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アカデミアの理念

会長

矢﨑秀昭

『歯科医師たる前に人間たれ』の建学の精神を基本に、人間味
豊かで、社会性のある人材育成をめざす総合的な生涯研修の場
〝アカデミア〟をつくり、臨床から地域保健、医事に通じた国
手となるための一貫した理念に基づいた事業展開をめざすもの
です。全国の同窓が次代を担う後輩たちへの支援や連携の輪と
なることを期待しています。

同窓会創立 120 周年を機に新たな同窓会の一つの役割としてアカデミア構想をスタートさせました。これは
同窓の生涯研修のために集える場であり、そこには研修事業もあり、歯科医師像の議論もあり、学術や医療制度
情報の交換・提供もあり、先輩後輩の交流もあり、全国離れた地でもいろいろ新しい形に発展していくことを願っ
た構想で、究極するところ 120 年の歴史で培われた社会性をもった歯科医の育成そして歯科界の発展を目指し
たものです。

アカデミア構想は幅広い分野で活躍できる人材を育成することを目標とし、その形態は時代により変わってい
くと思われますが、その基本は母校での質の高い大学教育を引き継ぎ、卒後アカデミアの場をとおして同窓会が
応援していくことです。
〇世代・地域を超えた同窓の交流・・ネットワークやいろいろな企画を通して先輩後輩の交流をひろげます
（若手ネットワーク委員会、総務厚生委員会）
〇セミナー
セミナー事業
歯科医学的課題

・・・医学の知識や技術など純粋な学問としての研修

歯科医療的課題・・・・社会を意識した歯科医療人を目指した研修
（臨床セミナー委員会、卒後研修委員会、医療教養委員会）
〇制度のプロフェッショナルづくり・・大きな視点で考える人材、動かしていける人材を育てます
（社会保障制度研究委員会、渉外委員会）
〇アカデミア情報の共有化・・全国どこでも、だれでもが同じ恩恵を受けられるような情報化を目指します
（広報委員会、総務厚生委員会）

世代・地域を超えた同窓の交流
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若手支援
未来の歯科界を担う若手会員が、世代・地域を越えた同窓の交流を通じ、将来に向かって希望に満ちた道を進
めるように、ニーズにあった支援を行っていきます。

新進会員のつどい

第２回 新進会員のつどい
東京歯科大学同窓会では、昨年度より卒後 5 年以内の会員を対象とした「新進会員」制度の

新進会員のつどいでは、年齢の近い先輩の講演
会、懇親会を企画しています。講演や対話による
気づきと助言から、この会が若手会員の明日への

発足に伴い、会員相互の親睦と同窓会事業の理解を深める機会として今年も「新進会員のつ
どい」を下記日程にて開催いたします。
我々新進会員各学年代表者の企画による、興味深い講演を4 名の先生方にお願いいたしま
した。懇親会では、様々な相談ができる親睦のつどいにしたいと思います。診療・研究にお忙
しいこととは思いますが、皆様の参加をお待ちしております!!

