時よ

り水道橋校舎本館応接室において井出吉信理事長より寄附行

為規程の新役職者に辞令が交付された。

次いで、午後３時 30 分より学長室にて一戸達也学長から

学務役職者に対して辞令が交付された。

なお、３施設関係の役職者に対しては、それぞれの施設に

おいて各施設長から辞令が交付された。

▲井出理事長と規定役職者の集合写真
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新人事

東京歯科大学学務等役職者

任命期間：令和 4 年 6 月 1 日〜令和 7 年 5 月 31 日（定年退職者は当該日まで）

※診療科部長 ･ 診療科科長 ･ 診療科系部長 ･ 教育主任の任命期間は令和 4 年 6 月 1 日〜令和 5 年 5 月 31 日

令和 4 年 6 月 1 日

（敬称略 ･ 順不同）

役　　　　職 氏　　　　名 役　　　　職 氏　　　　名
寄附行為規定役職者等 水道橋病院
学長 一　　戸　　達　　也 副病院長 鳥　　山　　佳　　則
副学長 片　　倉　　　　　朗 副病院長 古　　澤　　成　　博
副学長 山　　本　　　　　仁 副病院長 髙　　野　　正　　行
副学長 松　　井　　淳　　一 副病院長 新　　谷　　誠　　康
水道橋病院長 山　　下　　秀 一 郎 保存科 部　長 古　　澤　　成　　博
市川総合病院長 西　　田　　次　　郎 小児歯科 部　長 新　　谷　　誠　　康
千葉歯科医療センター長 片　　倉　　　　　朗 口腔外科 部　長 片　　倉　　　　　朗
大学院歯学研究科長 齋　　藤　　　　　淳 歯科麻酔科 部　長 小　　鹿　　恭 太 郎
短期大学学長 鳥　　山　　佳　　則 補綴科　 部　長 山　　下　　秀 一 郎
短期大学副学長 ─ 矯正歯科 部　長 西　　井　　　　　康

放射線科 部　長 後　　藤　　多 津 子
口腔インプラント科 部　長 佐 々 木　　穂　　高

図書館長 古　　澤　　成　　博 健康スポーツ歯科 科　長 武　　田　　友　　孝
分館長 岡　　田　　　　　聡 摂食嚥下リハビリテーション科 科　長 石　　田　　　　　瞭
分館長 高　　際　　　　　睦 スペシャルニーズ歯科・

ペインクリニック科
科　長 福　　田　　謙　　一

口腔科学研究センター所長 東　　　　　俊　　文
副所長 新　　谷　　誠　　康 内科 科　長 山　　岸　　由　　幸

教養科目協議会幹事 加　　藤　　哲　　男 眼科 科　長 ビッセン　　弘　　子
基礎教授連絡会幹事 杉　　原　　直　　樹 臨床検査部長 松　　坂　　賢　　一
臨床教授連絡会幹事 村　　松　　　　　敬
教務部長 阿　　部　　伸　　一

副部長 平　　田　　創 一 郎 市川総合病院
副部長 松　　坂　　賢　　一 病院機能統括部長（経営戦略責任者） 菅　　　　　貞　　郎
副部長 服　　部　　雅　　之 副病院長 中　　川　　　　　健
副部長 関　　根　　秀　　志 副病院長 福　　島　　裕　　之
副部長 高　　際　　　　　睦 副病院長 大　　木　　貴　　博

学生部長 笠　　原　　正　　貴 副病院長 門　　田　　佳　　子
副部長 上　　田　　貴　　之 副病院長 吉　　川　　淳　　子
副部長 池　　上　　健　　司 歯科・口腔外科 部　長 野　　村　　武　　史
副部長 大 久 保　　真　　衣 内科 部　長 寺　　嶋　　　　　毅
副部長 石　　塚　　洋　　一 消化器内科 部　長 西　　田　　次　　郎

研究部長 石　　原　　和　　幸 消化器内科 部長代理 岸　　川　　　　　浩
副部長 村　　松　　　　　敬 循環器内科 部　長 大　　木　　貴　　博
副部長 齋　　藤　　　　　淳 神経内科 部　長 柴　　田　　　　　護

国際交流部長 新　　谷　　誠　　康 呼吸器内科 部　長 寺　　嶋　　　　　毅
学会・学術出版部長 新　　谷　　誠　　康 小児科 部　長 福　　島　　裕　　之
学会部主任 笠　　原　　正　　貴 外科 部　長 長 谷 川　　博　　俊
歯科学報主任 石　　原　　和　　幸 呼吸器外科 部　長 江　　口　　圭　　介
欧文紀要主任 後　　藤　　多 津 子 脳神経外科 部　長 佐 々 木　　　　　光
研究機器管理部長 澁　　川　　義　　幸 心臓血管外科 部　長 井　　上　　仁　　人
環境安全管理部長 杉　　原　　直　　樹 整形外科 部　長 穴　　澤　　卯　　圭
実験動物施設管理部長 笠　　原　　正　　貴 リハビリテーション科 部　長 堀　　田　　　　　拓
広報・公開講座部長 橋　　本　　貞　　充 産婦人科 部　長 髙　　松　　　　　潔
臨床教育委員長 村　　松　　　　　敬 眼科 部　長 島　　﨑　　　　　潤
臨床研修委員長 平　　田　　創 一 郎 耳鼻咽喉科 部　長 飯　　村　　慈　　朗
総合講義・実習委員長 阿　　部　　伸　　一 泌尿器科 部　長 中　　川　　　　　健
臨床基礎実習室運営委員長 西　　井　　　　　康 放射線科 部　長 池　　田　　耕　　士
健康管理センター主任 山　　岸　　由　　幸 皮膚科 部　長 髙　　橋　　愼　　一
情報システム管理委員長 古　　澤　　成　　博 皮膚科 部長代理 西　　田　　次　　郎
歯科医学教育開発センター主任 阿　　部　　伸　　一 形成外科 部　長 佐 久 間　　　　　恒

麻酔科 部　長 大　　内　　貴　　志
麻酔科 部長代理 印　　南　　靖　　志

大学院研究科 精神科 部　長 宗　　　　　未　　来
教務部長 澁　　川　　義　　幸 臨床検査科 部　長 佐 々 木　　　　　文
学生部長 福　　田　　謙　　一 緩和ケア科 部　長 小 板 橋　　俊　　哉

救急科 部　長 鈴　　木　　　　　昌
臨床薬学科 部　長 門　　田　　佳　　子

短期大学 市川総合病院歯科教育主任 松　　浦　　信　　幸
教務部長 菅　　野　　亜　　紀 市川総合病院医科教育主任 寺　　嶋　　　　　毅
学生部長 片　　田　　英　　憲 角膜センター長 島　　﨑　　　　　潤
研究部長 中　　野　　啓　　子 リプロダクションセンター長 髙　　松　　　　　潔
教務副部長 ─ 口腔がんセンター長 野　　村　　武　　史
学生副部長 永　　井　　由 美 子 薬剤部長 門　　田　　佳　　子
実習主任 白　　鳥　　た か み
実習主任 永　　井　　由 美 子 千葉歯科医療センター
実習主任 多　　田　　美 穂 子 副センター長 伊　　藤　　太　　一

