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年頭の挨拶

　みなさま、あけましておめでとうございます。短い
正月休みでしたが、ご家族と楽しく過ごしていただけ
たと思っております。
　今年は、仕事の効率化を第一の目標に掲げ、職員の
方は事務業務を、教員の方は教育や研究において、い
かに効率的に仕事を進めていくかを考えていただけれ
ばと思っております。バブル崩壊後から今日までの日
本経済は、「失われた 20年〜30年」と盛んに言われ
ておりますが、このことは教育機関にとって、少しは
良い面もありました。なぜならばこの期間、物価が上
がっておりませんので、他の消費財や我々の使用する
医療機器などについても値上がりしておりません。し
かしながら、一昨年の 10%の消費税増税や近年、さ
まざまな物価や消費財の価格が徐々に上がってきたこ
とはご存知のとおりです。例えて言えば、石油元売価
格が値上がりすれば、自動的にガソリンの価格が上が
り、バター、サラダオイル等にしても消費者への販売
価格を上げていくわけです。本学が物品を購入し、値
上げした分を補うためには、授業料あるいは、診療報
酬を値上げする他ありません。特に歯学部、歯科大学
においては、現状授業料を値上げすることは不可能に
近いわけです。また、さまざまな診療報酬の引き上げ

を希望しても、引き下げになることが現実であり、そ
の点を補うことは、我々にとって非常に難しい状況に
あります。だからといって、東京歯科大学の経営がす
ぐに困るようなことはありませんし、千葉から水道橋
への移転事業も、2022 年 3月に水道橋校舎本館 11
階、12階のリニューアル工事が完工しますと、これ
ですべての移転事業は終わることとなります。しかし
ながら今申し上げましたように、世の中の消費財は値
上がりし、国の政策は、所得向上を掲げています。私
は、学長として、また法人の理事長として、皆様方約
1,500 人の教職員とそのご家族の生活に対する責任が
あり、これからの東京歯科大学にはどうしても各職場
で効率の良い仕事の運営が必要となります。人員を減
らすということではなく、より効率的に働き、教育、
診療、各職場の業務を短時間のうちに済ませるという
ことです。それによって事務処理能力、研究力や教育
力が上がり、結果として財政基盤が安定する、そのよ
うな好循環を生み出していかなければ、この状況を切
り抜けるのは難しいと思っております。各職場、講座
において、そのことを念頭におき、ひとつ宜しくお願
いしたいと思っております。今年も宜しくお願いいた
します。

学校法人東京歯科大学

理事長・学長　井出　吉信

壬寅（みずのえとら）とは、干支の組み合わせの 39番目。
「壬」は子どもを宿すことを表す「妊」の一部であり、「はらむ」「うまれる」
という意味があり、
「寅」は「螾（ミミズ）に通じ、春の草木が生ずる」という意味があるという。
そのため「壬寅」は、厳しい冬を越えて、芽吹き始まる、
新しい成長の礎となるイメージです。
（ブリタニカジャパン参照）
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12 階リニューアル工事竣工

　水道橋校舎本館 12 階のテナント退去に伴う大学施設への改修工事は、2021 年 8 月 31 日（火）に

竣工した。 12 階には、新たに 12A講義室（160 名定員）、12B 講義室（ 100 名定員）の 2つの講義室と、

5つのセミナールームが設けられ、セミナールーム 12S-1 には動画配信用の設備が備え付けられた。

12階リニューアル工事竣工

▲ 12B講義室 ▲セミナールーム前の様子

▲ 12階入口付近

▲ 12A講義室

▲ 12A講義室入口付近

▲ 12階洗口コーナー

▲セミナールーム 12S-1 から配信する歯科理工学講座染屋智子講師▲セミナールーム 12S-5
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市川総合病院歯科診療棟増設工事開始
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　2021 年 12 月 20 日（月）午前 11 時より、建設予定地の氏神である白幡天神社にて、市川総合病院

歯科診療棟増設工事の安全祈願祭が執り行われた。新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を踏まえ、

規模を縮小して実施となった。

　玉串拝礼では、神職に続き、建設主を代表して井出吉信理事長・学長が行い、工事関係者を代表して

設計・監理を担当する株式会社宇田川建築設計事務所より佐藤和昭代表取締役社長、施工を担当する東

急建設株式会社より園田 有東日本建築支店常務執行役員支店長が行った。全ての神事は厳粛に滞りな

く執り行われ、式典は終了した。

　2022 年 1 月 5 日（水）より、市川総合病院北病棟と角膜センター脇の北側職員用駐車場跡地で歯科

診療棟増設工事が開始した。竣工は、2022 年 7月、診療開始は 2022 年 11 月を予定している。

　新しい歯科診療棟では、これまでの歯科・口腔外科診療に加えて、病院歯科としての機能充実が図ら

れており、有病者・障がい者歯科診療用ユニット、周術期口腔機能管理専用ユニット等を含む診療用チェ

ア 25 台に加え、日帰り全身麻酔に対応可能な手術室も設備される。また、口腔がんセンターとしての

機能も兼ね備えており、これまで同様、高度な歯科医療の提供が可能である。

　東葛地域における基幹病院の歯科として、より一層の地域医療貢献が期待される。

市川総合病院歯科診療棟増設工事開始

▲安全祈願祭の集合写真 ▲安全祈願祭の様子

▲仮設工事の様子 ▲歯科診療棟増設場所
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歯科医療政策学

田口 円裕

2021年10 月１日付で、歯科医療政策学教授を拝命いたし

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、1989年に長崎大学歯学部を卒業後、５年間同大学

予防歯科学講座に在籍し、1994年に厚生省（現厚生労働省）

に入省しました。以来 27年間、我が国の歯科保健医療の推進

や歯科医師等の養成に行政の一員として関与してきました。

その間、医療職に対する社会の目が厳しいことを常日頃から

意識してきました。また、高齢社会の進展や国民の価値観の

多様化に伴い、全人的な歯科医療の提供や歯科医師個人の人

間性の向上が求められていること、さらには国民により信頼さ

れる歯科医師となるためには、より社会に貢献する姿勢が必要

だと、行政で仕事をしている中で常に思っておりました。

今後は、これまでの経験を活かし、将来、社会性を持ち、

地域の中で様々な人たちと協働し、社会貢献を積極的に行う

ことができる歯科医師の養成を、学生教育の中でやっていき

たいと思っています。さらに、歯科医師の多くは臨床に従事

する者がほとんどであり、歯科医療の将来像を学生のうちか

ら意識しておくことは、学生自身が自分のキャリアパスをイ

メージする際に非常に重要です。この点についても、積極的

に情報提供をしていきたいと考えております。

これまでとは違った環境での仕事になり、当面は戸惑うこ

とばかりだと思いますが、「Keep on going」の精神で頑張っ

ていきたいと思っております。本学の発展に貢献できるよう

努力したいと思いますので、ご指導、ご鞭撻くださいますよ

うお願い申し上げます。

クラウンブリッジ補綴学講座

久永 竜一

この度、2021年10 月１日付でクラウンブリッジ補綴学講

座の准教授を拝命致しました。大変光栄であるとともに、そ

の責務の重さを痛感しております。

私は 1989年に本学を卒業後、歯科補綴学第二講座（現ク

ラウンブリッジ補綴学講座）に入局して以来、故羽賀通夫教

授、腰原 好名誉教授、佐藤 亨短期大学副学長、関根秀志教

授のご指導のもと、歯科補綴学の研鑽を積ませていただきな

がら、教育・研究・診療に従事して参りました。

現在は千葉歯科医療センターの一般歯科系部長の立場で、

補綴科を担当しながら、12部門ある専門外来の中の顎関節

外来、セカンドオピニオン外来、歯科睡眠時無呼吸外来を兼

任し、診療にあたっております。それぞれの担当部署におい

ては、近隣の医療施設や他科と連携をとり、かかりつけ医で

は対応が困難な専門性の高い歯科治療を提供し、また多様化

する患者ニーズに対応していくことで、地域への医療貢献を

図っていきたいと考えております。教育においては、良き医

療人を輩出するための卒前教育を行っていくとともに、研修

管理委員長として、臨床研修歯科医が日々スキルアップでき

るような充実した研修を行える診療・教育体制を提供しなが

ら、プロフェッショナルな後進を育成するための卒後教育に

も注力していく所存であります。

微力ではございますが、本学の発展に少しでも寄与できる

よう努めて参りますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

教授就任のご挨拶 准教授就任のご挨拶
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口腔顎顔面外科学講座