確実な一歩を踏み出す機会となるはずです。平成
27 年度も、新進会員の企画による会を開催予定で
す。

日 時
場 所

参加費
無 料
２０１４年 11 月３０日（日） 13：00～16：00
《懇親会 16：15～17：30》
東京歯科大学水道橋校舎 本館 13 階 第１講義室

【講演プログラム】
『歯科医院開業～これまでの歩み～』
石川 一麿

同期会開催支援

先生〔平成 10 年卒〕

『女性歯科医師 子育てと仕事の両立』
小川 志保

先生〔平成 15 年卒〕

『エクソソームを用いた診断法の開発に向けて』
吉田 光孝

卒後 10 年目までに初めて同期会を開催する学
年を対象に同期会開催を支援しています。同期会

先生〔平成 22 年卒〕

『基礎疾患あり！注意しよう、薬剤投与！！』
菅原 圭亮

先生〔平成 16 年卒〕

開催を機に、就職先や現住所の変わることの多い

〈主 催〉東京歯科大学同窓会

若手会員同士のネットワークができ、それが連携

〈後 援〉東京歯科大学

強化につながることを期待しています。

〈企 画〉新進会員のつどい準備会
〈協 賛〉P&G 社
※当日は、ブラウンオーラル B 上位機種
電動歯ブラシを先着 120 名に無料配布

若手ネット
若手支援ネットワークシステム

OK

若手同窓会員

！

世代を超えた同窓の英知をネットワークを通じて力に変えます。同窓会
ホームページのトップに Mail Box を設置しています。

質問例	

★関連病院・診療所見学について	
  
★開業について	
  
★歯科医師会入会について	
  
★各支部・各地域の事業について	
  
☆ 現在は、就職・診療内容についての対応は	
  
行っておりません	

まず、同窓会HPにアクセスします。	
  

東京歯科大学同窓会HP
http://www.tdc-alumni.jp
「MAIL BOX」を クリック！

各支部
若手ネットワーク担当

◆若手ネットワーク
若手会員からの診療所見学、開業相談、支部・歯科医師会入会等の
相談・質問を受け付けています。若手会員からの質問や要望には、全
国の若手ネットワーク担当者のご協力をいただき、本部・支部力を合

各支部において対応する内容は	
  
若手ネットワーク委員会より各支部の	
  
担当に連絡します。	
  

わせて対応しています。現在までに、診療所見学、実習器材の確保、
トップページの「MAIL	
  BOX ご意見・ご質問」を	
  
クリックし、 「若手ネットワークMailBox」へ入ります。	
  

若手ネットワーク委員会

将来展望についてなどの相談を受け付けました。また、全国のネット
ワーク担当者には、年４回不定期にネットワーク通信を配信し、各支

相談・質問内容を確認し、適切な
関係部署において対応します。	
  

部での活動や Mail Box の稼働状況をお知らせしています。

★氏名	
  
★卒業年度	
  
★連絡先・方法	
  
★質問・相談内容	
  

◆若手会員への情報提供
広報委員会と連携し、若手会員へアカデミア情報、同窓会情報を伝

若手ネットワークMailBoxのフォームに	
  
必要事項を 記入して送信してください。	
  

えるとともに、「入りたくなる同窓会」を目指し、若い世代の感覚を刺
激する取組を行っています。

若手支援・若手ネット
３月（予定）
１１月（予定）

平成２２年卒同期会 開催予定
新進会員のつどい 開催予定

新進会員のつどい等の詳細については決まり次第、同窓会ホームページ等でお知らせいたします

セミナー事業

歯科医学的課題
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卒後研修

同窓会では、卒直後からの歯科医師に必要な生涯研修の方法を考えています。

学生時代に学んだ事を臨床で活用し、最適な治療を提供できますか？
歯科には最適治療という方程式はありません。それは患者と術者のそれぞれの「個の多様性」があるからです。
それぞれの患者から学ぶ以外にないのです。それを解消する為に必要なのは症例を通じて勉強する事であると考
えています。以下のようなステップを考え、それに合わせた研修会をご案内いたします。

ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

症例（患者）を見るって 何を見ればいいの？
患者の情報って何を聞いて、何を考えるの？
治療方法の引き出しを増やすためには何をすればいいの？

＊臨床に対するちょっとした疑問をお持ちの方どなたでも参加できます。
申し込みは不要で、毎月必ず開催しています。
開催日時

開催場所

● 歯科臨床を語る会
第 4 木曜日

19：30 ～

東京歯科大学
水道橋校舎
デンタル スタッフ ミーティング
第 3 水曜日 19：30 ～
南棟６Ｆ会議室

第 2 水曜日

19：30 ～

容

東京歯科大学
講義：記録資料の重要性 臨床のヒントから
水道橋校舎
実習：口腔内写真撮影実習など
南棟６Ｆ会議室 参加者のケースプレゼンテーションをディスカッション

● DSM

● TDC 研修倶楽部

内

東京歯科大学
水道橋校舎
南棟６Ｆ会議室

症例ディスカッション（2 ヶ月同一症例）
1 ヶ月目：症例の診査や現症に関するポイントを
2 ヶ月目：症例の処置方針や予後予測に関するポイント
症例ディスカッション（2 ヶ月同一症例）
1 ヶ月目：症例の情報に関するポイントを
2 ヶ月目：症例の処置内容や予後に関するポイント