副センター長 大　　神　　浩 一 郎
口腔外科系部長

（口腔外科、歯科麻酔科、放射線科） 和　　光　　　　　衞

育成歯科系部長
（矯正歯科、小児歯科） 石　　井　　武　　展

一般歯科系部長
（保存科、補綴科、総合診療科） 久　　永　　竜　　一

専門歯科系部長
（口腔インプラント科，臨床検査部，摂食
嚥下リハビリテーション科）

伊　　藤　　太　　一

総合予診室長 杉　　山　　利　　子
千葉歯科医療センター教育主任 大　　神　　浩 一 郎
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井出吉信理事長再任
2022 年 ５ 月 31 日 を も っ て 理 事 の 任 期 満 了 を 迎 え る

井出吉信理事長の後任について、学校法人東京歯科大学寄附

行為に定められた手続きに従い、2022 年５月 30 日（月）開

催の第 741 回理事会にて、井出吉信先生の理事長再任が決

定した。任期は 2022 年６月１日から 2023 年５月 31 日ま

での１年間である。

新役員の紹介

昭和 35 年 8月 10 日生まれ

昭和 60 年 3月	 東京歯科大学卒業
昭和 60 年 6月	 第 77 回歯科医師国家試験合格
昭和 60 年 6月	 歯科医籍登録（第 97207 号）
昭和 61 年 3月	 東京歯科大学口腔外科学第一講座	特別研究生修了
平成 3年 2月	 東京歯科大学大学院歯学研究科
	 	 （口腔外科学第一講座専攻）修了
平成 3年		 歯学博士の学位受領（東京歯科大学）
平成 3年 4月	 東京歯科大学口腔外科学第一講座	助手
平成 12 年 6月	 東京歯科大学口腔外科学第一講座	講師
平成 15 年 6月	 学命によりアメリカ合衆国（下記）に研究留学
	 	 University	of	California	Los	Angeles，
	 	 School		of	Dentistry	Dental	Research	Institute
	 	 Visiting	Assistant	Professor	 （平成 16 年	7 月まで）
平成 18 年 4月	 東京歯科大学口腔外科学講座	講師
	 	 （講座統合による名称変更 )　

平成 20 年 2月	 東京歯科大学大学院歯学研究科
	 	 がんプロフェッショナル養成プラン
	 	 コーディネーター	 （平成 25 年	3 月まで）
平成 20 年 6月	 東京歯科大学口腔外科学講座	准教授
平成 21 年 9月	 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座
	 	 口腔外科学分野	准教授（配置転換）
平成 23 年 4月	 東京歯科大学オーラルメディシン
	 	 ・口腔外科学講座	教授、講座主任
平成 23 年 5月	 東京歯科大学口腔がんセンターセンター長	
	 （平成 24 年	8 月まで）
平成 25 年 6月	 東京歯科大学教務部	副部長
平成 27 年 4月	 東京歯科大学口腔病態外科学講座	講座主任
	 	 東京歯科大学水道橋病院口腔外科部長
平成 28 年 6月	 東京歯科大学教務部部長、
	 	 歯科医学教育開発センター主任	 	
	 （令和元年 5月まで）
令和	元	年		 6 月	 東京歯科大学水道橋病院長	 （令和 4年 5月まで）
令和 4年 4月	 学校法人東京歯科大学常務理事

片
かた

倉
くら

　朗
あきら

略　歴

法人役員の選任・役員一覧
○学校法人東京歯科大学理事長の選任

第９代理事長　　井　出　吉　信

○令和４年６月１日からの法人役員新体制

井　出　吉　信　理事長（総括）

一　戸　達　也　常務理事（学務）

西　田　次　郎　常務理事（病院（医科））

片　倉　　　朗　常務理事（財務・病院（歯科））

加　藤　靖　明　常務理事（建設）

澁　谷　國　男　常務理事（校友）

橋　本　正　次　常務理事（庶務）

松　井　淳　一　常務理事（人事）

金　森　越　哉　理事

石　井　拓　男　常勤監事

水　野　嘉　夫　監事

榊　原　一　夫　監事
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新人事

理事長・学長就任式開催
理事長・学長の就任に伴い、2022 年６月１日（水）午後５

時より水道橋校舎新館血脇記念ホールにおいて、理事長・学

長就任式が執り行われた。

法人役員として、井出吉信理事長、一戸達也常務理事、

西田次郎常務理事、片倉 朗常務理事、加藤靖明常務理事、

澁谷國男常務理事、橋本正次常務理事、松井淳一常務理事、

金森越哉理事、石井拓男監事、水野嘉夫監事、榊原一夫

監事、五木田 彬顧問が、規定役職者として、一戸学長、

鳥山佳則短期大学学長、片倉副学長・千葉歯科医療セン

ター長、山本 仁副学長、松井副学長、山下秀一郎水道橋

病院長、西田市川総合病院長、齋藤 淳大学院歯学研究科長

が登壇した。

新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、出席者は水

道橋校舎教職員のうち教授、准教授、講師、部長、課長、係

長に限定して行い、就任式の模様はオンラインにて全教職員

に配信された。

▲法人役員および学務役職者集合写真
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理事長再任および学長退任のご挨拶

理事長再任のご挨拶 学長退任のご挨拶
みなさまこんばんは。臨床・教育でお疲れのところ就任

式にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
これまで、私は寄附行為第 8 条第 1 項に規定する学長と
しての理事を務めてまいりました。この度、学長退任にあ
たり、評議員より2022 年 6 月 1 日付で改めて寄附行為
第 8 条第 2 項に規定する理事に選任いただき、理事会に
おいて理事長に再度任命いただきました。任期につきまし
ては、他の理事の先生方と同じく、来年の 5 月 31 日迄で
ございます。現在、盛んに私立大学のガバナンスについ
て文部科学省にて協議されております。理事長として、学
校法人東京歯科大学は、今まで以上にガバナンス強化に
努めてまいる所存でございます。現在本学には 9 名の理
事がおり、そのうち 5 名の理事は本学同窓ではありませ
ん。その点からも本学のガバナンスが守られる環境にある
と考えています。今後、より一層私立学校ガバナンスにつ
いて強化されることが予想されますが、本学は、それに先
駆けて 2 名の監事に学務および財務をみていただいてお
りましたが、本年 4 月より常勤監事を加えた 3 名体制と
し、本学の運営を内部と外部から支えていただければと考
えております。5 月 30 日に開催されました理事会・評議
員会にて令和 3 年度の決算をご承認いただきました。当
初、千葉校舎の解体や新型コロナウイルスの影響も見込
まれましたので、大きな赤字予算を組んでおりましたが、
本学教職員が一丸となった努力により、最終的に黒字決
算となりました。新型コロナウイルスに係る補助金がありま
したので、決して安心できるわけではありません。本年度
の予算については、既に理事会・評議員会で承認を得て
おり、本学ホームページにて情報の公開がされますが、
本年度も厳しい状況が続くことが見込まれます。理事長と
して、理事の先生方とともに 1,300 人以上の教職員と、
そのご家族を含めると 2,000 名以上に対して責任をもって
大学運営を遂行してまいりますので、ご協力のほど宜しく
お願いいたします。