渡邊 章

この度、2021年11 月１日付で口腔顎顔面外科学講座の准

教授を拝命いたしました。井出吉信理事長・学長、選考委員

の先生方、またご支援いただきました諸先生方に深く感謝申

し上げます。

私は本学を卒業後、口腔外科学第Ⅱ講座に入局し、内山健志

教授、山口 朗教授のご尽力により長崎大学原爆後障害医療

研究所人類遺伝学研究分野の新川詔夫教授、吉浦孝一郎教授

のもとで口唇裂・口蓋裂の遺伝子研究を行い、大学院を修了

しました。その後、口唇裂・口蓋裂の手術の研鑽をするため

に埼玉小児医療センターの形成外科の西村二郎先生のもとで

小児に対する医療知識や技術を習得し、東京都立多摩総合医

療センターでは大畠 仁先生、重松司郎先生のもとで総合病

院の口腔外科の立場を再認識することができました。

2009年４月に本学口腔外科学講座に戻り、2015年４月に

組織再編により口腔顎顔面外科学講座となり、齊藤 力教授、

髙野伸夫教授、柴原孝彦教授、髙野正行教授に教育・研究・

臨床の指導を受けました。2017年10 月には、口唇裂・口蓋

裂の研究・臨床の更なる充実を図るべくドイツに留学し、

3D スキャナーによる検体管理と研究、臨床技術を学びまし

た。現在は、片倉 朗教授のもとで医局長として口腔顎顔面

領域の専門性・特殊性の向上とよりわかりやすい学生教育を

目指し、口腔外科医局運営に取り組んでいます。また研究面

では「口唇裂・口蓋裂や顎変形症の発症解明」を進めており

ます。

今後は、微力ではありますが、これらの経歴を活かしなが

ら本学の教育・研究・臨床の発展のためにさらに努力を重ね

て参ります。今後とも皆様のご指導、ご鞭撻を何卒よろしく

お願い申し上げます。
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町田幸雄名誉教授ご逝去

名誉教授

町田幸雄先生

本学元副学長、名誉教授の町田幸雄先生には､ 昨秋体調

を崩され､ 市川総合病院に入院、加療中であられました

が、2021年 11 月３日（水）にご逝去されました。享年 90

歳でした。衷心からご冥福をお祈り申し上げます。

町田先生は、1931年４月 11 日に東京都練馬区で生ま

れ、1955年３月東京歯科大学をご卒業、２年間の研究科

の課程を修了後、1957年４月歯科保存学教室助手（助教）

に採用されました。1959年４月講師に昇任、1963年に助

教授に昇任され、主に保存修復学の教育・研究・診療に従

事されておられました。

1965年４月に東京歯科大学病院保存科診療室に併設さ

れていた小児歯科診療室の主任に就任されることとなりま

した。保存修復学中心の教員生活から臨床歯科医学の中で

は歴史の浅い小児歯科学に転向することについて、先生ご

自身の回顧文（『町田幸雄教授退職記念誌』pp14 ～ 16.）で

「小児歯科について全く無知であった…」と躊躇と悩みに

揺れ動かれた様です。

1966年４月、本学 10 番目の臨床系講座として小児歯

科学講座が新設され､ 町田先生が初代主任教授として就任

されました。爾来 1997年３月までの 31年間、主任教授

として講座の充実・発展に尽力されました。特筆すべき

は、３歳から 23 歳に到るまで２か月間隔で採取した口腔

模型を基に行われた小児期から成人に到る歯列・咬合歯槽

部および口蓋の成長・発育に関する研究は世界に類を見な

い成果であり、先生は退職後、この成果を基に『乳歯列期

から始めよう咬合誘導』（一世出版）、『交換期を上手に利

用した咬合誘導』（同）と題する書籍を執筆・刊行されまし

た。この２冊の書籍は、その後中国語に翻訳され、中国小

児歯科教育に活用されています。

研究成果に基づく小児歯科学教育と医療の実践こそが先

生が掲げた目標であり、我が国における小児歯科学、小児

医療の水準向上に多大の貢献をされました。

30 有余年に及ぶ主任教授在任中、学内役職として､ 学

生部長、学監、副学長を歴任され、学務運営に尽力された

他、中国との国際学術交流に力を入れ、現在まで続く小児

歯科学講座と中国同済大学児童口腔医学研究所との共同研

究推進に尽くされました。また、東南アジア７か国２地域

で構成されるアジア小児歯科学会の設立に尽力され､ 設立

第１回の学術大会の大会長を務められ、アジア地域の小児

歯科医療の向上・発展に尽くされました。

定年退職後は、日本小児歯科研究所を設立され、講座出

身者に限らず多くの賛同者とともに隔月開催の勉強会―町

田塾―を開講され、日本小児歯科学会では後進育成のため

にされたご寄付を原資に 2014年度から「町田賞」が設立

されています。また、上記２冊の書籍の他、講座主任時代

に実施された研究成果をもとに『臨床エックス線的・病理

組織学的裏付けの乳歯歯内療法』（同）を刊行されました。

最近は、お会いする度に、後１冊『幼若永久歯の歯内療

法』執筆が残っていると話され、市川総合病院入院中も病

床で原稿を推敲されておられたと窺っております。先生に

とって唯一、心残りであったかと存じます。体調悪化によ

る入院後も健康回復に努めておられた中の急逝、誠に残念

の限りです。どうか安らかにお休み下さい。　合掌。

 （名誉教授　藥師寺 仁、小児歯科学講座 教授　新谷誠康）

▲ 2019年度小児歯科講座歓送迎会での集合写真（前列左から４番目） ▲千葉歯科医療センター地鎮祭での町田名誉教授（右）と藥師寺名誉教授
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東京歯科大学千葉歯科医療センター医療連携講演会開催

令和３年度 第５回水道橋病院教職員研修会開催

2021年８月 26 日（木）午後３時より、オンラインにて、

東京歯科大学千葉歯科医療センター医療連携講演会が開催さ

れた。本講演会は千葉県歯科医師会、千葉市歯科医師会、習

志野市歯科医師会、印旛郡市歯科医師会、市原市歯科医師

会、八千代市歯科医師会、船橋歯科医師会、江戸川区歯科医

師会の協力のもと、地域の歯科診療所と千葉歯科医療セン

ターとの連携強化を目的として開催している。

演題は毎年、千葉県歯科医師会および近隣歯科医師会の学

外委員と千葉歯科医療センターの医療連携委員で構成されて

いる医療連携協議会で決定しており、２部構成で開催され

た。当日は 84 名の参加者を迎え、一戸達也千葉歯科医療セ

2021年９月 28 日（火）午後６時より、オンラインにて、

令和３年度第５回水道橋病院教職員研修会が開催された。

今回は「保険請求の留意点」と題して、前東京都歯科医師

会国保担当理事・前日本歯科医師会社会保険委員会委員長の

稲葉孝夫先生による講演が行われた。

「保険請求の留意点」の講演では、審査基準の解説にはじ

まり、審査支払機能に関する改革工程、義歯関連のＱ＆Ａ、

新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料１に関

ンター長の挨拶にて始まり、第１部 40 分・第２部 70 分に

て行われた。

参加者のアンケートからは、「開業医にとてもわかりやす

い講演会だった。口腔粘膜疾患の具体的な症例写真が多く大

変参考になった」「新設された千葉歯科医療センターの状況

や環境を知ることができてよかった。特に障がい者受け入れ

を強く仰ってくれたのは、とてもありがたかった」「オンラ

イン開催は初めてだと思われるが、良かった。コロナ感染状

況にかかわらず良い開催方法だと思う」等の声が寄せられ、

大変有意義な講演会となった。　

して、磁性アタッチメント義歯の保険請求などについて説明

された。

また水道橋病院では、以前より診療録記載について診療録

指導委員会幹事委員による医局員への診療録記載の指導が行

われてきた。今年度についても、継続してさらに丁寧なご指

導をいただいている。今回の研修会は、保険医のみならず、

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

変有意義な内容となった。

▲演題および演者

【第１部　新千葉歯科医療センターについて】
座長
　杉山哲也 医療連携委員長

（摂食嚥下リハビリテーション科准教授）

演者
　一戸達也 千葉歯科医療センター長
　岩本昌士 口腔外科医局長（口腔外科講師）
　野嶋邦彦 育成歯科系部長（矯正歯科講師） 
　伊藤太一 専門歯科系部長（口腔インプラント科准教授）
　久永竜一 一般歯科系部長（補綴科講師）

【第２部】
座長
　杉山哲也 医療連携委員長

（摂食嚥下リハビリテーション科准教授）

１．知っておきたい、口腔粘膜疾患
森川貴迪 口腔外科系（口腔外科講師）

２．障がい者・障がい児の連携について
川口 潤 口腔外科系（歯科麻酔科講師）

３．失敗しない軟質リラインのコツ
大神浩一郎 一般歯科系（総合診療科准教授）
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令和３年度 歴代学長・役職者の墓参

令和３年度 第６回水道橋病院教職員研修会開催

例年行なわれている歴代学長・役職者の墓参は、今年度も

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、規模を縮小した上

で下記の日程で執り行われた。

【10 月 7 日（木）】

・血脇守之助先生　千葉県松戸市「八柱霊園」

（参列者：井出吉信理事長・学長、佐藤慶一大学庶務課事

務員）

　2021年10 月 28 日（木）午後６時より、オンラインにて、

令和３年度第６回水道橋病院教職員研修会が開催された。

　今回は、「医療者が注意すべきウイルス感染症と健康管理

について」と題して、内科科長の山岸由幸准教授による講演

が行われた。

　講演は、ウイルス感染の解説にはじまり、インフルエンザの

概要、症状、診断、流行、予防などについて説明された。特

に予防については、手洗い、うがい、マスク、ワクチンそれぞ

▲血脇先生の墓参を行う井出理事長・学長

▲井上 裕元理事長墓石前にて

▲鹿島元理事長墓石前にて、井出学長（左）と鹿島隆雄先生

▲【後列左より】井上 裕元理事長ご令嬢の岡田博子先生、井上裕美子先生、
井上順子様【前列左より】井上猛夫様（順子様ご主人様）、井出学長、加藤大
学事務局長

れの効果について説明され、重症化を予防するにはワクチン

接種が勧められるとの説明があった。続いて、ノロウイルスな

どの感染性腸炎、４種抗体ウイルス、血液曝露対象ウイルス

についての説明があった。最後に、新型コロナウイルスの一般

的経過、診断方法、感染様式についての説明があった。

　今回の研修会は、インフルエンザをはじめとするウイルス

感染症の知識について、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。

・福島秀策先生　千葉県松戸市「八柱霊園」

（参列者：井出理事長・学長、佐藤事務員）

・鹿島俊雄先生　千葉県市川市「市川霊園」

（参列者：井出理事長・学長、佐藤事務員）

【10 月 13 日（水）】

・井上 裕先生　千葉県印西市「印旛霊園」

（参列者：井出理事長・学長、加藤靖明大学事務局長）
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令和３年度 解剖諸霊位供養法会開催
　2021年11 月 10 日（水）午後２時 30 分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて、令和３年度解剖諸霊位供養法

会が執り行われた。

　今年度も新型コロナウイルス感染症の影響で規模を縮小し

た上での開催となり、井出吉信学長、大学幹部、東京歯科大

学白菊会会長および歯学部第２学年学生が参列した。

　本学開設以来、歯科医学教育と研究のため、尊いご遺志を

持って献体いただいた４千有余柱の諸霊位に対し、深く感謝

の意を捧げご冥福をお祈りした。また、真珠院導師により誦

経が行われ、井出学長が祭文を奉読したのち参列者による献

花が行われた。

　つづいて、学生を代表して杉本好隆さん（第２学年）より

挨拶があり、次にご遺族代表よりご挨拶（代読：解剖学講座 

阿部伸一主任教授）をいただき、本年度の解剖諸霊位供養法

会は滞りなく終了した。

▲献花する東京歯科大学白菊会会長の福田由里様

▲学生代表による献花

▲会場の様子

▲杉本さんによる挨拶
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第 312 回東京歯科大学学会（総会）開催
　2021年10 月 16 日（土）と 17 日（日）の両日にわたり、第

312 回東京歯科大学学会（総会）が開催された。今回も新型

コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、対面で行わずオ

ンラインで実施された。

　第１日は、午前９時から一般口演 10 題の発表があり、午

後０時 30 分から東歯学会との共催で顎骨疾患プロジェクト

国際シンポジウム “Tokyo Dental College Research Branding 

Project Asian Rising Star Symposium 2021” が開催された。

シンポジウムは４つのセッションに分かれ、国内外のシンポ

ジストによる８講演が行われた。また、例年１日目に行われ

る評議員会・総会については、メール会議および書面会議で

執り行われた。

　第２日は、午前９時から一般口演 12 題、午後１時から今

年度末に定年を迎えられる本学の４名の教授による特別講演

が行われた。特別講演は学内外から多くの参加者が視聴した。

　示説発表 12 題は２日間、学会ホームページ上でオンライ

ン掲示が行われた。なお、例年行われている商社展示は、協

力企業としてホームページ上にバナーリンクを掲載し、オン

ライン広告形式とした。

　オンラインでの学会開催は昨年以降３度目となったが、学

内のみならず全国からも多くの参加があり、盛会のうちに終

了した。

１．レンズを通して観る細胞の世界に触れて 
 －光学顕微鏡と電子顕微鏡を通してみえてきたこと－

橋本貞充 生物学研究室教授

２．水道橋病院眼科だからできたこと
ビッセン弘子 水道橋病院眼科教授

３． 市川総合病院での 20年間にわたる脳卒中診療を振り
返って 菅 貞郎 市川総合病院脳神経外科教授

４．Dental Anesthesiology - Devotion to Patient’s 
Welfare 一戸達也 歯科麻酔学講座教授

▲一戸教授（左）による特別講演の様子 ▲特別講演

◀シンポジウムの様子
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学校推薦型選抜、帰国子女・留学生特別選抜、編入学試験 A、
学士等特別選抜 A 実施

