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➤１） 東北地域支部連合会支部長会・総会が開催されました（６月１０日）
「ホテル青森」にて開催されました。
・総会：役員協議会（東北６県から支部役員、本部から矢﨑会長、臼井専務理事、
田島理事出席）終了後開会。当番県 長内幸一青森県支部長挨拶、来賓紹介、本部
より矢﨑会長挨拶、山口勝弘青森県歯科医師会会長挨拶の後、古澤成博教授（学長
代理）による大学近況報告、臼井専務より本部会務報告がスライドを用いて行われ
ました。続いて長内青森県支部長を議長として報告・協議が行われました。
・学術講演会：「進化する歯内療法の診断と処置」
講師：古澤 成博 東京歯科大学歯内療法学講座 主任教授

【 役員協議会 】

【 総会 】

（ 矢﨑会長・臼井専務理事・田島理事 出席 ）
➢２）

近畿地域支部連合会支部長会が開催されました（６月２４日）

「ホテル新大阪」にて開催されました。
・支部長連絡協議会：下記各支部支部長その他の出席者を得て開催。（敬称略）
滋賀県支部：松田康夫支部長（S５１卒）・住井正勝（S５４卒）
京都府支部：丸山康子支部長（S５１卒）・河野多聞（H４卒）
大阪府支部：稲野順治支部長（S５４卒）・今村隆一（H１卒）
兵庫県支部：村岡光明支部長（S５９卒）・成田秀弥（S５９卒）
和歌山県支部：戸村善明支部長（S５１卒）・田中 久（H８卒）
（和歌山県支部 ７月１日より 新支部長：山﨑一夫（S５３卒）
近畿地域支部連合会 稲野順治会長の挨拶の後、臼井専務から本部会務報告を行
い、報告、協議終了後閉会。会議後は近くの串カツ居酒屋にて懇親会が行われ盛り
上がりました。
（臼井専務理事・稲野理事
出席）
【 支部長会 】

【 懇親会 】

➢３） 中国地域支部連合会支部長会・総会が開催されました（７月１日）
「広島県歯科医師会館（平成２９年４月完成）」にて開催されました。
・総会：支部長会（各県支部長、矢﨑会長、早速副会長、野間理事出席）終了後開
会。中国地域支部連合会 野間博会長、本部矢﨑会長の挨拶の後、井出学長より大
学の現況報告を兼ねてご挨拶をいただきました。その後早速副会長より同窓会会務
報告が行われました。
・学実講演会：「大規模災害犠牲者の身元確認における臨床歯科医の役割」
講師：橋本 正次 東京歯科大学法歯学・法人類学講座教授・副学長
・懇親会：「ホテルグランヴィア広島」に席を移し、中国地域支部の多くの会員の
出席を得て開催されました。中国地域支部の団結力の強さが感じられる会でした。
（ 矢﨑会長・早速副会長・野間理事 出席 ）

➤４）

学年代表者会が開催されました

≪ ７月３０日（日）≫

★『 同窓会員の横のつながり・縦のつながりについて
～卒後１０年目までの会員の意見をもとに～ 』
日 時：平成２９年７月３０日（日）午後１時より
場 所：東京歯科大学水道橋校舎新館１１階第１講義室
参 加：５３期（いづみ会 S２３年卒）～１２２期（水稲会 H２９卒）まで
（各学年代表者６３名、来賓５名、同窓会役員１８名 計８６名）
若手会員の支部未加入について、同窓会としても様々な対策が必要と考え
ています。また、横のつながりを考えるにあたり、同期会の開催状況にも注
目していきたいと思います。今年度の学年代表者会において、卒後１０年目
までの代表の先生方に、各学年の現状と同窓会に期待すること、そして同期
会の開催状況などをお話いただきました。

【 平成２９年卒 】

★

【 平成２８年卒 】

【 平成２７年卒 】

学年代表者会の詳細は会報１０月号に掲載予定です。
これから、懇親会を含め多数の写真が HP に掲載されます。
是非ご覧下さい! ★

➤５） 北海道地域支部連合会支部長会・総会が開催されました（８月１９日）
「札幌第一ホテル」にて開催されました。
・支部長会：北海道地域支部連合会 坂田道昭専務理事（S５１卒）の司会の下、北
海道地域支部連合会 鮫島道幸副会長（S５０卒）による開会、北海道地域支部連合
会 戸田徳和会長（S５０卒、本部理事）、矢﨑会長の挨拶の後、下記各支部長の紹
介・報告が行われました。（敬称略）
・札幌支部：中野一博（S４９卒）代理報告：船本能教（Ｓ５７卒）
・函館支部：額賀康之（Ｓ４７卒）
・小樽支部：合田和生（Ｓ５７卒）
・旭川支部：市川 徹（Ｓ４７卒）
・室蘭支部：合田 功（Ｓ４２卒）
・苫小牧支部：伊尾明子（Ｓ５６卒） ・十勝支部：高橋哲史（Ｓ５５卒）
・北見支部：松浦信一（Ｓ６３卒）
・空知支部：原岡研二（Ｓ４８卒）
・釧路支部は支部長不在
協議終了後、臼井専務理事から本部会務報告が行われました。
支部長会には北海道地域支部連合会 森田康夫監事（S４９卒）他も出席。
・総会：中野一博札幌支部支部長の開会の辞、北海道地域支部連合会 戸田徳和会
長の挨拶の後、矢﨑会長挨拶、議事に続き、井出学長が大学近況報告を、臼井専務
理事が本部会務報告を行いました。