学生部長、教務部長を経て、大学の執行部として法人
主事、学監、副学長、学長など 20 年以上務めてまいりま
した。元理事長の井上 裕先生より「学校の経営について
勉強しなさい」千葉から水道橋へ大学機能を戻した際に
は、「今まで以上に東京歯科大学の伝統を守りなさい」と
仰せつかりました。移転事業については、現在実施してい
る法人エリアの改修を残すのみとなりました。その間、大
学として、教育・研究・臨床の充実に努めてまいりました
が、至らなかった点も承知しており、反省しております。
新しい執行部は、新進気鋭の一戸先生に学長に就任いた
だき、新しい学務役職の執行部は、今まで以上に強力な
体制を組んでいると思っております。今まで以上に教職員
のみなさま方にご協力いただきたく存じます。学長を 11
年間務めさせていただきましたことを教職員のみなさま方
に感謝申し上げます。これからは理事長として、大学の経
営に努めてまいります。長い間、学長としてお世話になり
ました。ありがとうございました。

（2022 年 6 月 1 日（水）開催の理事長・学長就任式での
ご挨拶より）

理事長 井出 吉信
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新人事

学長就任のご挨拶

学長 一戸 達也

2022 年 6 月 1 日をもちまして学長を拝命しました
一戸です。どうぞよろしくお願いいたします。只今、
井出吉信理事長からお話がありましたが、井出先生が
11 年に亘って学長を務められ、千葉から水道橋への大
学移転の大事業を成し遂げられたと同時に、多くの功績
をあげられましたので、井出先生の後に学長職を引き
継ぐことは大変荷が重いことではありますが、教職員の
皆様のご協力をいただき、大学を運営する務めを果た
してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

東京歯科大学に関わるすべての方がご存知のとおり、
「歯科医師たる前に人間たれ」が本学の建学の精神で
す。では、この「歯科医師たる前に人間たれ」の精神
をもとに、本学が大学としてどのような役割や使命を果

たしていくかですが、これについては、本学学則の第１
章総則第１条に「東京歯科大学は、歯学に関する専門
の学術を教授研究すると共に、豊かな教養と高い人格
を備えた人材を養成し、もつて人類の福祉に貢献するこ
とを目的とする。」と記載されています。一般に大学の
学則には人材養成について記載されていることが多いで
す。ところが東京歯科大学の学則は、人材養成に加え
て、「もつて人類の福祉に貢献することを目的とする。」
と記載されています。ここまで記載されている学則は少
ないと思います。一方で、わが国の大学の「高等教育
機関」としての役割は決まっており、「教育」、「研究」、

「社会貢献」と、そして本学は医療系大学ですから「診
療」という４つになります。

東京歯科大学は、教育を通じて人類の福祉に貢献し
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なければなりません。すなわち、教育を通じて歯科界
のみならず世の中のリーダーとなる人材を養成しなけれ
ばなりません。このためには、歯科医師になるために国
家試験に合格することは当然のことになりますが、この
国家試験合格は大変重要な目標ではありますが、目的
ではありません。あくまで１つの通過点でしかありませ
ん。その点をよく理解し、世の中が求めるもっと高いレ
ベルの人材を養成することを改めて認識していただきた
いと思います。

また、研究で人類の福祉に貢献します。千葉から水
道橋に大学機能が移転してから井出前学長にご配慮い
ただき、本館７階と新館６階に「口腔科学研究セン
ター」を集約していただきました。そして、石原和幸研
究部長、東 俊文口腔科学研究センター所長、山口 朗
客員教授らのご指導により、非常に高いレベルの研究
業績、論文が多く発表されるようになりました。世界的
にも有名な雑誌に、論文が多く掲載されるようになりま
した。研究のレベルも上がったと思います。ただ、これ
から先は、これを踏まえて人類の福祉に貢献する、とい
う観点から活動を進めて行きたいと思います。残念なが
ら、東京歯科大学はこれまで知的財産面が弱かったと
思います。新しい知的財産を創出し、世界に発信するこ
とを改めて意識し、この部分を強くしていかなければな
らないと思っています。これは、ここにいらっしゃる、ま
た聴いていただいているすべての方の協力と意識がな
ければできないことですので、皆様のご協力をいただき
ながら、ぜひ進めていきたいと思います。

診療については、日々診療に携わる皆様が、最高レ
ベルの医療を提供していただいていることは十分理解し
ています。ただ、一方で東京歯科大学は決してマンモ
ス大学ではなく、小さな単科大学です。単科大学で、
医科の総合病院を持つ、きわめてユニークな存在です。
したがって、我々が持っている資源は、決して無限のも
のではないということを意識して、我々ができる範囲の
最高の医療を提供することが重要だと思います。何でも
かんでも欲張ってやろうとすると、それは元手も掛かか
りますし、多くの人的資源も必要になりますし、大変な
ことです。我々ができる範囲の最高の医療を提供すると
いうことを意識していただきたいと思います。

そして、社会貢献です。社会貢献に関しては、先ほど

申したとおり、知的財産の創出を強力に進めたいという
ことともう１つ、ご承知のとおり霞が関の中央官庁や東
京都、千葉県などの行政は、国のあるべき姿に向かっ
て政策誘導するために、いろいろな仕掛けを作ります。
たとえば、私立大学等改革総合支援事業の補助金は、
これからの私立大学はこうあるべきだということを念頭に
おき、それを先取りして進めている大学に補助金を出し
ます。東京歯科大学も当然このような補助金をたくさん
いただくように努力をして大学を改革しているわけです
が、これは国の政策に乗って、あるいは少なくとも乗り
遅れないようにするという状況です。ですから、これか
らは、それがただちに叶うと思ってはおりませんが、政
策誘導を誘導する力をつける。すなわち、国の審議会
等で、皆様が、そして我々が、東京歯科大学を背負っ
て発言することで、国の政策が我々の意見を反映しても
らえる、そういう発信力を持たなければならないと思っ
ています。ここにいる皆様は、そういう発信力を兼ね備
えているが、発信する機会が少ない、そんな方が多い
ように感じています。ぜひ、機会があればいろいろな公
的な会議に参加していただき、皆様の意見、東京歯科
大学の意見を反映させていただきたいですし、我々もそ
のことのサポートをしていきたいと思います。

いずれにせよ、大学のやることは４つであり、東京歯
科大学の目的は人類の福祉に貢献するということです
が、あまりに高邁な理想論的な目的ばかりで夢を追い
続けても仕方がありません。やるべきことは毎日一歩一
歩着実に進めるということで、その結果として目的に近
づいていくということを目指して、本学の全ての方々と
一緒に歩みを進めたいですし、いろいろとご協力をお
願いすることもあるかと思いますが、その節はぜひよろ
しくお願いいたします。本日から皆様と一緒に東京歯科
大学を一歩ずつ前に進めるという重大な務めを果たして
まいりたいと思います。井出理事長、法人理事の先生
方にもいろいろとご指導いただきながら、進めてまいり
ますので、皆様にはぜひご協力いただきますようお願い
をいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

（2022 年 6 月 1 日（水）開催の理事長・学長就任式で
のご挨拶より）
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学務役職者就任のご挨拶