　2021年11 月 21 日（日）午前９時より、水道橋校舎本館に

おいて令和４年度学校推薦型選抜、帰国子女・留学生特別選

抜および編入学試験Ａ、学士等特別選抜Ａが実施された。

　今回は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を十分

に行いながら実施し、学校推薦型選抜では 147 名、帰国子

女・留学生特別選抜では 10 名の志願者が、また編入学試験

Ａでは 14 名、学士等特別選抜Ａでは 14 名（併願含む）の志

願者があった。なお、結果については 12 月１日（水）夕方に

郵送にて通知された。

令和３年度 第７回水道橋病院教職員研修会開催
　2021年11 月 25 日（木）午後６時より、オンラインにて、

令和３年度第７回水道橋病院教職員研修会が開催された。

　今回は、「上半期における報告書の結果及び対策の考え

方、初期対応について」と題して、医療安全管理室副室長

の江橋延江参与による講演が行われた。

　講演は、2021年度上半期報告書集計結果の解説にはじま

り、ヒューマンエラーについて、対策の考え方、初期対応に

ついて説明された。特に初期対応については、対応例を回答

とともに説明され、アクシデントを起こさないためには初期

対応を行うことが重要だと説明があった。

　今回の研修会は、アクシデントを起こさないためには医療

安全を意識した行動が必要だということを、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。

2021年 10 月 16 日（土）午後０時 30 分より、オンラインに

て、Tokyo Dental College Research Branding Project Asian 

Rising Star Symposium 2021 が、東京歯科大学学会と顎骨疾

患プロジェクトの共催で開催された。本シンポジウムは、本学

若手研究者の育成を目的として活動する「若手サイエンスアカ

デミー」のメンバーが中心となり準備が進められた。

シンポジウムは、口腔科学研究センターの溝口利英准教授

の司会のもと、まずはじめに橋本正次副学長による開会の挨

拶があり、その後、若手研究者を中心に本学とアジア５大学

（中国の四川大学、温州医科大学、復旦大学、台湾の台北医

学大学、韓国のソウル大学校）から招聘した５名と、薬理学

講座の髙橋有希講師、生理学講座の黄地健仁助教による講演

を行った。また、松本歯科大学教授の小林泰浩先生による基

調講演も行い、口腔科学研究センターの山口 朗客員教授に

よる閉会の挨拶でシンポジウムを終了した。

当日は多数の参加があり、英語で活発なディスカッション

が行われ大盛況であった。

Tokyo Dental College Research Branding Project 
Asian Rising Star Symposium 2021 開催

▶ Tokyo Dental College Research Branding 
Project Asian Rising Star Symposium 2021
のポスター
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令和３年度 日露医療協力推進事業 第１回テレカンファレンス開催
　2021年12 月２日（木）午後３時より、オンラインにて、第

１回日露歯科分野シンポジウムが開催された。本シンポジウ

ムは本学が採択されている、厚生労働省日露医療協力推進事

業（歯科分野の協力）の一環として、厚生労働省およびロシア

保健省の後援と、歯科麻酔学講座の一戸達也教授と本学姉妹

校であるモスクワ国立医科歯科大学歯科麻酔学講座教授の

Solomon A Rabinovich 先生とのこれまでの 10年以上にわた

る学術交流を基に実現した。

　シンポジウムは、「Modern Methods of Pain Management 

and Sedation in Dentistry」と題して、安全で快適な歯科治療

のために有用であり、日本で広く普及している精神鎮静法、特

に静脈内鎮静法にフォーカスを当て、日本とロシアが情報の交

換と共有を行い、両国の患者さん達により質の高い歯科治療

を提供できるようになることを主要な目的としている。

　当日は、開会に際し井出吉信理事長・学長、モスクワ国立

医科歯科大学歯学部長の Vladislav A Mitronin 先生、厚生労

働省国際医療展開推進室課長補佐の中山陽輔氏よりご挨拶を

いただき、一戸教授、歯科麻酔学講座の小鹿恭太郎准教授、

オーラルメディシン・病院歯科学講座の松浦信幸教授、

Rabinovich 先生、モスクワ国立医科歯科大学麻酔科教授の

Larisa A Zavodilenko 先生が講演を行った。その後の総合討

論では、日本とロシアの法制度の差に基づく、歯科医療にお

ける全身麻酔や精神鎮静法の提供体制や使用薬物の違いに加

えて、歯科医学教育における歯科麻酔学の教育内容の現状な

ど、幅広い範囲にわたって活発な意見交換がなされた。

　本シンポジウムへの参加人数は計 113 名（日本：79 名、

ロシア：31 名、中国：１名、台湾：１名、フィリピン：１

名）と、想像を上回るものであった。日露同時通訳を介した

オンラインであったことから、歯科麻酔を専門とする歯科医

師のみならず、本学職員にとっても、歯科麻酔の専門的な講

演ばかりでなくロシアの歯科医療事情の一端を知るための大

変貴重な機会となった。

　今後は、新型コロナウイルス感染拡大が収束すれば、本事

業の一環として本学教員がモスクワを訪問し、ロシア人歯科医

師が静脈内鎮静法の研修を受ける場を提供するとともに、ロシ

ア人歯科医師が本学で一般専修科生として静脈内鎮静法の研

修を受ける機会を提供することについても計画している。

▲ Rabinovich 先生による講演の様子 ▲一戸教授による講演の様子

◀カンファレンスの様子
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◀講演に臨む片倉水道橋病院長

令和 3年度 市民公開講座を公開

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催
　2021年12 月 18 日（土）午後２時より、水道橋校舎におい

て、東京歯科大学への入学を希望する受験生を対象とした入

試ガイダンス・オープンキャンパスが開催された。

　受験生や保護者の方々に対し、本学の教育理念やカリキュ

ラム、国家試験合格状況、学生生活、卒後進路状況、令和３

年度入学試験の概要等について説明を行い、各入試科目の一

般入学選考で出題される同等レベルの例題を提示したうえで

　令和３年度の市民公開講座は、新型コロナウイルス感染症

拡大により、片倉 朗水道橋病院長による講演を収録し本学

ホームページにて公開した。講演は、『口の中にも「がん」

ができます…歯科の診療で「口腔がん」の予防と早期発見

を』と題して行われた。

【ホームページ掲載先】
https://www.tdc.ac.jp/college/topics/

tabid/105/Default.aspx?itemid=1093&

dispmid=982

問題の解説を行った。

　また、解剖学講座の阿部伸一教授による「正しく “噛む” 

ことと『体の健康』の関係」と題した模擬授業が行われた。

　その後、希望者を対象としてさいかち坂校舎、新館校舎、

水道橋病院の見学や、教務部・学生部の教職員との個別進学

相談を実施した。

　98 組 168 名の参加があり、大盛況なガイダンスとなった。

◀模擬授業をする阿部教授
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学部学生オンライン学生交流実施
　令和３年度のエレクティブスタディープログラムは、新型

コロナウイルス感染症の影響により現地への渡航は中止さ

れ、香港大学歯学部および台北医学大学とのオンライン学生

交流が実施された。

　香港大学歯学部との学生交流は、2021年 12 月 21 日（火）

午後６時より、水道橋校舎本館 12B 講義室と香港大学歯学

部の 17 名の学生とをオンラインで接続して実施した。本学

からは、第１学年から第４学年までの 16 名が参加した。当

日は平山成之助さん（第４学年）が司会を担当し、両大学より

自己紹介、大学紹介、文化紹介が行われた。双方からの質疑

応答では、平山さんと大谷 舞さん（第３学年）を中心とした

積極的な意見交換が行われた。

　台北医学大学との学生交流は、2021年 12 月 23 日（木）午

後６時より、水道橋校舎本館 12B 講義室と台北医学大学の

講義室とをオンラインで接続して実施した。当日は、本学第

１学年から第３学年までの 16 名と、台北医学大学より５名

の学生が参加し、渋澤忠相さん（第２学年）と笠松真子さん

（第２学年）が司会を担当した。両大学から自己紹介、大学紹

介、文化紹介の後に、活発な意見交換が行われた。

▲香港大学との記念撮影の様子 ▲香港大学との交流の様子

▲台北医学大学との学校紹介の様子 ▲台北医学大学との学生交流の様子
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仕事納めの会開催
　2021年 12 月 28 日（火）午後５時より、水道橋校舎、市川

総合病院、千葉歯科医療センターにおいて、2021年仕事納

めの会が開催された。

　水道橋校舎では、血脇記念ホールおよびオンラインにて

2021年仕事納めの会が開催された。河合宏明大学庶務課長

の司会のもと、井出吉信理事長・学長、石井拓男法人主事、

加藤靖明大学事務局長から１年を締めくくるご挨拶をいただ

いた。

　市川総合病院では、オンラインにて 2021年仕事納めの会

が開催された。原 正樹庶務課長の司会のもと、西田次郎市

川総合病院長から１年を締めくくるご挨拶をいただいた。

　千葉歯科医療センターでは、オンラインにて 2021年仕事

納めの会が開催された。小林友忠千葉歯科医療センター事務

部長の司会のもと、一戸達也副学長・千葉歯科医療センター

長、伊藤太一副センター長、小林事務部長から１年を締めく

くるご挨拶をいただいた。

▲挨拶する井出理事長・学長

▲挨拶する加藤大学事務局長 ▲会場の様子

▲挨拶する石井法人主事
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仕事始めの会開催
　2022年１月５日（水）、水道橋校舎、市川総合病院、千葉

歯科医療センターにおいて 2022年仕事始めの会が開催され

た。

　水道橋校舎では、午前９時より血脇記念ホールおよびオン

ラインにて 2022年仕事始めの会が開催された。河合宏明大

学庶務課長の司会のもと、井出吉信理事長・学長が年始の挨

拶を述べられた。つづいて石井拓男法人主事による年頭の挨

拶が行われ、新たな気持ちで新年を迎えた。

　市川総合病院では、午後５時 45 分よりオンラインにて

2022年仕事始めの会が開催された。原 正樹庶務課長の司会

のもと、西田次郎市川総合病院長から年頭のご挨拶をいただ

いた。

　千葉歯科医療センターでは、午後５時 45 分よりオンライ

ンにて 2022年仕事始めの会が開催された。小林友忠千葉歯

科医療センター事務部長の司会のもと、一戸達也副学長・千

葉歯科医療センター長、小林事務部長から年頭のご挨拶をい

ただいた。

▲年頭の挨拶をする井出理事長・学長 ▲挨拶する石井法人主事

▲会場の様子▲会場の様子
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2021年４月 19 日（月）午後６時より、オンラインにて、

第 466 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咬

合機能矯正学分野教授の小野卓史先生に、「10年をふりか

えって−大学における教育・臨床・研究とは−」と題してご

講演いただいた。

講演では、小野先生が若い頃に種を蒔いた研究（舌・呼吸）

や国際交流といったものが、「最近ようやく育ってきた」と

感じる経験をもとに、様々な立場の参加者約 120 名のキャ

リアアップのために多くの話題をご提供いただいた。

歯科矯正学分野の教授である小野先生は、実は大学院進学

2021年８月 25 日（水）午後６時より、オンラインにて、

第 471 回大学院セミナーが顎骨疾患プロジェクトと共催で

開催された。今回は⿅児島大学大学院医歯学総合研究科歯科

機能形態学分野教授の後藤哲哉先生に、「脳科学的にみた歯

の存在意義について −歯と認知症との関係で⾒えてきたも

の−」と題してご講演いただいた。

後藤先生は、最近、アルツハイマー病モデルマウスを使っ

て、歯の喪失が認知症発症と直接的に関与していることを⾒

出された。そのポイントは三叉神経中脳路核であり、三叉神

経中脳路核は歯を喪失すると神経細胞死を起こすこと、⽼化

によるアミロイドβの蓄積も顕著で、細胞死によって周囲に

2021年９月 13 日（月）午後６時より、オンラインにて、

第 472 回大学院セミナーが顎骨疾患プロジェクトと共催で

開催された。今回は大阪大学大学院工学研究科マテリアル生

産科学専攻材料機能化プロセス工学講座生体材料学領域准教

授の石本卓也先生に、「骨の力学機能を決める、結晶配向性」

と題してご講演いただいた。

本セミナーでは、配向性と骨強度特性との相関関係、配向

性の形成に対する影響因子と配向性の人為的制御、骨内の応

力センサー（オステオサイト）の応力感受効率と配向性の関

連、配向性の低侵襲評価法について、「応力負荷」をキー

第 466 回大学院セミナー開催

第 471 回大学院セミナー開催

第 472 回大学院セミナー開催

時には生理学の道を目指していたが、ひらめきと tactics で

日本学術振興会の特別研究員に採用され、その後の方向性が

決まったそうである。また小野先生は２度の海外留学を経験

されており、最初は舌運動の呼吸性制御機構をテーマとした

大学院での研究を基に、大学院修了後すぐにカナダで睡眠時

無呼吸をテーマに臨床研究をされたこと、そして帰国後しば

らくしてからデンマークにてヒト胎児の神経成長因子の基礎

研究に従事されたことを話された。

文武両道の小野先生らしく、学生時代のボート部の楽しい

ジョークも交えながら、若手とくに大学院生に大きな感動と

刺激を与えていただいたセミナーであった。

アミロイドβが放出されること、これらによって「三叉神経

中脳路核−⻘斑核−海⾺」の神経変性のカスケードを介して

認知症につながるというメカニズムを説明された。さらには

歯の存在意義として、脳機能の正と負のコントロールを示さ

れた。

また、研究におけるひらめき、本学の先生方との共同研

究、海外経験に基づいた論文執筆のためのアドバイス、高齢

化社会における女性歯科医師のあり方なども話された。

なお、本セミナーには 110 名以上の大学院生が参加した

ことに加え、１年生から５年生まで総勢 21 名の学部学生が

自主的に参加したことは明るい話題であった。

ワードとして顎骨での知⾒も加えながら紹介するとともに、

健全な配向性を維持・誘導するためのインプラントデバイス

と、3D プリンティングを用いたインプラント用金属材料の

創製に関して、最新の知⾒を交えて話された。

歯やインプラントが骨に及ぼす影響を、材料工学的な新手

法を用いて定量的に評価することを世界に先駆けて行い、骨

の力学機能に骨質が影響を及ぼすことをわかりやすくご教授

いただいた講演に、大学院生のみならず本学の研究に携わる

100 名以上の聴衆が魅了された。
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2021年 10 月 20 日（水）午後５時 30 分より、オンライン