（ 矢﨑会長・臼井専務理事・戸田理事 出席 ）
★ 学術委員会からのご案内 ★

➢６） 第４回 若手支援セミナーのお知らせ
主催：東京歯科大学同窓会・日本大学歯学部同窓会
日 時：平成２９年１０月２２日（日）１３：００～１７：００
場 所：日本大学桜門会館（東京都千代田区五番町２－６）
定 員：１５０名 出身校・卒業年にかかわらず、
☆ 受講料無料!!
講演内容：①「若手歯科医師に伝えたい小児歯科治療の考え方」
新谷誠康先生（東京歯科大学 小児歯科講座教授）
②「歯周治療をマスターする ～きほんのき!～」
伊藤公一先生（日本大学 特任教授）

➢７） ２０１７TDC アカデミア 医療教養

One day 東京歯科大学同窓会

日 時：平成２９年１１月１２日（日）
場 所：東京歯科大学 水道橋校舎新館８F
☆ 受講料無料!!
・ Part1 ： ９：３０～１０：３０
「味覚とおいしさの科学」～和の味を再確認しよう～
講師：澁川 義幸先生（ 東京歯科大学生理学講座 准教授 ）
・ Part2 ： １１：００～１２：００
「求められる歯科医師像」
講師：髙添 一郎先生（ S２９卒 東京歯科大学名誉教授 ）
The Miller Prize 受賞 公益財団法人野口英世記念会会長
・ Part3 ： １３：００～１６：３０
「人生の最期を人はどう迎えるか」～終末期における歯科医療の役割と可能性
講師：坂口 英夫先生（医療法人永寿会陵北病院 歯科診療部長）
平井 基之先生（介護保健施設 池袋えびすの郷 理事長）
遠藤 眞美先生（日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
専任講師）
★ 詳細は同窓会 HP まで!! 多数の先生方のご参加、お待ちしています!! ★
★ TDC Academia 2017 の情報が HP に掲載されております。オンデマンド配信に
ついてもご案内しております。是非アクセスをお願いいたします。★

http://tdc-alumni.jp/

➢８）

第５回「新進会員のつどい」が開催されます!
日

時：平成２９年１１月５日（日）１３：００～

場

所：東京歯科大学水道橋校舎本館 １３階

テーマ：「その疑問、あなただけじゃないですよ」
講 師： ・歯周病学 鈴木 瑛一先生 ・小児歯科 荒井 亮先生
・摂食嚥下 野末 真司先生 ・老年補綴 和田 健先生
本年度は学生時代にお世話になった、分野の異なる若手の４名の若手の先生に
講演いただくことになりました。それぞれが得意とする分野について、ここだけは
知っておいて欲しいことを厳選してお話いただく予定です。今まで勉強会に行っ
たことがない方も多いかと思いますが、そんな方も是非足を運んでみて下さい。
新進会員の先生はもちろん、学生さんや OB の先生方をはじめ、たくさんの方に
ご参加いただければ幸いです。参加者は無料で、当日参加も大歓迎です。当日皆
様にお会いできることを楽しみにしております。
≪ 「新進会員のつどい」実行委員会より ≫

【 会員ネットワーク通信 】
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➢１）★ 広報委員会からのお知らせ ★
【 LINE・Facebook の乗っ取りに注意！】
ここ 1、2 年間で、複数の SNS を介して LINE や Facebook の乗っ取りを図る
不正行為が増えております。
他人による乗っ取りを防ぐ方法として、
１）本人の電話（医院・携帯電話）に、【直接連絡をして確認する】。
共通の知人がいる場合、その方にも確認をとる（複数人数に、似たようなメッセー
ジが届いている場合がある）。
２）２段階認証が可能なサービスの場合は、認証登録し、【他人に認証番号を絶対
に教えない】。２段階認証とは、ID・パスワードでログインした場合、携帯電話や
メールアドレスなどに数桁の認証番号が届き、それを別に入力する事で初めてログ
インできる認証機能。【他人にこの数字を教えてしまうと、完全に乗っ取られてし
まうので注意！】
３）医院の PC・タブレット・共用端末など、Facebook 使用後に【ログアウトする
癖をつける】。
万が一乗っ取られてしまった場合、LINE や Facebook にログインできる場合は
パスワードを変える。
また、パスワード変更の際、全端末の強制ログアウト確認があるので迷わずログ
アウトさせる。
★「LINE 乗っ取り対策」または「Facebook 乗っ取り対策」で対処法を検索
して下さい。
（下記、参考にして下さい）
http://www.facebooktsukaikata.net/tomodati-narisumasi-akaunnto-mokuteki-nottori-taisaku/

詳細は、同窓会報 10 月号に掲載いたします。

➢２）東京歯科大学同窓会 広報部 Facebook へ投稿してみませんか？
★ 各支部での小規模なイベントや勉強会などの周知・報告に広報部の Facebook を
活用してみませんか？
＜ ご不明な点や詳細についてのお問い合わせは、同窓会広報部 Facebook ページ
へ DM をお送り下さい。＞
★ 掲載内容に関しましては広報委員会で確認をさせていただきますことを
ご了承下さい。
★ 同窓会 HP には様々な情報が満載です。是非 アクセスして下さい!
こちらからどうぞ
http://tdc-alumni.jp/