学務役職者就任のご挨拶

副学長・千葉歯科医療センター長

片倉 朗

2022 年６月１日より、副学長ならびに千葉歯科医療セン

ター長を拝命いたしました。二つの重責を担い、あらためて

気持ちを引き締めて本学の発展に尽力する所存です。

東京歯科大学の水道橋移転事業が完了し、大学はさらに新

らしい頁を開きました。改正私立学校法は「学校法人は、自

主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私

立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図る

よう努めなければならない」としています。歯学教育におい

て重要な役割を担う本学もガバナンスを制度的に強化し、こ

れまで以上に社会の理解と支援を得て、学生が安心して学べ

る環境のさらなる充実を進めています。本学は過去の認証評

価の結果をふまえて一戸達也学長が中心にとなって詳細な中

期計画を策定しました。山本 仁副学長、松井淳一副学長と

協力してそこに示された各目標を達成するための施策を講

じ、対外的にも高く評価される教育と研究の質の向上に努め

たいと思います。

千葉歯科医療センターは、地域の歯科医療への貢献と各地

域で活躍できる若手歯科医師の育成を目的に、2021 年３月

に開院して１年余が経ちました。１日約 380 名の患者様が

来院しています。しかしながら、収支においては改善の努力

が必要です。所属するヒューマンリソースと実装した機能と

を最大限に活かした効率的な診療と運営体制の整備が急がれ

ます。千葉県における歯科診療所ならびに基幹病院との連携

をさらに充実させ、患者様にも紹介いただく先生方にも至便

性の良い歯科医療センターとして発展させる所存です。所属

するスタッフの皆様と協力し、またセンター事務方の責任者

である元大学事務局長の加藤靖明参与とともにこれらに取り

組んでまいります。

本学のさらなる発展と充実に専心努力いたす所存ですの

で、教職員の皆様の御指導と御協力のほど、お願い申し上げ

ます。

副学長

山本 仁

2022 年６月１日付をもちまして、副学長（教学担当）を拝

命いたしました。その責任の重さを痛感しております。創立

130 年を超える本学の歴史は髙山 齋先生や血脇守之助先

生が中心となりその礎を、それに続き多くの先生方が「歯科

医師たる前に人間たれ」という建学の精神を基に築きあげた

ものです。この 130 年余の歴史は決して前例の踏襲から成

り立っているのではなく、改革の連続により積み上げられた

ものと考えております。大学の将来を見据え、歩みを止める

ことなく前進して東京歯科大学の歴史をさらに積み上げるべ

く、努力をしてまいりたいと存じます。

かつて歯科医師となるべき道の関門は歯科医師国家試験で

した。しかし歯学部入学から臨床実習、歯科医師国家試験、

臨床研修、さらに生涯研修まで一貫した継ぎ目のない歯科医

師養成という考えから、まず臨床実習前に実施されている共

用試験が公的化、つまりこの試験に合格しないと国家試験受

験資格が与えられない、という試験になることが決まりまし

た。学生にとって新たな関門です。さらに臨床実習終了時に

は診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験があります。こ

れらを始めとする修学上の対応は、該当学年だけでなく第１

学年から進めていく必要がありますので、各学年において質

の高い、きめ細やかな学修指導を進めて参りたいと考えてお

ります。一方、大学生時代に友人、先輩や後輩との関係を通

して人間性が養われることは言うまでもありません。講義・

実習は対面で実施され、またコロナ禍で中止されていたクラ

ブ活動が条件付きではあるものの再開となり、大学も以前と

同じ形に戻りつつあります。学生が安心して学び、人間関係

を育む環境の整備についても、新型コロナウイルス感染症な

どの社会的な変化に臨機応変に対応していきたいと思いま

す。何が学生にとって大切なのか、必要なのかを常に考えな

がら、一戸達也学長のリーダーシップのもと、片倉 朗副学

長、松井淳一副学長とともに、教務部、学生部、各学年の主

任、副主任、その他関連各部署と情報の共有を図りながら、

的確な学生指導を進めていきたいと存じます。

教職員の皆様、同窓の皆様、保護者の皆様のご指導、ご鞭

撻とご協力を賜わりますようお願い申し上げ、副学長就任の

ご挨拶とさせていただきます。
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大学院歯学研究科長

齋藤 淳

この度、大学院歯学研究科長を拝命いたしました。大変

光栄であると同時に、重責に身の引き締まる思いです。大

学院歯学研究科においては学生部長、教務部長を経て、昨

年４月からは研究科長を務め、今回は重任となります。こ

れまで以上に大学院教育・研究の質の向上を目指してまい

ります。

大学院ディプロマ・ポリシーには修了要件として、「専攻

分野に新しい知見を示した」、「歯科医学の発展に寄与する

能力を有する」そして「国際水準の研究・指導能力を有す

る」の３つを掲げています。これらを大学院生が確実に達

成できるよう、カリキュラム・ポリシーに基づく教育を研

究指導の先生方と共に実践してまいります。

2022 年度の大学院在籍者は基礎系 22 名、臨床系 136

名の計 158 名であり、昨年度より５名増です。毎年多くの

入学者があり、本学の大きな力となっています。これもひ

とえに先人、そして現教職員のご尽力の賜です。ここ数年

来、新型コロナウイルス感染症の蔓延は研究活動にも影響

を及ぼしてきましたが、大学院生は創意工夫をもって研究

に邁進し、着実に成果をあげています。今後、一人でも多

くの若者が本学大学院に入学し、まだ誰も見たことのない

世界への旅路につくことを願っています。

文部科学省私立大学研究ブランディング事業の採択でス

タートした本学顎骨疾患プロジェクトは、大学の支援のも

と継続しており、口腔科学研究センターのプロジェクト研

究とともに、組織の垣根を越えた研究の場として、大学院

生の研究に大きく貢献しています。今後も大学院は研究部

や関係各所と連携し、東京歯科大学そして歯科医学の将来

を担い、国際的にも活躍し得る人材の育成を通して、社会

に貢献してまいります。

本学大学院は 1958 年に創立され、今年で 64 年目を迎え

ます。我々の使命は、これまでの伝統を礎に、新たな時代

の大学院としてさらに発展させて行くことです。若者の研

究マインドに灯をともすような関わりをすべく、澁川義幸

大学院教務部長、福田謙一学生部長とともに努力する所存

です。皆様のご協力をお願い申し上げます。

副学長

松井 淳一

この度、副学長を再び拝命いたしました。2019 年にこの

任を頂戴して務めてまいりましたが、開学以来 130 年を越

える東京歯科大学の歴史と伝統の凄さを感じる３年間でし

た。また、2020 年からは法人常務理事も拝命しており、重

要な役職に再び就いたからには、その責任をこれまで以上に

果たしてまいる所存です。

私は、1979 年に慶應義塾大学医学部を卒業し、これまで

外科医の道を進んでまいりました。消化器外科、中でも治

療、手術の最も困難な肝・胆・膵領域を専門として取り組ん

で来ました。栃木県立がんセンター、カナダ・トロント大学

消化器科留学、さいたま市立病院副院長・外科部長などを経

て、2008 年東京歯科大学外科学教室教授に就任し、2013

年から 2019 年まで市川総合病院副院長を務めました。

私は、市川総合病院に奉職以来、歯科教育と医科歯科臨床

連携に力を注ぎ、歯科衛生士認定コースの講義を担当し、千

葉県がん診療連携協議会の地域連携口腔ケアパス専門部会の

初代部会長を務めました。2020 年には慶應義塾大学医学部

外科学教室の同窓会紙『刀林』に副学長就任の挨拶とともに

本学の髙山 齋先生、ならびに血脇守之助先生の二人が慶應

義塾で福澤諭吉の薫陶を受け、その縁から始まった両大学の

深い関係を紹介いたました。

私は副学長として人事、ならびに市川キャンパスを担当いた

しますが、井出吉信理事長、一戸達也学長の下、片倉 朗副学

長、山本 仁副学長とともに本学の発展のために微力ながら精

一杯役目を果たしたいと決意を新たにいたしております。

東京歯科大学教職員の皆様のご指導ご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。
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学務役職者就任のご挨拶