にて、第 473 回大学院セミナーが顎骨疾患プロジェクトと

共催で開催された。今回は宮地建夫臨床教授に、「欠損歯列

をどう読むようになったか」と題してご講演いただいた。

講演は、宮地臨床教授が大学院卒業後、臨床を重ねていく

中で「欠損歯列の難症例」に遭遇し、「難症例の必要条件は

何か」に気づいたという体験談から始まった。その⾒方が

ベースになった「欠損歯列をみる眼」によって、長年の記録

第 473 回大学院セミナー開催
から「宮地の咬合三角」という対合箇所数と上下顎残存歯数

の現象を縦軸と横軸に振り分け、座標位置で症例の難易度を

読み取り、難易度が高いケースを判断可能にする理論を確立

していった科学的思考の重要さについて、わかりやすくご解

説いただいた。

多くの大学院生が参加し、プレゼンテーションの手法など

についても学ぶことがある、大変内容の濃い有意義なセミ

ナーであった。

2021年 11 月 25 日（木）午後６時より、オンラインにて、

第 474 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（若手サイエンスアカデミー企

画）と共催で開催された。今回は慶應義塾大学医学部・共同

利用研究室（細胞組織学）教授の松尾光一先生に、「研究に時

間を注ぎ込む」と題してご講演いただいた。

本講演の前半は、研究活動を円滑に進めるための留意点に

ついてお話しいただいた。論文投稿においては全ての著者が

内容を深く理解し、研究結果に責任を持つことが要求される

ことを示された。また、第三者による研究結果の再現を可能

にするための詳細な研究手法の記載が必須であり、それが実

験データの正確な解釈に繋がることを説明された。さらに、

2021年 12 月４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、令和４年度大学院歯学研究科入学試

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（筆記試験、面接等）が行われた（社会人特別

選抜においては、大学院役職者による面接を含む）。

当日は、入学願書を提出した 35 名（一般選抜 34 名、社会

第 474 回大学院セミナー開催

令和４年度 大学院歯学研究科入学試験（Ⅰ期）実施

研究結果を得るまでに積み重ねたメタデータを効率よく保存

することの重要性について述べられた。

後半では、最近の研究成果として、聴覚に関連する硬組織

が特殊な骨芽細胞により造られることを説明された。さら

に、研究者人生においてもっとも大切なことは、「自分を魅

了する研究テーマ」を⾒つけることであると述べられ、現在

取り組まれている研究内容（左右対称性の骨格が形成される

細胞機構の理解）を例に説明された。

有意義な研究者人生を歩むための心構えをご教授いただ

き、大学院生のみならず若手研究者にとってもきわめて充実

したセミナーとなった。

人特別選抜１名）全員が受験し、12 月８日（水）の関係会議に

おける了承を経て、12 月 10 日（金）正午に大学院ホーム

ページ上にて合格発表が行われた。

なお、2022年３月５日（土）には入学試験（Ⅱ期）が実施さ

れる予定である。
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2021年 12 月 13 日（月）午後６時より、オンラインにて、

第 475 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。今回は大阪大

谷大学薬学部免疫学講座教授の戸村道夫先生に、「生物個体

の免疫系を個々の細胞動態と機能で理解する」と題してご講

演いただいた。

多くの学生は免疫学を教科書に描かれた細胞のイラスト

（cartoon）で 学 ん で き て い る が、 実 際 の 免 疫 系（real 

immunology）は多種多様な細胞が臓器内、臓器間を移動する

とともに機能を発現して成立している。これらを背景に、こ

れまでに戸村先生が免疫系を生物個体レベルで個々の細胞の

動態・機能・多様性に基づいて理解するために行ってきた研

究に関連して、おもに次の３点を中心にご講演いただいた。

第 475 回大学院セミナー開催
①生きているマウスの中で働く１つ１つの細胞の観察結果の

動画による紹介

②光変換蛍光タンパク質「カエデ」マウスを用いて、世界で

初めて確立した生体内細胞動態評価系による移動情報と

個々の細胞の分子発現の多様性相関解析から⾒出した最新

知⾒の解説

③舌下免疫療法や口腔ワクチンにおいて重要な口腔内樹状細

胞の解説

本学においても、様々な細胞の動態観察や機能解析を用い

た研究が盛んに行われており、本セミナーは多くの大学院生

や教員にとって、今後の研究生活に有益なものになると思わ

れた。
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◀受章した藥師寺名誉教授（左）と井出理事長・学長

奥田克爾名誉教授 令和３年秋の叙勲において瑞宝小綬章を受章

故町田幸雄名誉教授 叙位を授与される

藥師寺 仁名誉教授 令和３年秋の叙勲において瑞宝小綬章を受章

本学元大学院研究科長の奥田克爾名誉教授が、令和３年

秋の叙勲で瑞宝小綬章を受章された。

奥田名誉教授は､ 本学卒業後、1968年より微生物学講座

副手、助手､ 講師､ 助教授を歴任された後､ 1989年４月に

同講座教授、1993年４月に同講座主任教授に就任された。

1995年６月に国際渉外部長､ 1998年６月に図書館長、

2001年６月に大学院歯学研究科長に就任され､ 2008年３

月に定年退職となるまで､ 約 40年の永きにわたり大学の発

本学元副学長の故町田幸雄名誉教授が、2021 年 11 月

30 日（火）の閣議決定により、位記：正五位を授与された。

故町田名誉教授の経歴、業績等は本号 7 ページに記載さ

れたとおりであり、長年にわたる功績が評価され、今回の

授与となった。

本学元副学長の藥師寺 仁名誉教授が、令和３年秋の叙勲

で瑞宝小綬章を受章された。

藥師寺名誉教授は､ 本学大学院修了後、1971年より小児

歯科学講座講師､ 助教授を歴任された後､ 1989年４月に同

講座教授、1998年４月に同講座主任教授、小児歯科部長に

就任された｡ 2001年６月に歯科衛生士専門学校長、2004

年６月に副学長、2004年６月に法人常務理事に就任され、

2010年５月に定年退職となるまで､ 約 39年の永きにわた

展に寄与された｡ 学外では､ 日本歯科医学教育学会理事・

監事、日本細菌学会理事、野口英世記念会理事、国際歯科

研究学会日本部会理事、国際歯科研究学会理事、歯科医師

国家試験委員、学術審議会専門委員等、数々の要職を歴任

された。

長年にわたるこれらの功績が評価され､ 今回の受章と

なった｡

り大学の発展に寄与された。

学外では､ 東京歯科大学同窓会常任理事・監事、日本小

児歯科学会常務理事・監事、日本歯科医学教育学会理事、

歯科医師国家試験委員、医道審議会専門委員等、数々の要

職を歴任された。

長年にわたるこれらの功績が評価され､ 今回の受章と

なった｡
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中濱典子副歯科衛生士長、曽根純子主任薬剤師 
令和３年度文部科学省医学教育等関係業務功労者表彰を受賞

教育・研究・患者診療等に長期間従事し、顕著な功労が

あった者に授与される当該表彰において、本学から推薦し

た水道橋病院の中濱典子副歯科衛生士長ならびに市川総合

病院の曽根純子主任薬剤師の２名が選考された。

中濱副歯科衛生士長は、1982年に入職し、約 40年にわ

たり歯科衛生士業務に携わり、業務に精励するとともに迅

速な補助業務の実行により、診療の円滑な遂行に重要な役

割を果たし、業務効率の向上に貢献、また医療安全管理者、

感染予防管理者の一員としても尽力された。さらには、長

期にわたり専門的口腔衛生指導および管理を提供し、多く

の患者から信頼を得てきた。誠実で責任感が強く、社交的、

柔軟性がある人柄は、多くの教職員から厚い人望を得てお

り、高く評価されている。

曽根主任薬剤師は、1990年に入職し、約 32年にわたり、

調剤室、注射室、血液管理、服薬指導、無菌製剤など様々

な病院薬剤師業務に従事された。また、がん薬物療法認定

薬剤師の資格を取得し、患者に有効で安全ながん薬物療法

に積極的に取り組み、後輩の指導も行ってきた。業務の遂

行能力が高く、常に周囲に気を配りながら冷静に業務を遂

行し、全ての業務に前向きに取り組む姿勢は、後輩だけで

はなく薬剤部全体の手本となっている。

それぞれの立場において、他の職員の模範となり、水道

橋病院、市川総合病院の発展に貢献してきたことが評価さ

れ、今回の表彰となったものである。

▲受賞した中濱副歯科衛生士長（右）と片倉 朗水道橋病院長 ▲受賞した曽根主任薬剤師
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北村 啓助教 第 25 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会・学術大会
にて奨励賞を受賞

2019年９月６日（金）から７日（土）、朱鷺メッセ（新潟市）

にて開催された第 25 回日本摂食嚥下リハビリテーション学

会・学術大会において、組織・発生学講座の北村 啓助教が

奨励賞を受賞した。本賞は若手研究者の育成を目的とし、摂

食嚥下リハビリテーション学の領域において優れた業績を上

げた会員を表彰するものである。

研究内容は、嚥下の第２相における喉頭蓋の開閉メカニズ

ムを解剖学的に解析したものであり、得られた構造が加齢に

より受ける変化を明らかにした。実験には本学所蔵の献体５

体を用い、舌から喉頭を採取した。肉眼的な観察から、喉頭

の下垂を示さない群（Ａ群：３体）、喉頭の下垂が顕著な群

（Ｂ群：２体）に分類した。Ａ・Ｂ群における組織学的検索の

結果、舌筋からの筋線維束の一部が喉頭蓋方向へ走行し、途

中腱性組織に変化して喉頭蓋粘膜下に停止していることが明

らかとなった。このことからこの筋束が、喉頭蓋の挙上・下

垂防止に役立っていることが示唆された。さらに肉眼的所見

から喉頭下垂がみられたＢ群では、喉頭蓋粘膜下に停止する

▲受賞した北村助教（中央）と山本 仁教授（右）、解剖学講座の阿部伸一教授

▲受賞した廣内助教（左）と 阿部伸一教授

腱性組織が顕著に菲薄化していたことより、喉頭の機能維持

にこの筋束から移行する腱性組織が重要な役割を担っている

ことが考えられた。

廣内英智助教 日本解剖学会第 109 回関東支部学術集会にて
大会長賞を受賞

2021年９月 11 日（土）、オンラインにて開催された日本

解剖学会第 109 回関東支部学術集会において、解剖学講座

の廣内英智助教が大会長賞を受賞した。本賞は学術大会に

おいて優れた研究を口演発表した研究者を表彰するもので

ある。

受賞内容は現在解剖学講座ならびに研究ブランディング

事業「咀嚼嚥下班」で取り組んでいる『筋腱接合部：発育

過程』を調べたもので、特に Sox9 発現のスイッチングに関

する研究成果の一部を廣内助教が今回代表して発表したも

のである。これまで報告のなかった筋の骨への付着部につ

いて、その組織複合体の構築過程における Sox9 の関与を調

べるため、ダブルトランスジェニックマウスを作出し、組

織 内 の 局 在 に つ い て 検 索 を 行 っ た。 そ こ で Sox9creER; 