ベーシックセミナー
ベーシックセミナーでは、臨床の基盤となるテーマを中心にセミナーを企画しています。口
腔内情報を含めた、病歴、全身状態から、何を読みとるか理解し、診断スキルの向上を目指し
ます。効率的に処置方針を立案するための第１歩となる内容です。

卒後研修
５ 月 17 日（日） 『ベーシックセミナー 欠損歯列の見方』
講師：宮地建夫、藤関雅嗣、加藤賢祐（東京都・開業、神奈川県・開業）
毎月

第２水曜日

毎月

第３水曜日

毎月

第４木曜日

TDC 研修倶楽部
DSM（デンタル スタッフ ミーティング）
歯科臨床を語る会

セミナー等の詳細については同窓会ホームページ

セミナープラグラム 2015 をご参照ください

セミナー事業

歯科医療的課題
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医療教養セミナー
若手歯科医師からベテラン歯科医師まで、教養学習を通して社会性や歯科医療倫理観を高めることを目的とし
ています。講演会、研究発表、グループ活動報告などの情報発信を通して、歯科医療的課題について共に研鑽い
たします。

リベラルアーツ・リレー講座
歯科医療の専門化、高度化が進む中で、専門職におけるリベラル・アーツの重要性が再認識
されております。そこで、同窓会においても、リベラル・アーツに関する内容についても積極
的に取り組んでいきたいと考えております。リベラルアーツ・リレー講座では歯科医のための
教養講座として、多彩な分野より講師をお招きして、講演会の開催を企画してまいります。

フロントランナーセミナー
本セミナーは、東京歯科大学同窓会会員で、各分野で長年にわたり活躍されている著名な先
生を講師としてお招きして行う講演会です。日々の臨床でどんな事を感じどんな事を考え、ど
のように患者と向き合い取り組んでこられたか、また、その臨床経験の中から、次世代へ伝え
たい事などをお話しいただき、世代間での交流を目的としたセミナーです。

口腔保健オープン・フォーラム
口腔保健オープン・フォーラムは口腔保健活動に関する活動報告とディスカッションを通じ、
地域保健活動における情報の共有化を目的としたフォーラムです。予めテーマを決めて開催す
る会員の参加型のオープン・フォーラムです。診療室内での予防管理システム、学校保健活動
での展開、地域での口腔保健への取り組みなど、現場での実際の活動を通じた課題などをテー
マにしてまいります。

医療教養
１ 月 29 日（木）

『和食って素敵

～世界に誇る和食のすばらしさ～』

講師：福留奈美（お茶の水女子大）
２ 月 26 日（木）

『歯科医たる前に人たれ

～社会は我々歯科界に何を求めてきたか〜』

講師：加藤武彦（神奈川県・開業）

『学校保健でのフッ化物の活用』
５ 月 21 日（木） 『地域での成人歯科保健の展開』
９ 月 10 日（木） 『これからの歯科医療を考えよう
４月

２日（木）

～専門医としての生き方～』

講師：井澤常泰（東京都・開業）
セミナー等の詳細については同窓会ホームページ

セミナープラグラム 2015 をご参照ください

セミナー事業

歯科医学的課題

2015 TDC アカデミア

臨床セミナー
すべての臨床医へ、基本手技から専門的知識と技術、先進医療など、臨床レベルの向上につながるようなセミ
ナー内容を検討し、提供することを目的としています。セミナーを通じ、日常臨床のスキルアップ、臨床対応の
選択肢が広がるよう、各分野の専門的立場の先生方からお伝えしていきます。
本年度は、エンド治療のスタンダードベーシック、ペリオ治療における審美的対応、義歯治療のアドバンス、
ＧＰのための矯正治療、さらにはインプラント治療におけるスタッフ研修に焦点をあて企画しております。日常
臨床からさらなる一歩へ、患者さんからの要望に答えるべく、治療のバリエーションが広がる内容です。
雑誌、各勉強会・業者主体のセミナーからも十分な学術情報が得られているかと思います。しかしながら、情
報が多すぎて個々の臨床に対応できるよう情報整理が困難なことさえあります。同窓会が行うセミナーは、均等
かつ適切な情報を伝えるべく講師の先生方と共に努めております。ご参加していただければ、そのスタンスが異
なっていることが理解できるはずですし、外部では聞けない内容や日常臨床で困っている事例を同窓会セミナー
で解決してもらえればと思います。
臨床セミナーの基本コンセプト
治療の「スタンダード」
「スキルアップ」
「アドバンス」に基づいて企画されています。