水道橋病院長

山下 秀一郎

この度、2022 年６月１日付をもちまして、東京歯科大学

水道橋病院の病院長に就任いたしました。伝統ある本院の病

院長を拝命することは、改めて身に余る光栄でありますとと

もにその責任の重さを痛感しております。

我が国では、2007 年に世界最速で超高齢社会に突入し、

2025 年には高齢化率は約 30％に達すると見られています。

その結果、健康寿命の延伸と健康格差の縮小のために、口腔

の健康と全身の健康の関わりが謳われるようになってきまし

た。口腔の健康は、口から食べる喜び、話す楽しみを保つ上

で重要であり、生活の質の向上にも大きく寄与していること

から、充実したライフステージを送るために高い注目が集

まっています。

水道橋病院では、このような動向に合わせて、院内、院外

の両面からシステムを整備してまいりました。院内に目を向

ければ、各診療科の医師は専門領域における適切な教育を受

け、十分な知識・経験のもとに診療ガイドラインに沿った最

も信頼性の高い医療を提供できるよう研鑽を積んでおりま

す。また、各ライフステージに応じた医療体系の構築を図る

ために、各診療科、各職種が連携を取りながら、日々務めて

おります。院外においては、私がこれまで地域医療連携を担

当していたこともあり、近隣の先生方からご紹介頂きやすい

システムをさらに発展できるよう取り組んでおります。

あわせて、水道橋病院は歯学部学生、短期大学学生、およ

び研修歯科医を対象とした教育病院としての機能を有してお

ります。特に、歯学部学生は一定の技能と知識を習得した

Student Dentist として診療チームに参加し研鑽を積んでお

ります。

水道橋病院の理念である「思いやりの心による医療」は全

職員に確実に浸透しております。一人一人の患者様としっか

り向き合い、寄り添い、信頼に足る医療を提供できるよう、

病院全体が一丸となって尽力してまいります。今後とも、変

わらぬご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

短期大学学長

鳥山 佳則

引き続き短期大学学長を務めさせていただきます鳥山佳則

です。私は、2020 年４月に初代学長の石井拓男先生から職

を引き継ぎ、本来は、基礎固めの時期から発展の時期に移行

するはずでした。しかしながら、就任直後に初の緊急事態宣

言が発出され、教職員に支えられながら、コロナ下での短大

での職を務めてきました。感染がひと段落したことから、

2022 年度からは、講義、実習ともに、おおむね本来の姿に

戻っています。

前身の専門学校時代を含めて過去 31 回の国家試験に全員

が合格、さらに約 2,000 人の求人数は誇れるものではあり

ます。しかしながら、全国的には定員割れする短期大学が

年々増加しており、本学は定員の確保はしているものの、志

願者数は伸び悩んでいました。そこで、2022 年度の入学者

については選抜方法（入学試験）を大きく変更しました。ま

ず、総合型選抜（旧 AO 入試）を新しく実施しました。これ

は、科目試験を行わず書類審査と講義を聴講して設問に解答

する記述試験、面接により評価を行うものです。また、学校

推薦型選抜は科目試験を廃止、一般選抜は科目数を減らしま

した。こうした受験生の負担軽減となる変更により、受験者

数は過去最高となりました。この結果に満足することなく、

今後も、よりよい学生の確保に努めていきます。

短期大学は１学年約 50 名、専攻科約 10 名、計約 160 名

の小規模の学校です。そのため、教職員と学生とのコミュニ

ケーションが良好で、教育、生活両面においてきめ細やかな

対応が特徴です。歯学部の大きな支援と附属３施設での臨床

実習という恵まれた環境を活かし、長く社会貢献できる歯科

衛生士を養成していく所存です。
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図書館長

古澤 成博　

この度、2022 年６月１日より図書館長を引き続き拝命い

たしました古澤です。大変光栄であると同時に、歴史と伝統

のある本学の図書館長という職務の重さに、改めて身が引き

締まる思いであります。

現在、30 万冊を超える書籍を所蔵している本学の図書館

は、それぞれのキャンパスに附属する形で、水道橋校舎の本

館および新館、さいかち坂校舎、市川キャンパス、千葉キャ

ンパスの合計５か所で運用されております。中でも敷地面積

の大きい千葉校舎には 236,000 冊を超える蔵書があります。

かつての千葉校舎はすべて解体され、新たに千葉歯科医療セ

ンターが建設されておりますが、図書館の建物はそのまま残

されており、昔日の面影を今に伝えながら従来どおり運用を

続けております。

図書館は、単に書籍を保管しておく場所ではなく、人が利

用して初めて価値が生まれます。本学に所属するあらゆる人

が気持ちよく利用できる環境が整備されていなくてはなりま

せん。そのためには蔵書と読者と図書館員の三者が一体と

なって動き、活動を維持することが重要であると考えており

ます。

また、言うまでもなく図書館は、学術情報の発信とともに

学生が勉強する場の提供といった、本質的な業務を担ってお

ります。歯科大学という特殊な環境下にありますが、単に医

歯薬系の情報発信に特化することなく、一般教養を提供する

場であるという観点からも、読書が好きな学生諸君や職員の

皆様からの推薦図書を中心に、一般書籍の導入も積極的に

行っております。今後もこのような取り組みを、引き続き進

めてまいりたいと思っております。

図書館長として、大学全体の業務を俯瞰することによって

円滑な運用を遂行し、より良い図書館環境の整備を目指して

まいりますので、皆様御協力のほど、何卒よろしくお願い申

し上げます。

市川総合病院長

西田 次郎

この度、市川総合病院長を再度拝命いたしました。年々困

難になる経営環境と課題の中、重責に改めて身の引き締まる

思いでおります。

2019 年６月に３期目の病院長を拝命してからの３年間

は、ほとんどの時間を新型コロナウイルス対策とともに病院