R26tdTomato マウスの検索結果から、筋の骨への付着部付

近で Sox9 が発現した幼弱な細胞は腱組織ではなく、筋線維

へと分化成熟したことを証明できた。また経時的に Sox9 の

発現部位は、筋束断端の幼弱な細胞が存在する部位から、

将来の腱組織へ成熟する部位、そして腱が付着する骨組織

と発現部位を移動していることも見出した。これらの結果

は、筋骨格系を構成する各コンポーネント（筋、腱、骨）で

Sox9 の発現をオンにすることが、筋骨格系の組織構築に不

可欠であることを示している。

今回の知見を基に、特に顎関節部の形態形成および組織

複合体の破壊の過程について、変形性顎関節症との関連も

視野に入れながら研究を展開している。
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河野孝斉大学院生 第８回日本細胞外小胞学会学術集会にて奨励賞を受賞
2021年 10 月 18 日（月）から 19 日（火）、オンラインにて

開催された第８回日本細胞外小胞学会学術集会において、口

腔腫瘍外科学講座の河野孝斉大学院生の口頭発表が奨励賞を

受賞した。本賞は、学会役員の厳正なる審査・投票の結果、

優れた発表を行った者に与えられるものである。受賞演題は

「口腔液（唾液）が含む大きな細胞外小胞の分離とその性質解

析」であった。

細胞外小胞とは、細胞外から放出される小胞の総称で、唾

液や血液をはじめ、様々な体液に含まれている。生体内で

は、正常な分化や疾患の発生・進展に関与し、その特性か

ら、がんをはじめ、様々な疾患の診断や治療へ向けた開発研

究が盛んに行われている。唾液に含まれる細胞外小胞を用い

た口腔疾患の新規診断法の開発には、大小様々な小胞集団の

中からどのクラスの小胞に診断情報が含まれているかを慎重

に見極める必要があるため、まず唾液中の細胞外小胞の全体

像を理解する必要がある。本研究では、唾液中の大きな細胞

外小胞をサブクラス化する新規手法を開発した。さらに、そ

▲受賞した河野大学院生（左）と野村武史教授

の方法で差分化したサブクラスの１つはオートファジーに関

連した分子が凝縮しているなど、新たな知見を示唆した。今

後のさらなる発展と臨床への応用が期待される。

▲受賞した森川講師（右）と加藤助教（左）と髙野正行教授

森川貴迪講師、加藤 宏助教 第 66 回日本口腔外科学会総会・学術大会
で口演発表賞・優秀ポスター賞を受賞

2021年 11 月 12 日（金）から 14 日（日）、幕張メッセ国際

会議場（千葉市）にて開催された第 66 回日本口腔外科学会総

会・学術大会において、口腔顎顔面外科学講座の森川貴迪講

師が口演発表賞、加藤 宏助教が優秀ポスター賞を受賞した。

森川講師は「蛍光観察を用いた口腔がんのスクリーニング 

−AI への応用−」、加藤助教は「iPS 細胞を利用した顎骨再

生療法の開発と疾患特異的 iPS 細胞の活用」の演題で発表を

行った。

森川講師の研究は、蛍光観察を用いた検証を行い、視覚的

および定量的評価を行ったものである。視覚的評価の口腔が

んの感度は 96.8% であった。定量的評価は、感度・特異度

と も に 良 好 で あ っ た。 さ ら に、AI の 口 腔 が ん の 感 度 は

98.0% であった。今後精度の向上を目指す。

加藤助教の研究は、正常 iPS 細胞ならびに疾患特異的 iPS

細胞を樹立し、骨芽細胞誘導を行ったものである。遺伝子改

変を行った Revertant-iPS 細胞を応用することで、健常者だ

けでなく様々な骨系統疾患を有する患者へも応用可能な低侵

襲骨再生療法の確立を目指す。
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小谷地雅秀助教らの論文が Materialise Mimics Innovation Awards 
2021 にて Global Winner を受賞

口腔病態外科学講座の小谷地雅秀助教らが、Materialise

社が主催し、2021年に発表された論文を対象とした Mimics 

Innovation Awards 2021 にて、最優秀賞の Global Winner

（1st place）を受賞した。本賞は Materialise 社が提供してい

る CAD/CAM 用ソフトウェアを使用した研究論文のうち、

次世代に技術革新をもたらす内容の論文を対象として選定さ

れる。今回 International Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery に 掲 載 さ れ た“Accuracy of Le Fort I osteotomy 

with combined computer-aided design/computer-aided 

m a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g y a n d m i x e d r e a l i t y .”

（DOI:10.1016/j.ijom.2020.09.026）を 応 募 論 文 と し、

Mimics Innovation Awards 始まって以来、日本人初の受賞

となった。本研究は東京歯科大学ブランディング顎骨疾患プ

ロジェクトのファブラボチームの成果で、同講座の片倉 朗

教授、菅原圭亮准教授、立澤孝太郎大学院生、解剖学講座の

松永 智准教授、歯科放射線学講座の小髙研人講師を中心に

共同で行ったものである。

論文内容は、高精度で普遍的な Le Fort Ⅰ型骨切り術を実

現させることを目的として、独自に開発した CAD/CAM 技

術による上顎骨のオステオトミーガイドとリポジショニング

ガイドおよび新規のレジストレーションマーカーを作製。さ

ら に Head mounted display（HMD）で あ る HoloLens

（Microsoft 社）による Mixed Reality（MR）技術の２つの技術

を用いて上顎骨の移動時における術前計画の再現性および正

確性について検討を行った報告である。

近年、術前のヴァーチャルオペレーションを手術中に再現

する方法として CAD/CAM 技術を使用した顎矯正手術が行

われているが、術中に計画どおりに手術が行われているかを

確認するのは困難であった。そこで、MR 技術を搭載した

HMD である HoloLens を術中に装着し手術を行うことで、

術前のヴァーチャルオペレーションから作製した三次元ホロ

グラムを術野に重ね合わせながら手術を行う方法を開発し

た。18 症例に本法を用い、術後の評価は術前のヴァーチャ

ルオペレーションの 3D 画像（Tv）と術後１か月の CT 画像

（T1）を GOM Inspect（GOM 社）で比較した。12 症例で 90%

以上の精度であった。Point based analysis では全ての軸に

おいて各ポイントの誤差に有意差は認められなかった。過去

の報告では画像支援を併用した Le Fort I 型骨切り術の精度

検証では精度が 67.1 から 94.7% であり平均 83.8％であっ

たことから、本法が高精度に上顎骨の位置決めを再現可能で

あったことが示唆された。現在はオトガイ形成術においても

応用し検証を行っている。

◀受賞した小谷地助教と（中央右）と片倉教授（右）、マテリアライズジャパンの
 ヨウ・アンセウ代表取締役社長（中央左）、尾崎浩明マネージャー
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野口智康助教 第 26 回日本口腔顔面痛学会学術大会にて
優秀論文賞を受賞

2021年 11 月 19 日（金）から 21 日（日）、静岡県コンベン

ションアーツセンターグランシップ（静岡市）において開催

された第 26 回日本口腔顔面痛学会学術大会において、口腔

健康科学講座の野口智康助教が口腔顔面痛学会誌 13 巻 1 号 

29-35 頁に発表した「咀嚼筋痛患者の病悩期間に関連する

因子の特定」が優秀論文賞を受賞した。昨年に引き続き録画

によるオンラインと１年ぶりの現地開催のハイブリットとな

り、感染拡大に最大限に配慮しつつ、会場では静かな盛り上

がりを感じる良い学術大会であった。　

本論文は、咀嚼筋痛の病悩期間に関連する因子を特定する

ことを目的としたものである。咀嚼筋痛は、多因子が関与し

て発症することから、病悩期間の個人差が大きい。また、慢

性化は著しい QOL 低下をきたす。よって数ある原因因子の

中から病悩期間に関連する因子を特定することは臨床におい

て重要である。本研究で病悩期間に最も関連する因子は

PHQ-15（身体化のスクリーニングツール）のスコアであるこ

とを見出した。診断において心理社会的な評価を取り入れ、

早期にアプローチすることが重度の慢性咀嚼筋痛患者を生み

出さないために重要であることが再確認された。今後は日本

における大規模調査への発展が期待される。

◀受賞した野口助教（左）と福田謙一教授

2021年 11 月 11 日（木）午後２時より、水道橋校舎本館５

階応接室にて、東京消防庁神田消防署より、本学の長きにわ

たる防火防災思想の普及および人命安全対策等に尽力したそ

の功績に対し、署長感謝状が授与された。

例年神田消防署では「火災予防業務協力者等に対する表彰

式」が開催されているが、新型コロナウイルス感染防止のた

め、当日は神田消防署副署長が本学を訪問し、石井拓男法人

主事へ表彰状が手渡された。

神田消防署より表彰

▲感謝状を受け取る石井法人主事（左） ▲感謝状
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新型コロナウイルス感染拡大により、2020年４月に初め

て東京都を含めた７都府県に対し緊急事態宣言が発令され、

本学においても学生の課外活動の一切が禁止となった。緊急

事態宣言解除後も全国的に感染者数の下げ止まり傾向が続い

たため、引き続き課外活動は禁止としていた。

2021年４月頃よりワクチン接種が段階的に開始され、高

い接種率の効果により感染者数が減少したことを踏まえ、同

年 11月よりクラブごとに感染防止対策を施したうえで、段

課外活動の再開
階的に課外活動を許可することとなった。

第１学年だけでなく第２学年にとっても、入学後初めての

課外活動への参加となる。学生にとっては、課外活動ができ

ないだけでなく、オンライン授業がメインであったり、行動

に制限が設けられていたりと、ストレスを抱えている学生も

少なくなかったのか、課外活動が再開されてからの学生の表

情が生き生きしているように見受けられる。

▲柔道部

▲バドミントン部

▲バレーボール部

▲弓道部

▲茶道部

▲ダンス部

▲硬式庭球部

▲バスケットボール部

▲卓球部

学生会ニ ュ ー ス
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本学教員著書について

教員推薦図書展示

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。

例年、教養系教員より学生に薦める図書の推薦を行ってい

るが、今年度は基礎系、臨床系教員からも推薦を募ったとこ

ろ、10 名より 49 冊の図書推薦があった。

推薦された図書のうち、図書館に所蔵のないものについては

新たに受け入れ、さいかち坂校舎および水道橋校舎本館図書

館にて展示を行っている。また、一部の推薦図書については

図書館ホームページにて推薦文とともに案内を行っている。

柴原孝彦・編著／片倉 朗、髙野正行、野村武史、森川貴迪、大野啓介ほか 著
蛍光観察法と口腔粘膜疾患：開業医に知ってほしい基本と実践
メディア，2021.

新谷誠康・編著／今井裕樹、辻野啓一郎、荒井 亮、櫻井敦朗・著
乳歯の歯内療法：健全な後継永久歯との交換につなげるには？
ヒョーロン・パブリッシャーズ，2021.