アドバンス
スキルアップ
スタンダード
エンド

矯正

スタッフ研修

補綴

ペリオ
生涯研修として歯科医師が知っておきたい知識、身につけておきたい技術を伝えるべく臨床セミナーの提案、
提供を行っていきます。同窓会における学術事業が先生方にとってより身近なものになれるよう、新たな内容を
企画して参りますのでよろしくお願い申し上げます。

臨床セミナー
『今こそ見直そう！あなたの根管治療
26 日（日）
～根管治療の最新知識と基本技術の習得

４ 月 25 日（土）

２日間コース〜』

講師：木ノ本喜史（大阪府・開業）
５ 月 31 日（日）

『歯科衛生士に必要な口腔インプラント治療の知識
～インプラント治療を始めると言われて慌てないために～』
講師：中濱典子、矢島安朝、福田謙一（東歯大・口腔インプラント、麻酔）

7 月

5 日（日）

『ティッシュ・マネージメントのファーストステップ』
講師：二階堂雅彦（東京都・開業）

９ 月 12 日（土） 『明日から取り組めるコーヌスクローネ』
13 日（日）
１１月

８日（日）

講師：宮地建夫、藤関雅嗣、野嶋昌彦、鷹岡竜一（東京都・開業）

『アライナーによる矯正治療の基礎と応用』
講師：渡辺和也（東京都・開業）

セミナー等の詳細については同窓会ホームページ

セミナープラグラム 2015 をご参照ください

制度のプロフェッショナルづくり
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社会保障研究
昨今の消費税増税に始まる「税と社会保障の一体改革」を始めとした社会保障制度の変革の動きを知り理解す
ることは大変重要なことと思われます。また、医療全体の中での歯科の立ち位置を考えていかなければ、これか
らの歯科医学、歯科医療の発展、そして歯科界の進展は望めません。そこで診療報酬に係る医療保険制度研究に
留まらず、社会保障制度全般に対し大きな視点で考え、動かしていける若手の人材育成が望まれます。
現在までのところ、社会保障の現状を知るために現場で活躍されている先生方よりお話を伺い、また、多くの
会員の方とディスカッションを行う研究会を開催し、理解と知識の共有化を諮って参りました。
今後は、アカデミア構想の一環として臨床、研究、保険制度を歯科医療において一体と考えた「フォーラムディ
スカッション」を開催します。
同窓会設立 120 周年、血脇守之助先生が学校制度の中、医科とは別に歯科の専門学校を作り、歯科医師会の
基を作り、勉強と地位の向上に尽力されたように、東京歯科大学がその先鞭をつけていかなければなりません。
より多くの会員の皆様と共に、社会保障制度の中の歯科のあるべき姿を理解・咀嚼し、さらなる発展とこれから
の明るい歯科医療を考えていきましょう。急速に進む高齢化社会に対応していくためにも先生方の積極的なご参
加をお待ちしております。

社会保障研究
2 月（予定）

第１回シンポジウム

9 月（予定）

フォーラムディスカッション
第２回シンポジウム

開催日未定

フォーラムディスカッション等の詳細については決まり次第、同窓会ホームページ等でお知らせいたします

2015 TDC アカデミア

アカデミア情報の共有化

同窓会会報・ホームページ
全国の会員が同じ恩恵を受けられるように、同窓会報・ホームページ・Facebook・情報ネット等を通じてア
カデミア情報を発信します。

同窓会会報

ホームページ http://www.tdc-alumni.jp
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