運営に取り組むことになりました。2020 年３月にコロナ対

応病棟を設置、その後新型コロナウイルス重点医療機関の指

定を受けました。のべ 338 名のコロナ陽性患者と 2,654 名

のコロナ疑い患者の治療に当たり、まさに前例のない状況で

はありましたが、全職域の教職員からの参加を得て対策チー

ムを立ち上げ、一丸となって対応に努めてきました。その結

果、これまでに大きな事故もなく、病院経営も順調に維持さ

れています。

このような厳しい状況下でも、地域からは歯科大学附属病院

として、地域医療支援病院として、コロナ診療と並行して常に

高度な病院機能を維持拡充することが求められています。

歯科分野では、千葉歯科医療センターの無床化に伴い、診

療面のみならず教育面でも当院の果たす役割が大きくなって

おり、本年９月には角膜センター横に新築される歯科診療棟

（750m2、歯科チェア 25 台）の運用を始めます。新診療棟に

は全身麻酔が可能な治療室も設置して、より効率的で高度な

歯科治療が実施されるようになり、患者数および手術数の増

加も大いに期待されます。

地域がん診療連携拠点病院としては、2022 年４月、本邦

で死亡数１位の悪性新生物の中でも最多の肺がんに対応する

ため、独立した診療科として呼吸器外科を設置しました。ま

た、新築移転後の歯科診療室跡地には外来薬物療法室を整備

します。現在の狭い治療室とは比較にならない大きなスペー

スが確保でき、より多くの患者が快適で安全な環境で抗がん

剤治療を受けられるようになります。これらの対応により、

高齢化が進む地域でのがん診療に一層の貢献を果たしていき

たいと考えています。

先のことと思ってきた 2025 年まであと３年です。すでに

超高齢社会である市川市において、地域の住民および医療機

関から信頼される病院を目指し、今まで以上に努力してまい

る所存です。皆様には一層のご支援を賜りますようお願い申

し上げます。
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学務役職者就任のご挨拶

口腔科学研究センター所長

東 俊文

口腔科学研究センター所長に任命されました東 俊文です。

東京歯科大学口腔科学研究センターは、学内すべての教員・

大学院生が利用できるオープンラボ形式研究施設であり全国

的にも注目される施設であります。これまでオープンラボ形

式を受け入れ、全教員一丸となり自前研究室では得られない

環境を提供する研究施設に発展させてきました。運営にあ

たっては、利用者による自治組織として口腔科学研究セン

ター会議の合議により運営してきました。有数の好立地であ

るが故に多くの鉄道架線が隣接するため発生する電磁場問題

や、神田川河畔に立地するため地下水やその湿気問題という

制約を乗り越えてまいりました。そのため環境に最も適した

機器を取捨選択し、大学から多くの予算の供与をいただきな

がら、合議に基づき先端的機器導入を続けてきました。今後

もこの姿勢を堅持し発展させてまいります。

口腔科学研究センターには重要な使命が３つあると考えま

す。①先端的歯科診療・研究を国内外でリードするための基

盤形成を担う。②先端的科学研究および歯科研究の国際的人

材を育成する。③次代を担う大学院生や若手歯科医の研究マ

インドを育成する。

この使命を達成するため、毎年施設の充実を図り、最新鋭

先端機器を導入してきました。しかし、機能が向上するとい

うことはその機能を理解する必要があり、ここは利用者の自

己研鑽が必要です。この自己研鑽を、セミナーを通じて支援

しております。そして、世界レベルにある研究指導教員が次

代東京歯科大学を担う大学院生の指導にあたり、その研究心

を刺激していく好循環に繋げて参る所存です。

口腔科学研究センターの新陳代謝を常に活性化し、常にダ

イナミックな自己改革を怠らない施設として運営してまいる

所存であります。今後とも皆様からの厳しく暖かいご指導、

ご支援をお願いいたします。　

教務部長

阿部 伸一

2022 年６月１日付で教務部長を拝命いたしました。学生

教育の充実のため、学生部長在任中の経験を活かし、さらに

は副部長の平田創一郎教授、松坂賢一教授、服部雅之教授、

関根秀志教授、高際 睦教授、そして教務課の事務スタッフ

とともに職責を全うしたいと考えています。

教務部は講義・実習関連事項、科目試験・実習試験・総合

学力試験などの試験関連事項、学生の成績・進級・卒業関連

事項、学生の出欠に関わる事項、講義室・実習室などの施設

や備品の管理・運営事項、入学試験関連事項、教員の FD 関

連事項など、職務範囲は広く多岐に渡ります。また５年生

は、市川総合病院・千葉歯科医療センターでも実習を行いま

すので、両施設との調整なども行っております。すなわち教

務部が行う職務は、他の部署との連携がとても重要であると

考え、様々な会議体での綿密な事前打ち合わせを心がけてい

ます。特に各学年の主任・副主任との打合せ・情報交換から

学生個々の状況を知り、就学の充実を図っております。

また教務部では、「歯科医師になりたい」という強い気持

ちを持った学生に入学していただくため、「入試ガイダン

ス・オープンキャンパス」を、学生課をはじめとする他の部

署とともに開催しています。内容としては、本学独自の先進

的なプログラム・教育カリキュラムについて紹介するだけで

なく、クラブ活動の一部を紹介することによって、参加され

た方に東京歯科大学を知っていただけるような構成となって

います。特に模擬授業を組み込み、実際の授業内容の一部を

知っていただくだけでなく、担当した先生の学生教育に対す

る熱意も汲み取って欲しいと考えて企画しています。そして

オープンキャンパスの最後に「学内見学ツアー」と称して、

講義室・実習室および病院見学を行っています。「東京歯科

大学で勉強したい！」と思って帰っていただけるように、今

後も内容の充実を検討していきます。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。
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学生部長