松久保 隆・編著／佐藤涼一ほか・著
パッと見ておぼえられるまとめテーブル 2022：歯科医師・歯科衛生士国試対策ブック：衛生・公衆衛生・
口腔衛生・社会福祉・関係法規
一世出版，2021.

口腔粘膜疾患を不得手としている先生方に朗報です。とかく専門性の高い領域で日常の診察に追われ、な
おざりになっていませんか？蛍光観察は 425nm の青色光を照射して蛍光を確認することで、病態を把握す
ることができます。また、この口腔潜在的悪性疾患ががん化するか否かも定期的な観察で蛍光明度を測るこ
とで評価することができます。蛍光観察に関する基礎から臨床までをまとめました。先生方の新たなモダリ
ティーをご堪能ください。 （柴原孝彦・口腔顎顔面外科学）

「乳歯の歯内療法がうまくいかない」とお嘆きの方のために、小児歯科学講座のメンバーで作成しました。
乳歯の歯内療法は交換期までの期限付きで、乳歯の機能を維持するために行うものであるという概念に基づ
いて、乳歯の特徴、抜歯選択の基準、治療のポイント、術後管理、保隙について解説した書籍です。図や写
真を多くし、わかりやすくなるように心がけました。日々の小児歯科臨床の一助となれば幸いです。

 （新谷誠康・小児歯科学）

衛生学は法律や統計など学習範囲が広く、苦手とする学生が多い分野です。本書は教科書をまとめた形で
はなく、国家試験で頻繁に出題される重要部分を、最新の情報を基に表形式として覚えやすく再編成しまし
た。詳細データやカラー写真などは本文中の QR コードから確認でき、購入特典の専用サイトでは、一問一
答形式で過去の歯科医師国家試験の問題演習・解説も用意しています。ぜひ国家試験前の知識確認や日々の
勉強に活用してください。 （佐藤涼一・衛生学）

▲展示中の推薦図書
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　2021年 10 月１日（金）午前 10 時より、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止対策のためアクリル板が設置された

水道橋校舎本館 12B 講義室において、第２学年 50 名の臨

床・臨地実習開始式が挙行された。

　片田英憲教学部長の司会のもと、鳥山佳則学長、片倉 朗

水道橋病院長、一戸達也千葉歯科医療センター長、松浦信幸

市川総合病院歯科教育主任による訓示を賜り、次いで臨床実

習生を代表して芦澤美夢さんが誓詞を述べた。

　臨床実習生は入学後１年半における講義、基礎実習で獲得

した学修成果をさらに深めるべく、緊張の面持ちで式に臨

み、決意を新たにしていた。

令和３年度 東京歯科大学短期大学 第 2 学年臨床・臨地実習開始式開催

▲臨床・臨地実習開始式の様子 ▲誓詞を読む芦澤さんと鳥山学長、ご列席いただいた先生方（手前から）一戸千
葉歯科医療センター長、片倉水道橋病院長、松浦市川総合病院歯科教育主任

2021年 11 月７日（日）午前９時より、オンラインにて、

令和３年度修学指導に関する保護者説明会が開催され、107

名の保護者が出席された。

菅野亜紀教学副部長の司会のもと、まず第１～３学年の保

護者全体へ、鳥山佳則学長による挨拶、次いで佐藤 亨副学

長・研究部長による学修環境等の概要、佐藤副学長・研究部

長および安松啓子教授による卒業研究の実施方針、片田英憲

教学部長による修学指導に関する説明が行われた。その後、

学年別に分かれて、学年主任、副主任により学生の修学状況

および学生生活に関する指導方針などの説明が行われた。ま

た希望者等を対象とした保護者および学生との三者面談も学

年別にオンラインで実施された。

令和３年度 修学指導に関する保護者説明会開催
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　2021年 11 月 18 日（木）午前９時 30 分より、水道橋校舎

本館 12A、12B 講義室において、短期大学歯科衛生学科第 

３学年 50 名による卒業研究発表報告会が開催された。昨年

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を勘案し、第１、２

学年はオンラインでの聴講参加であった。本年は感染拡大防

止対策のアクリル板が設置された教室を使用しての報告会と

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。会場は、第１、２学年学生や論

文指導にあたった指導教員の先生方等、多くの関係者により

埋められた。

　研究発表会は、鳥山佳則学長による開会の挨拶の後、受

付、座長、タイムキーパーなどの役割をすべて第３学年学生

が受け持ち、学会形式による運営が行われた。発表はスライ

ドを用いた４分間の口頭発表と２分間の質疑応答で行われ、

緊張の中、各自が今まで行ってきた研究成果について懸命に

発表していた。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。また質疑応

答では、第３学年の学生を中心に活発な討議がなされた。研

究遂行は昨年に引き続き、学校への通学が制限される中での

研究活動であり、学部および短期大学の指導教員による長時

間にわたる親身な指導をオンラインを活用して繰り返し受け

るという形で行われた結果である。本研究成果は、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研究発表会は、佐藤 亨副学長・

研究部長の挨拶と総評をもって盛会裡に閉会した。

令和３年度 東京歯科大学短期大学第３学年卒業研究発表報告会開催

▲卒業研究発表会を終えての集合写真

◀卒業研究発表会の様子
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回想と抱負 2021-2022
秋山友理恵
口腔腫瘍外科学講座 レジデント

　大学院卒業後２年を迎え、臨床・研究で未熟であると痛感

する場面は多い一方で、できるようになることも増え、小さ

な喜びを感じながら日々過ごしています。臨床・研究の場で

は常にチャレンジャーであり、自律自修を意識し、少しでも

進歩することが毎年の目標です。

　また、新型コロナウイルス流行で社会活動が制限され、日

常の楽しみを失いました。環境は変えられないので、自分の

行動を変え何か楽しみを見つけようと思い、マラソンを再開

しました。決して楽しくはありませんが、体づくりは仕事・

遊び・健康の面で重要です。また走る前からゴールまでの過

程は辛く、どこか臨床や研究と共通しているように感じま

す。すべての経験が糧になるよう 2022 年も精進したいと思

います。

阿部潤也
図書課

　コロナ禍によるおうち時間で人気になったことの１つに楽

器演奏があります。中でもギターがとりわけ人気だったそう

です。学生時代にあれだけ弾き倒したギターが、今ではたん

すの肥やしならぬクロゼットの厄介者と化して、はや数年。

そして、一念発起！　おうち時間で始めたのは「演奏」では

なく「分解修理」でした。

　DIY の延長がてら、ドライバーと半田ごてがあれば、分解

は割と簡単。ただ、しかし……。2020年末に塗装を剥がし

てから、再塗装中の状況で、この原稿執筆時点でその塗装す

ら終わらない。バラバラの姿のまま 2021年が過ぎていく

なー、という回想をしつつ、2022年中の完成を抱負とした

いと思います。

磯山素子
水道橋病院歯科衛生士部

　2021年は、やはり昨年に続き新型コロナウイルス感染症

とともに過ごした１年でした。また、新型コロナワクチン接

種により昨年は会うことが叶わなかった家族や友人とも会う

ことができ、改めて人との繋がりの大切さを感じた年でもあ

りました。新たな変異株の出現がありますが、このままコロ

ナウイルス感染症の収束を願うところです。2022年もウィ

ズコロナを念頭に現場スタッフと協力し、感染予防対策に留

意するとともに歯科衛生士として多くの患者さんに向き合い

たいと思います。また教育機関としての対学生への役割を考

え自己研鑽に努める所存です。

　最後になりますが、本年４月より副歯科衛生士長を拝命致

しました。新たな気持ちで視野を広げ、歯科衛生士部に貢献

して参りたいと思います。

伊東真輝
歯学部第３学年

　私にとって 2021年は、初めて触れる専門科目に圧倒され

た１年でありました。前期には保存修復学、歯内療法学の座

学が始まり、どうにかこうにか定期試験を終えたと思えば、

後期に待つのは臨床基礎実習。感染状況が落ち着き、喜ばし

いことに登校しての実習が可能となりましたが、「医療者と

してふさわしい服装って？」「この模型歯はどの歯？近心遠

心どっち？」「バーナーで火傷した」などなど、週３回の実

習は友人と愚痴を言い合うことで乗り越えてきました。将

来、これらが自身の商売道具になるわけですが、未だに不安

しかありません。

　来る 2022年、第４学年は座学に実習と目まぐるしい日々

となることは想像に難くありません。また、その先にある

CBT や OSCE に合格しなければ、Student Dentist の称号も

得られません。

　そのために 130 期生の仲間達や、笠原正貴先生をはじめ

とする担任の先生方とともに、コツコツと自身の刃を磨いて

いかねばなりません。日々配信される、笠原先生からの熱い

メールに背中を押されながら、これからも研鑽を積んで参り

ます。

エーサンビシャール
短期大学第１学年

　2021年は、高校卒業、短期大学へ入学、９月には初めて

の前期試験と、振り返ってみるといろいろなことがありまし

た。前期は学校登校日の制限があり、オンライン授業に慣れ

るのに大変でした。また、同級生と直接会って話しをする機

会も少なく、友だち作りに戸惑いがありました。後期になり

学校への登校日が増え、基礎実習が始まりました。同級生と

も直接会うことができたため、徐々に打ち解けて、想像して

いた学生生活を送ることができるようになりました。

　2022年に２年生へ進学すると相互実習や臨床実習が始ま

り、今まで以上に忙しく緊張する機会も増えるため、学んで

きたことを活かして、新たな知識、技能を身につけられるよ

う責任感を持ち臨んでいきたいと思います。
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加藤 萌
口腔科学研究センター

　今年度は、新入職員（研究技術員）として入職し、慣れるこ

とに精一杯でした。研究活動を行う人々を支えたいとの思い

で入職しました。入社後は社会人としての責任感を感じ、自

分の至らなさを痛感する日々でした。なりたいと思い描いて

いた自分と現実の自分との差に落ち込むこともありました。

しかし、周囲の皆様との挨拶やほんの少しの会話の中で元気

をいただくことがたくさんあり、ありがたく思います。

　2022年では、今まで以上にたくさんのことを吸収し、自

分の物にしていきたいと思います。また、自分の中で大切に

している「他人のために行動し、応援する」を再度目標と

し、皆様の研究活動を支援できる職員として少しでも成長で

きるよう努めて参ります。

加藤靖明
大学事務局 事務局長

　2021年、コロナ禍という未曽有の事態で異常な社会生活

がニューノーマルに。緊急事態宣言や外出自粛要請はライフ

スタイルや働き方の急激な環境の変化を巻き起こし、私自身

向き合うことで精一杯。外出を控え、楽しい食事もできな

い、巣籠の刑を強いられた我慢の年。唯一の友は、テレビ

ジョン。13 歳、真夏の大冒険、過去最多 58 個のメダル獲

得、ア・リーグ MVP、マスターズ優勝、史上最年少４冠

……最高に元気をもらった年。ウィズコロナで失ったものが

多かった反面、家族や人との繋がりの大切さに気づき、人間

関係では、近くもなく、遠くもなく適度な距離感が自然と身

についたように思える。ウィズコロナ満更でもない。東京歯

科大学に仕え 40年余り、年を重ねるごとに時間の経過は速

く、晴耕雨読の生活まであと僅か。もう一頑張り、身を粉に

して滅私奉公。激動の 2021年ではあったが、毎年、清水寺

で発表される今年の世相を表す漢字を「輪」と予想し、ささ

やかな喜びのあった、行く年を回想。

◀加藤事務局長の予想に反し、「2021年 
今年の漢字」は「金」でした（日本漢
字能力検定協会 HP より https://
www.kanken.or.jp/kanji2021/
common/data/poster2021.pdf）