笠原 正貴　

本年６月から学生部長を拝命いたしました。2014 年に薬

理学講座主任教授を拝命した時以上に、その責任の重さを強

く感じております。私は学生部長就任にあたり、「自分に何

を求められているのか」を常に己に問い、人のため、とりわ

け学生のために、自分がなすべき職務を全うしたいと考えて

おります。以前、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」を題材に、歯

科学報の巻頭言を書いたことがあります。その時の気持ちを

忘れずに、「アラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズ

ニ」、学生のために働きます。

その礎となるのが学生部と学生課です。学生部副部長は

上田貴之教授、池上健司教授、大久保真衣准教授、石塚洋一

准教授です。また学生課には、吉田成彦課長、上原　彩係

長、廣瀬貴樹課員、相馬典敬課員がおられます。この方々と

ともに職務を全うしたいと考えております。そして、大学教

育の中核を担う教務部・教務課、各学年主任・副主任の先生

方のご協力を得ながら、さらには法人事務、大学事務、水道

橋病院、市川総合病院、千葉歯科医療センターなどの各部署

との連携を図りながら、「人のために働くことのできる志の

ある歯科医師を育成する」を基本姿勢に据え、専心努力して

ゆく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

阿部伸一前学生部長から引き継いでまだ１ヶ月足らずです

が、学生部・学生課はこれほどまでに大変なのかとしみじみ

と感じております。毎日のように山本 仁教学担当副学長に

相談をしております。しかしながら、だからこそやりがいの

ある仕事でもあると感じます。このような機会を与えてくだ

さった井出吉信理事長、一戸達也学長に感謝申し上げます。

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう謹んで

お願い申し上げます。

事務局長

田口 円裕　　

2022 年４月１日付で、大学事務局長を拝命致しました。

本学には 2021 年 10 月に歯科医療政策学の教授として着任

いたしましたが、同時にそれまでの行政機関などでの勤務経

験から水道橋病院の事務部長も併任してまいりました。今回

の大学の事務局長という職務は、これまでとは大きく異なる

分野でもあることから、周りの方々に助けていただきながら

職務を全うしたいと思っております。

さて本学は、建学の精神である「歯科医師たる前に人間た

れ」という「ヒューマニズム」を尊重した教育理念を柱に、

社会のニーズに即応できる歯科医師の育成という時代の要請

に応えるために、歯学教育・研究の充実を図ってきました。

今後は、本学のさらなる飛躍に向け、様々な取り組みをス

ピード感を持って進めていくことが必要であると日々実感し

ています。このような中で私の役割は、必要な経営基盤を強

化し、主体性に取り組む事務局とともに歩んでいくことだと

考えております。井出吉信理事長と一戸達也学長のもと、教

職員と学生が一体となり、様々な方々とも連携して、仕事に

取り組んでいきたいと思っております。

今後、いくつかのことを念頭に仕事を進めていきたいと

思っています。すなわち、目的を明確化し、多様な視点を

持って臨み、実行にあたっては現場目線から始め、改革を恐

れず、常に前向きに取り組んでいきたいと考えています。

事務局長職の重責を拝命し、微力ながら鋭意専心、本学の

発展のために精励する所存です。皆様のご指導ご支援を賜り

ますよう、心よりお願い申し上げます。
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退任のご挨拶

退任のご挨拶

石井 拓男

2016 年６月１日付で法人主事を拝命し、2022 年３月末

日に法人主事を退任しました。法人主事の業務は、学校法人

の事務部門全般を視野に入れて、適正かつ円滑な事務執行が

なされるよう努めるというものです。

法人の事務作業に大きな影響を及ぼすのが法律制度です。

学校法人は学校教育法、私立学校法といった主要な法律か

ら、大学設置基準や学校法人会計基準といった細則まで多く

の制度の中で運営されています。また、附属病院を設置して

いることから、厚生労働省所管の法制度も遵守しなくてはな

らないものとなっています。これらの法制度について、法人

の日常教務で問題が生ずることはないのですが、近年労働基

準法に基づく本学教職員の働き方が課題となってきました。

また、教員評価の推進についても、文科省の意向があり対応

することとなりました。

本学が養成している歯科医師・歯科衛生士は、国の免許に

基づき、法を順守することを強く求めらる職種です。国民の

信頼を得るために必須だからです。それを養成する教育機関

は、当然のこととして順法の精神の下で運営をしなくてはな

りません。学校法人の経営を巡る不祥事が頻発したことか

ら、学校法人ガバナンスの改革が必要とされてきました。こ

のことから、私は 2022 年４月から、学校法人東京歯科大学

の監事（常勤）を任命されました。世の動きが反映されての業

務ですので、職責を全うできるよう努めてまいりたいと存じ

ます。
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退職のご挨拶

退職のご挨拶

名誉教授

佐藤 亨

2022 年５月 31日をもちまして学校法人東京歯科大学を退

職いたしました。1973 年４月に入学以来、半世紀の間、東京

歯科大学に在籍してきたことになります。1979 年に東京歯科

大学を卒業後、歯科補綴学第２講座に入局し、羽賀通夫教

授、腰原 好教授のもと研鑽を積み、2001 年より 19 年間ク

ラウンブリッジ補綴学講座を主任教授として主宰させていた

だきました。その間、36 名の大学院修了者、59 編の原著論

文、64 編の著書・総説・臨床論文、数多くの学会発表、

177 のシンポジウム・セミナー・依頼講演など、講座員の

努力の成果として、多大な研究業績を挙げることができまし

た。2020 年４月より 2022 年５月までの約２年間、東京歯

科大学短期大学副学長を拝命し、歯科衛生士教育に携わらせ

ていただきました。私を支えてくださいました大学、病院の

教職員の方々のご協力、ご支援により、これらの職務を無事

務められたものと大変感謝しております。

東京歯科大学での職務の多くは、学生教育と学生の生活指

導でした。33 歳の時から就学指導を担当し、学年副主任４

回、学年主任４回の 15 年、既卒者担当７年の長きにわたる

就学指導役職を無事務めることができましたことを幸いに思

います。

あわせて、国家試験対策の講義プランを策定した総合講

義・実習委員長および２回の臨床教育委員長の職務は、当

時、教務部長および学監であった井出吉信先生のご指示のも

と、現在の東京歯科大学の臨床実習教育および国家試験教育

の基礎作りのお手伝いをできたものと自負しております。

学内役職
・学年副主任

1988 年度、1991 年度、1992 年度、1995 年度、1996 年度、1999 年度、
2000 年度

・学年主任
2004 年度、2005 年度、2007 年度、2010 年度、2019 年度

・総合講義・実習委員長　2001 年～ 2008 年
・臨床教育委員長　2001 年～ 2007 年、2014 年～ 2017 年
・学生部副部長　2004 年～ 2007 年
・学生部長　2007 年～ 2020 年

所属団体・経験役職
・東京歯科大学学会理事
・日本補綴歯科学会理事、評議員
・日本歯科審美学会常任理事、会長（2009 年～ 2011 年）、監事（2021 年～現在）
・日本歯科理工学会監事（2018 年～ 2020 年）
・日本歯接着歯学会理事
・日本全身咬合学会常任理事

略　歴
1979 年 3 月 東京歯科大学卒業
1986 年 10 月 東京歯科大学歯科補綴学第二講座助手（1988 年３月まで）
1988 年 4 月 東京歯科大学歯科補綴学第二講座講師（2001 年５月まで） 
1997 年 12 月 学名によりドイツ連邦共和国ベルリン自由大学歯学部歯科 

補綴学に研究留学（Visiting Professor）（1998 年 11 月まで）
2001 年 6 月 東京歯科大学歯科補綴学第二講座主任教授
2004 年 1 月 N E W YO R K U N I V E R S I T Y C O L L E G E O F D E N T I S T R Y  

International Program Faculty Advisor 
2006 年 4 月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座（講座名変更） 

主任教授（2020 年３月まで）
2020 年 4 月 東京歯科大学名誉教授
2020 年 4 月 東京歯科大学短期大学副学長（2022 年５月まで）
2020 年 6 月 東京歯科大学短期大学名誉教授
2022 年 6 月 東京歯科大学水道橋病院臨床教授
2022 年 6 月 太陽歯科衛生士専門学校校長