川口靖子
短期大学第２学年

　コロナウイルスが猛威を振るう中スタートした 2021年度

第２学年は、相互実習、臨床実習が始まりました。私たちは

入学当初からオンラインでの学生生活でしたので、徐々に登

校日が増える中、実習に備える体力と精神力の管理・維持に

苦労する毎日です。かつての日常生活がいかに大切なもので

あったかを実感し、また同級生とのささやかなコミュニケー

ションがかけがいのない時間であり、人とのつながりに助け

られた１年でもありました。

　このような現状は描いていた学生生活ではありませんが、

今だからこそ感じて得られた経験と思いを忘れることなく、

2022年度の卒業そして歯科衛生士国家試験までの道のりを

乗り切る原動力につなげて、“みんなで頑張った”と言える

１年にしていきたいと考えています。

木村美保
市川総合病院看護部

　私にとっての 2021 年は、大きな変化の年になりました。

３月までは医療安全管理者としての役割を担い、４月からは

教育担当副看護部長へと役割が変わりました。教育担当副看

護部長として、看護職員への教育全般に関わることは勿論で

すが、看護学生の実習受け入れの調整など、経験のない仕事

内容に慣れることに精いっぱいであり、多くの方々にご指

導、ご支援をいただきながら、あっという間の１年でした。

４月以降、看護部の運営に関わる中で改めて、人材育成にお

ける教育の大切さ、難しさを感じています。迎える 2022 年

は、教育体制の見直しなどに力を注ぎ、思いやりのある温か

い看護を提供できる看護師の育成を目指し、頑張っていきた

いと思います。
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齋藤佳恵
歯学部第５学年

　2021年春。8 時 30 分登校の日々が始まりました。慣れ

ない環境への緊張感、PPE フル装備へのストレス、先生方

からのオーダーを聞き取るリスニング能力、判子を回収せね

ばと言う使命感。昨年のオンライン授業のぬるま湯に浸かっ

ていた私にとって、最初の頃の登院生活は修行僧にでもなっ

た気分でした。しかし、徐々にその環境にも慣れ、今となっ

ては先生方とお話しをする余裕も生まれました。

　登院が楽しいと感じることができたのは、お忙しい中お話

ししてくださった先生方、商品名を１ミリも知らない私に優

しく機材の場所を教えてくださった歯科衛生士の方々、そし

て一緒にこの生活を生き抜いた戦友たちのおかげです。あり

がとうございました。来年は勉強頑張ります。

嶋田朱里
歯学部第１学年

　入学してからこの１年、新型コロナウイルスにより日常の

行動が制限される中で、オンライン授業と対面授業の組み合

わせの授業形態となりました。オンライン授業では移動時間

が不要となり、時間を有効に使え、今までできなかったこと

にも挑戦できるという経験をしました。対面授業では、友達

と同じ環境で学べることの重要性や友達とコミュニケーショ

ンをとることの楽しさを改めて感じました。１年生のうちか

ら歯科に関することに加えて医療人としてどうあるべきかと

いう心構えも学ぶことができ、学生のうちから歯科医師とし

ての自覚を持つことができたように感じます。

　この１年、新しい環境での学びや出会いがあり、充実した

日々を送ることができたと思います。今後も勉学に励み、歯科

医師としての知識や技術を習得するだけでなく、様々な人との

関わりを大切にし、人間としても成長していきたいです。

杉本亜衣梨
教務課

　2021年４月に入職しまして早いもので９か月が経とうと

しています。教務課に配属され、新しいことだらけの日々に

ついていくので必死で、思い描いていた社会人よりもずいぶ

ん駆け足で過ごしたと振り返ります。そんな中、頻繁に躓き

ながらも、転ばずにいれたのは、ひとえにみなさまに助けて

いただき続けたおかげです。心からの感謝を申し上げます。

　2022年ですが、駆け足を早歩きくらいにし、あまり躓か

ないよう、自分のペースを見つける１年にしたいです。その

ためにも、まずは目の前の業務から丁寧に取り組みたいと思

います。よろしくお願いいたします。

竹岡史子
法人事務局庶務課

　早いもので社会人になり１年が経ちました。周囲の方々に

恵まれ、充実した日々を過ごすことができていると感じてい

ます。心より感謝しております。

　また、学生時代は就職したその先について意識することは

ほとんどありませんでしたが、実際に就職し、背景や年代の

異なる多くの尊敬する方々とお話しさせていただく中で、自

分が将来どんな風に年を重ねていきたいかについて思いをは

せるようになりました。

　今年は昨年と比べると少し心にゆとりが生まれるかと思い

ますので、１日１日を大切に、より多くのことを吸収してい

けたらと思っています。2022年が全ての方にとって良い１

年になりますように。

田畑郁恵
大学庶務課給与係

　2021年は前年から続くコロナの影響を受けながらも、新

しい生活様式が定着し、少しずつですが社会全体が落ち着い

ていった年であったと思います。自身も、全く異なる職種か

ら転職して数年が経ち、周りの方々に支えられながらではあ

りますが、業務を安定して遂行できるようになった１年だっ

たと感じています。

　そして 2022年１月、部署異動となり、新しい業務に取り

組む機会をいただきました。自身の経験がない業務に携わる

というのは、いつでも簡単なことではありません。最初から

すべてを円滑にこなすことはできませんが、小さなことから

積み上げていき、これまで得た知識・経験を生かして業務遂

行や業務改善ができれば、と考えています。

中田 悠
短期大学 講師

　2021年度は第２学年副主任として教育に携わってまいり

ました。第２学年は 10 月に登院し、歯科衛生士学生として

の学びを日々深めております。このたびの臨床・臨地実習か

ら新・千葉歯科医療センターが実習先に加わりました。合宿

を伴う実習であり、学生はもちろん短期大学教職員にとって

も新たな取り組みのため試行錯誤しております。現場の皆様

におかれましては、実習のみならず宿泊に関しましても多大

なるご指導ご協力を頂いております。この場をお借りして心

より御礼申し上げます。

　コロナ禍で落ち着かない 2021年でしたが、個人的には幸

いにも大きなトラブルなく過ごすことができました。2022

年も心身ともに健康に過ごせるよう日々体調管理に努めてい

く所存です。
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本田貴子
千葉歯科医療センター歯科衛生士部

　2021年は、長年慣れ親しんだ旧センターから新センター

への引越しから始まりました。新型コロナウイルス対策を行

いながらの診療と準備は慌ただしく、旧センターの思い出を

語る時間もありませんでした。真新しい建物の中に徐々に器

材が揃う度に、身が引き締まると同時に期待と不安が高まり

ました。各科の枠組みを超えた新たな診療は、患者には大き

なメリットです。歯科衛生士にも専門性だけでなく、幅広い

知識と技術が求められます。互いの経験を共有しながら、切

磋琢磨し業務に励みたいと思います。

　2022年は、少しでも状況がよくなることを願いながら、

常に患者に「安心」を与えられるように精進していきます。

中村 貴
生化学講座 講師

　私はピーマンの肉詰めが大好物である。コロナ禍で自炊頻

度が増えた昨年はいつもより沢山作った。食べ過ぎて少し飽

きた頃、同じ Capsicum 属のハラペーニョやハバネロを肉詰

めにしたら面白いのではないかと悪戯心が湧き試してみた

（結果は想像にお任せする）。

　丁度その頃、東 俊文教授が香草の水耕栽培に挑戦されて

いると聞き、私も余ったハバネロから種を採り観葉植物とし

て育ててみることにした。日照時間が短い室内水耕栽培では

すぐ枯れてしまうだろうと思いつつも、発芽して間もない黄

緑色の小さな植物体を眺めては日々の忙しさで疲れた心を癒

していた。

　そんなハバネロ、私の予想を裏切ってあれよあれよという

間に丈を伸ばし、花を咲かせ、今では小さな実をつけるまで

に育っている。このような強い生命力と成長の早さを見せつ

けられては、癒しどころかもはや自分に対するプレッシャー

しか感じない。負けてなるものか。ハバネロのようにホット

な成果を目指して少しでも研究を進めなければ。　

福島夕季
短期大学第３学年

　2021年第３学年としてのスタートで、卒業研究では様々

な論文を調べ、考察を重ね、論文作成のための経験をするこ

とができました。臨床実習では第２学年での学びを活かし、

さらに知識、技術、態度を深める経験ができました。Ⅲ期臨

床実習は、それぞれの学生が選択した実習先で、これまで以

上に多くの臨床現場の方々と出会い、新しい経験を積むこと

ができました。現在は、国家試験に向けた講義が中心の生活

となり、臨床実習で学んだことを活かし、知識を深めている

毎日です。

　2022年は、まずは国家試験に向け、皆で切磋琢磨し、皆

で合格の喜びを分かち合えるように努力していきたいです。

そして、学生生活から社会へと旅立つ年でもあり、希望に満

ちた１年にしていきたいと考えています。

前田孝人
水道橋病院庶務課

　「昨年、何か個人的ニュースありましたか？」と聞かれて

も、楽しいことを思い浮かべることが難しかった新型コロナ

ウイルス発生からの２年でしたが、昨年はワクチン接種開始

により明るい兆しが見えてきた希望の年になったような気が

します。個人的には、仕事内容が変わり、より一層病院や大

学の仕組や構造の理解を深めることができた１年だったと感

じています。

　社会情勢が徐々に変わってきている昨今、病院や大学の在

り方も変化していくと思います。2022年は、その真っただ

中にいるのだと自覚をし、アンテナを張り・多くのコミュニ

ケーションをとり、情報を正しく精査し身に付け、柔軟な思

考・行動ができるよう日々精進をしていきます。そして暗い

事件事象の多い中で、笑顔と心の平穏を忘れず、他者へ思慮

深い対応を心掛けたいと思います。

　「五十にして天命を知る」―― 孔子には届かないかもしれ

ませんが、あと数年で 50 歳。日々の日常と健康を大切にし

ていき、成長していきます。《Plus Ultra!》

◀中村講師にプレッシャーを与え続けているハバネロの花と実（撮影・中村講師）
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峯村早紀
法人事務局経理部

　2021年は、コロナ禍が続く中での新社会人生活のスター

トとなりました。慣れない業務や電車通勤であっという間に

１年が終わってしまったように感じます。毎日の生活で焦り

や不安を感じることも多かったですが、オリンピックで輝く

アスリートの姿に勇気をもらいました。

　経理の業務はまだ分からないことが多く、勉強の毎日で

す。周りに迷惑をかけてばかりですが、優しく手助けしてく

ださる周りの方々のおかげで頑張ることができました。感謝

申し上げます。

　２年目となる 2022年は、さらに落ち着いて業務に取り組

み、少しでも部署のみなさまのお役に立てるよう、努力して

いきたいと思います。

若井祐次
内部監査室

　2021年 12 月。文科省が設置した有識者会議が、私学の

大幅なガバナンス改革を求める報告書をまとめた。政府の骨

太の方針に後押しされて、主に評議員会の権限強化につなが

るものだ。賛否あり、特に私学側からは反対意見も多い。

　一部法人の機能不全をもって、全ての私学に網をかける手

法にはいささか疑念もある。思えば、先年、監事機能の強化

を図る改正をし、ガバナンス・コードにより自らを律すると

宣言もした。なのに、さらに矢継ぎ早の改革である。本来教

育、研究、地域貢献に専念すべき大学が、ガバナンス疲れの

様を呈して来ている。

　文科省は報告内容を調整のうえ、関連法案を通常国会に提

出し、可決・成立を目指すとのこと。

　来年は、慶應義塾大学との合併作業をにらみつつ「寄附行

為」もとい「定款」の制定作業と関連学内規則の改訂等に

粛々と取り組んでいきたい。

佐々木穂高
口腔インプラント学講座 准教授

　2021 年は本学に在職してから、最も重責と激痛を感じた

１年でした。

　ある夏の夜、腰痛かと思ったら冷や汗が止まらない程の痛

みが……尿路結石でした。幸い３か月後に 7mm 大の結石が

無事に自然排石されましたが、その間に周りの人々に支えら

れ助けられたことが、今後の医局に自分がどう責任を果たし

ていくかについて考え直す機会にもなりました。

　2022 年は、大きな “石” が出来ないように体調管理をし

つつ、大きな “意志” を持って仕事に励みたいと思っており

ますので、よろしくお願い致します。
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大学日誌

2021 年 9月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉歯科医療センター

1 水

短大 1,2 年生前期授業再開、短大 3年生Ⅱ期臨床・臨
地実習再開
水病薬事委員会

［防火・防災安全自主点検日］

虐待 ･DV対応委員会
臨床検査運営委員会

2 木 1〜4年生授業再開
感染制御委員会
治験 ･倫理審査委員会
プログラム委員会

診療録整備指導部会

3 金 こどもサポートチーム運営会議

4 土 5年生第 1回総合学力試験

5 日 水病研修歯科医選考試験

6 月 短大教授会 薬事委員会

7 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

8 水
短大 1〜3年生前期授業終了
水病リスクマネージメント部会

救急委員会
ICU 委員会、CPC

9 木

患者サービス向上委員会
脳卒中センター運営会議
地域連携委員会
手術室運営委員会
地域連携パス検討小委員会

10 金
1〜4年生前期授業終了、短大教授会
倫理審査委員会・利益相反委員会

がん薬物療法小委員会

11 土

12 日

13 月
1〜4年生前期授業 ( 予備日 )、短大 1〜3年前期定期
試験 (〜9/28)