また、学生副部長３年、学生部長 13 年の経験は、学生指

導の大変さを感じるとともに、自分自身への戒めもあった役

職でした。学生部長として学生、職員の禁煙指導をするため

に、約 28 年間吸い続けていたタバコを 2003 年９月６日土

曜日の昼食後の一服で禁煙したのも、今では良き思い出で

す。定年延長で短期大学副学長を務めておりました際に、東

京歯科大学が担当した全日本歯科学生体育大会の大会副会長

を任せていただきました。コロナ禍の中、井出大会長がやむ

なく決断した大会中止は正しいご判断であったと確信してお

ります。

臨床おいては、羽賀教授、腰原教授の薫陶を受けました。

また、現在の自分の咬合診療論を築けましたのは石川達也教

授、菅野博康先生（仙台開業）、吉田 実先生（整体院開業）の

ご指導の賜物です。在職中、多くの学会に携わりましたが、

2009 年には羽賀先生らが中心となって設立された日本歯科

審美学会の第８代会長を務めさせていただきました。

井出理事長、一戸達也学長のリーダーシップのもと、東京

歯科大学はますます発展していくものと確信しております。

私は、2022 年６月に臨床教授を拝命いたしまた。長きにわ

たり、東京歯科大学に奉職した最後の務めとして、水道橋病

院での補綴診療にささやかではありますが貢献できましたら

幸いです。同じく６月から太陽歯科衛生士専門学校の校長に

就任いたしました。これまでの東京歯科大学での経験を活か

して、歯科衛生士教育に従事する所存です。これからも皆様

のご支援をお願い申しあげます。
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退任のご挨拶

学長退任のご挨拶　―50 年の教員生活を振り返って―

井出 吉信

私は 2022 年５月 31 日をもって学長を退任致しました。

本学を卒業して今年でちょうど 50 年となります。当時は

進学課程２年と専門課程４年に別れていました。進学課程の

校舎は現在の市川総合病院前のマルエツスーパーが存在して

いる場所にありました。入学式の時、ピンクの平屋建ての校

舎は、大学とは思えない、まるで幼稚園の様で驚いたことを

思い出します。進学課程の先生方からは、高校の教員より優

しく丁寧な教育を受け、その当時から東京歯科大学の今日の

学生に対する教育姿勢が表れていたと思います。

卒業当時は歯科医師不足時代でしたので、多くの開業して

いる先輩から誘いを受けまして、私も開業医に就職する気で

いくつかの診療室を訪ねていました。

12 月のクラブ活動（謡曲部）卒業コンパの際、隣の席の先

輩（解剖の大学院３年生）に解剖へ遊びに来ないかと言われ、

軽い気持ちで解剖学教室を訪ねました。その時先輩はおら

ず、上條雍彦教授が現れ、教授室に呼ばれました。上條教授

はその時代の歯科界においてマクロ解剖の第一人者で、授業

がわかりやすく学生に大変人気の教授でした。私は研究者に

も教育者にも、成ろうとも、成れるとも思っていませんでし

た。上條教授は「これからの歯科医師は基礎を学び、臨床に

はしっかりとした科学的裏付けが必要である。」と、今でい

う『エビデンスの必要性』を１時間にわたり滾々と話されま

した。その話を聞き、私の家は歯科医院でもないため、その

まま大学院に入学してしまいました。

その当時は解剖に供される遺体が少なく、身元不明の遺体

があると遠くの役所まで御遺体を引き取りに行きました。ま

た、献体の話があっても、ご献体に反対するご遺族の親戚の

方々との交渉がなかなか大変だったことがありました。しか

し、このことが将来の様々な交渉事の大きな勉強になったと

思います。大学院を卒業後、先輩が次々と他大学に赴任して

行き教室員が不足したため、教員に採用されましたが、最初

は２～３年だけ働くつもりでした。まさか、その後 50 年に

わたり教員として東京歯科大学に勤務するとは、予想だにし

ておりませんでした。

教員採用３年後、上條教授が急逝され、次期教授が決まる

までの間、教授代行を命じられました。１年後に水道橋から

千葉キャンパスへの移転が決定されていましたが、教室員は

少人数、私が 32 歳、他の者は皆 20 歳代と若く、移転内容

は全く把握しておりませんでした。新なカリキュラムの編

成、実験研究器具、解剖体や解剖標本の移転など問題が山積

みで途方に暮れましたが、解剖実習中の学生に協力を頼み、

夏休み返上で協力してもらい、大いに助かりました。今もっ

てその時の学生さんたちには感謝しております。その学生の

一人がこの度、大学役職人事において副学長で千葉歯科医療

センター長、法人の財務担当常務理事に就任された片倉 朗

教授なのです。時の流れを感じるとともに、感慨深いものが

あります。千葉キャンパスは水道橋キャンパスに比べて広大

な敷地と真新しい教室、研究室設備が備わっており、これぞ

▲大学院生時代、アルバイト先の薬業健保組合で診療をしていた頃の写真 ▲ 1998年度大学要覧より
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大学だと感激しました。しかしその頃より、全国に続々と新

しい歯科大学、歯学部が設立され、大学間の競争と歯科医師

過剰問題による定員削減、歯科医師国家試験の難易度の上昇

など様々な問題が起き始めてきました。その当時の東京歯科

大学は全国的に見ても、決して国家試験の結果が他大学より

良いとは言えませんでした。

学生部長、教務部長を拝命した際、当時の石川達也学長よ

り新たな歯学教育の在り方を考え教育力の向上を図るよう厳

命を受けました。その後、教育改革を順調に進めることがで

きたのは、教員のみならず職員も一体となって行われた結果

だと思います。当時始めた教育改革の一つが今でも毎月開催

されている教育セミナーです。学年の担任、副担任が、学生

の教育のために日曜、祭日、正月休みを返上し教育に当たる

姿には本当に頭が下がる思いでした。

千葉校舎移転後 30 年が過ぎたころ、これからの教育は生

涯教育すなわちリカレント教育の重要性が語られるようにな

り、他大学との研究、教育の連携も必要度が増してきまし

た。また、教育、研究、診療のハード面でもソフト面でも老

朽化が進み始めてきました。そんな時、街中がキャンパスと

なる都市型教育、診療機関として再度の水道橋キャンパス移

転の話が持ち上がりました。当時の井上 裕理事長より副学

長であった私に移転の責任者を命じられましたが、学内外か

ら様々なご意見を頂き困惑することもありました。しかし、

リーマンショックにより水道橋の隣接地が手に入り、12 年

の歳月をかけた移転が 2022 年の本館改修を経て一段落し、

ほっとしているところです。これには本学教職員、同窓の先

生方、ご父兄の多大なる大学へのご支援の賜物と深く感謝す

る次第です。

現在、東京歯科大学は教育力、診療力、研究力において歯

科大学の中ではブランド力が高まってきていると確信しており

ます。しかし、現在の日本は教育、研究、働き方改革、IT 分

野において世界から少しずつ遅れ始めているように感じられま

す。まったなしの様々な問題を抱えており、新たな改革を迫ら

れています。少子化も進み、私の生まれた 1947 年の出生数は

270 万人でしたが、昨年は 83 万人と大幅に減少しています。

今後、東京歯科大学は様々な困難に行き当たると思いますが、

後に続く後輩たちが東京歯科大学を、日本だけではなく世界に

おいても、歯科医療を通じて人々の健康に寄与できる大学とし

て発展させ続けてくれるものと確信しています。

最後になりますが、長い間東京歯科大学に勤務させて戴い

たことに感謝申し上げます。

今後わずかの間ですが、法人理事長として後方から大学の

運営に寄与できる様に努力する所存です。

５月 23 日に学長としての最終講義を終えたあと、第 1 学

年のある学生から「先生の講義はもう聞けないのですか」と

の言葉を掛けてもらい、改めて 50 年に亘る楽しい教員生活

を送れたと感謝したものです。

▲最終講義の様子▲千葉校舎講堂で水道橋移転事業について説明する様子



306号
AUTUMN 2022

広報・公開講座部長：

編集委員：

橋本 貞充

阿部 潤也

井上 直記

上田 貴之

上原 彩

鎌田 美樹

河合 宏明

世木田 晋

染屋 智子

髙橋 恭子

瀧口 葵

田島 大地

多田 美穂子

橋本 尚呂子

松浦 由美子

宮川 裕暉

渡辺 賢

特別版
第12代学長に

一戸達也教授就任

東京歯科大学広報306号　2022年8月25日発行