研修管理小部会

14 火
短大 3年生Ⅱ期臨床・臨地実習終了
臨床教授連絡会、全体教授会、人事委員会
第 156 回口科研センター会議

緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

15 水

1〜4年生前期定期試験（〜9/29）、基礎教授連絡会
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
第 5回図書館事務連絡会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

褥瘡対策委員会
輸血療法委員会

16 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

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

17 金
NST カンファレンス
栄養管理委員会

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

18 土

19 日 入試ガイダンス・オープンキャンパス

20 月 敬老の日

21 火 ［機器等安全自主点検日］緩和ケア委員会

22 水

TDC ビル協議会、第 3回図書委員会
第 65回保健安全管理委員会、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

23 木 秋分の日

24 金 第 5回学生部課協議会
リスクマネージャー会議
業務改善委員会

25 土

26 日 短大総合型選抜（Ⅰ期）
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2021 年 10 月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉歯科医療センター

1 金
1〜4年後期授業開始

［防火・防災安全自主点検日］
こどもサポートチーム運営会議

2 土

3 日

4 月

5 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

6 水 水病薬事委員会 臨床検査運営委員会

7 木
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

9 土

10 日

11 月 医療の質管理委員会

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

13 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

14 木
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会

15 金
倫理審査委員会・利益相反委員会

［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

16 土 第 312 回東京歯科大学学会・総会

17 日 第 312 回東京歯科大学学会・総会

18 月 医療安全管理委員会
医療連携部会
研修管理小部会

19 火
水病褥瘡対策委員会、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

20 水
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
第 6回図書館事務連絡会

［機器等安全自主点検日］

褥瘡対策委員会
診療記録委員会 ･情報システム委員会

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
説明と同意の質向上委員会

22 金

23 土

24 日

25 月 キャンサーボード

26 火 衛生委員会
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

高難度新規医療技術等評価室運営会議
保険診療委員会
DPC症例検討委員会

27 月

医療安全管理委員会
キャンサーボード
院内がん登録検討小委員会
市川リレーションシップカンファレン
ス

医療連携部会

28 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

29 水

30 木 1〜4年生実習再試験等実施日
管理診療委員会
バスキュラーボードカンファレンス
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2021 年 11 月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉歯科医療センター

1 月
短大教授会

［防火・防災安全自主点検日］
薬事委員会

2 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

3 水 文化の日

4 木
感染制御委員会
プログラム委員会

診療録整備指導部会

5 金
公認会計士中間監査
短大水道橋病院臨床実習小委員会

治験審査委員会 ･倫理審査委員会

6 土

7 日 短大修学指導に関する保護者説明会

8 月 研修管理小部会

9 火 教職員インフルエンザワクチン接種
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

10 水
解剖慰霊祭、教職員インフルエンザワクチン接種
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

11 木 短大水道橋病院臨床実習指導者委員会

職員インフルエンザワクチン接種日
（〜11/12)
患者サービス向上委員会
脳卒中センター運営会議
地域連携委員会

12 金
倫理審査委員会・利益相反委員会
短大千葉歯科医療センター臨床実習指導者委員会

がん薬物療法小委員会

13 土

14 日
短大学校推薦型選抜、社会人・学士等特別選抜 (Ⅰ期 )
短大教授会

15 月 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
公認会計士中間監査 (〜11/16)
医療安全管理委員会

16 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会
人事委員会

職員インフルエンザワクチン接種日

17 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
第 7回図書館事務連絡会

総合防災訓練
褥瘡対策委員会
診療記録委員会 ･情報システム委員会
輸血療法委員会

公認会計士中間監査

18 木

短大卒業研究発表会
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、手術室運営委員会
衛生委員会
説明と同意の質向上委員会
内視鏡室委員会

19 金 公認会計士中間監査
職員インフルエンザワクチン接種日
NST カンファレンス
栄養管理委員会

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

20 土 ［機器等安全自主点検日］緩和ケア研修会

21 日
学校推薦型選抜、帰国子女・留学生特別選抜、編入学
試験 A、学士等特別選抜 A

28 木
6年生第 3回総合学力試験 (〜10/29)
水病教職員研修会

管理診療委員会

29 金

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

30 土

31 日
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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 水
講座主任教授会、水病薬事委員会

［防火・防災安全自主点検日］
臨床検査運営委員会

2 木
感染制御委員会
プログラム委員会

診療録整備指導部会

3 金 短大水道橋病院臨床実習小委員会 教職員インフルエンザワクチン接種日

4 土

5 日

6 月 短大教授会

7 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

8 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

9 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

教職員インフルエンザワクチン接種日

10 金 短大千葉歯科医療センター臨床実習指導者委員会

11 土

12 日 短大オープンキャンパス・一般入試説明会

13 月 研修管理小部会

14 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会
人事委員会、水病給食委員会

緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

15 水
第 8回図書館事務連絡会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
褥瘡対策委員会
診療記録委員会 ･情報システム委員会

16 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

部長会、衛生委員会
説明と同意の質向上委員会

17 金 倫理審査委員会・利益相反委員会 NST 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
個人情報保護部会
リスクマネージャー・ICT 部会

18 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス

19 日 短大学校推薦型選抜、社会人・学士等特別選抜 (Ⅱ期 )

20 月 ［機器等安全自主点検日］
医療安全管理委員会
キャンサーボード

医療連携部会

21 火
1〜4年生前期追・再試験（12/27 まで）、水病褥瘡対
策委員会
選書、衛生委員会

22 月 公認会計士中間監査
職員インフルエンザワクチン接種日
キャンサーボード

23 火 勤労感謝の日

24 水
公認会計士中間監査、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

図書委員会

25 木
TDC ビル協議会、第 4回図書委員会
水病教職員研修会

管理診療委員会
地域連携研修会

26 金
リスクマネージャー会議
給食運営会議
業務改善委員会

医療連携協議会

27 土
短大専攻科入学試験 (Ⅰ期 )
修学指導関係者・父兄個別面談会、短大教授会

28 日

29 月 バスキュラーボードカンファレンス

30 火 【水病】研修歯科医全体集会 (16:00)、衛生委員会
クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

2021 年 12 月
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22 水
第 1回予算委員会、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

23 木 TDC ビル協議会 管理診療委員会

24 金

25 土
共用試験臨床実習後客観的臨床能力試験（一斉技能試
験）

26 日

27 月

28 火
仕事納め
仕事納めの挨拶
1〜4年生冬期休暇（〜1/6）

仕事納め
緩和ケア委員会
仕事納めの挨拶

仕事納め
仕事納めの挨拶

29 水 年末年始休業 (〜1/4) 年末年始休業 (〜1/4) 年末年始休業 (〜1/4)

30 木

31 金

2022
1/5 水

仕事始め、6年生第 4回総合学力試験（〜1/6）
仕事始めの挨拶

［防火・防災安全自主点検日］

仕事始め
仕事始めの挨拶

仕事始め
仕事始めの挨拶
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人物往来

国内見学者来校

市川総合病院

■杏林大学医学部付属病院（眼科医師 1名）

2021 年 12 月 8日（水）から 10日（金）　眼科外来・第二部

手術室・角膜センター見学



プレスリリース
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プレスリリース

プレスリリース



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

2022年・回想と抱負の言葉の中から

　初めての慣れないオンライン授業のなか、同級生と直接会

って話しをする機会も少なく、友達づくりに戸惑う。想像し

ていた学生生活と現実との乖離。　同級生とのささやかなコ

ミュニケーションがかけがえの無い時間となり、まわりの人

とのつながりに助けられている自分がいる。　仲間たちと共

に、コツコツと自分自身の刃を磨き、先生からの熱いメール

に背中を押されて前を向く。　

　修行僧の気分で臨む登院生活。慣れない環境と緊張感の中、

先生たちのオーダーを聞き取るリスニング能力を研ぎ澄ま

し、ハンコを回収せねばとの使命感に突き動かされる毎日。

　登院が楽しい！と感じることができたのは、きちんと向き

合ってくれる先生たちや、一緒にこの生活を生き抜いてきた

戦友たちのおかげ。　足りない知識をお互いで補い、同じ目

標に向かって励まし合いながら努力したこの一年は、将来、

歯科医師になってからの自分自身のための大きな財産になる。

　新しい環境での学びや出会い。　社会人としての責任感と、

自分の至らなさを痛感する日々。なりたいと思い描いていた

自分と、現実の自分との差に落ち込む。　真新しい建物の中

に機器が揃っていくたびに、身が引きしまっていく。各科の

枠組みを超えた新たな診療体制の中で、患者さんに安心を与

えられるように精進することをひとり、誓う。　日々の臨床

と研究の中、自分の未熟さを痛感しながらも、できることが

増えていくことに、小さな喜びを感じている今の自分がいる。

 
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2月現在）

 

新千葉歯科医療センターの向こう側。閉鎖された千葉校舎を覆う白い防
護壁が少しずつ取り外されていく。かつてそこにあった、大きなガラス
が嵌め込まれた煉瓦色の壁は、無い。広い空間と広大な地面を埋め尽く
すのは、灰色のコンクリートの欠片。
そこはやがて、未来の東京歯科大学を描いていくための白いカンヴァス
となる。（2021年12月12日撮影）

歯科医師国家試験の朝、主任・副主任の先生達に背中を押され、グータ
ッチを交わし、胸を張って試験会場へと入っていく。感染力の強いオミ
クロン株が急速に拡大し、お互いの感染を防ぐために、仲間達と一緒に
集まって勉強することもできなかった。先生や友達に会って、不安や悩
みを聞いてもらいたい気持ちを抑え、ひとりで机に向かう。携帯の画面
の中でかけがえのない仲間たちと繋がることで、一人では乗り越えるこ
とができないと思っていた大きな壁を、何とか克服してきた。その努力
と自信がこれからの自分を前に進めてくれると信じて。（2022年1月30
日撮影）

本館12階の真新しい教室に、一年生の同級生全員が集まって講義を受け
る。大学生にとってはあたり前の日常のはずなのに・・・。久しぶりの
友達と顔を合わせて一緒に会話をすることが、こんなにも楽しかったの
だと、改めて気づく。（2021年10月20日撮影）

降り出した雪に真っ白に染められていく東京の街。ひと通りが途絶え、
雪明かりに照らされた、静かなさいかち坂の夜。（2022年1月6日撮影）
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