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➤１） 関東地域支部連合会総会・報告会・懇親会が開催されました（９月３日）
「浦和ロイヤルパインズホテル」にて開催されました。
・総会：関東地域支部連合会関連の議事・協議（例年では総会で行われる会議）が
今年度は支部長会にて行われました。支部長会出席は以下の先生方です。
山梨県： 末木 稔支部長（Ｓ５５卒）・金山 昇副支部長（Ｓ５７卒）
神奈川県：西山 潔会長（Ｓ５７卒） ・中島信也専務（Ｓ５９卒）
千葉県： 高原正明支部長（Ｓ５２卒）・砂川直俊幹事長（Ｓ５９卒）
茨城県： 大野勝己支部長（Ｓ５０卒）・髙野一夫幹事長（Ｓ５０卒）
栃木県： 矢島俊助支部長（Ｓ５５卒）・簗瀬 真副支部長（Ｓ５５卒）
群馬県： 原 茂支部長（Ｓ５８卒） ・髙松透浩総務（Ｓ６１卒）
埼玉県： 春山良夫支部長（Ｓ４６卒）・大井誠一幹事長（Ｓ５３卒）
同窓会本部：矢﨑会長・臼井専務理事（オブザーバー 財部副会長・岡村常任理事）
・報告会：埼玉県支部大井誠一幹事長の司会のもと、埼玉県支部広瀬守副支部長（S
５１卒）の開会の辞、関東地域支部連合会 春山良夫会長の挨拶により開会。井出
吉信東京歯科大学理事長・学長、矢﨑秀昭同窓会会長の来賓挨拶の後、井出学長か
ら大学の現況報告が行われ、臼井専務理事より本部会務報告と同窓会会員の現況及
び「共済制度の見直し」について、また今回の総会にて各支部より提出された事前
質問について報告が行われました。その後埼玉県支部 大井幹事長から関東地域支
部連合会会務報告が、春山連合会会長から関東地域支部連合会総会の報告が行われ、
埼玉県支部 植野順子副支部長（S５５卒）の閉会の辞をもって閉会。
・学術講演会：「漢方を知る～漢方の基礎知識と使ってみたい漢方薬～」
講師：笠原 正貴 東京歯科大学薬理学講座主任教授
・懇親会：参加者１１２名を得て、埼玉県支部 橘田博純副支部長（S５８卒）の開
会の辞、春山連合会会長の挨拶にて開会。埼玉県歯科医師会 島田篤会長から来賓
祝辞を、埼玉県歯科医師会 小杉國武副会長（S４４卒）から乾杯のご発声を頂きま
した。最後に各支部長、井出学長にもご登壇いただき校歌斉唱をもって閉会。

【 総会 】

【 報告会 】

【 校歌斉唱

４番まで！！】

（ 矢﨑会長・臼井専務理事・大野理事 出席 ）

➢２） 東海地域支部連合会支部長会・総会・懇親会が開催されました（9 月 10 日）
「名鉄グランドホテル」にて開催されました。
・役員連絡協議会：本部 冨山副会長の来賓挨拶、中島常任理事からの本部報告の
後、各種協議が行われました。
・総会：愛知県支部 鈴木祥夫副支部長の開会の辞、東海地域支部連合会 成瀬健会
長の挨拶にて開会。井出理事長・学長、冨山同窓会副会長の来賓の挨拶の後、中島
常任理事が本部会務報告を行いました。東海地域支部連合会 尾崎健司庶務より連
合会会務報告があり、その後各種議事が行われ、愛知県支部 長谷部雅志副支部長
の閉会の辞をもって閉会。
・記念講演：「これからの東京歯科大学が目指すもの
～摂食嚥下を理解するための解剖学～」
講師：東京歯科大学理事長・学長 井出 吉信先生
・懇親会：昭和１９年９月卒業の橋本京一先生の乾杯のご発声で開会。ご高齢にも
かかわらず、きりっとした姿勢で、素晴らしい内容のお話をして下さいました。

【 総会 】

【 懇親会 】

（ 冨山副会長・中島常任理事・国島理事 出席 ）
➢３） 九州地域支部連合会支部長会・総会・懇親会が開催されました（10 月 14 日）
「オアシスタワーホテル（大分県）」にて開催されました。
・支部連絡協議会：出席された先生方です。
福岡県：永江 健一支部長
佐賀県：副島 渉支部長・松尾 繁樹副支部長
長崎県：田口 知義支部長
熊本県：河野 生司支部長
大分県：田中 一秀支部長・松江 裕史副支部長・山本 徹理事
宮崎県支部：岩田 充了支部長 鹿児島県：森原 和久支部長
沖縄県：友利 隆俊支部長
大分県支部 松江裕史副支部長の司会のもと、大分県支部 山本徹理事の開会の辞、
大分県 田中一秀支部長、本部 矢﨑会長、田部地区理事からご挨拶いただき開会。
本部 臼井専務理事より本部会務報告を行いました。
・総会：保科早苗先生（H６卒）の司会で開会。大分県支部 松江裕史副支部長の開
会の辞、九州地域支部連合会 田中一秀会長挨拶、同窓会 矢﨑会長挨拶の後、井出
学長から大学現況報告があり、臼井専務理事から本部会務報告が行われました

・懇親会：保科早苗先生の司会のもと田部理事から乾杯のご発声を頂き開会。
鹿児島大学歯学部 田松裕一教授も参加されました。校歌斉唱をもって閉会。

【 連絡協議会 】

【 総会・懇親会 】

（ 矢﨑会長・臼井専務理事・田部理事 出席 ）
★各地域支部連合会総会などの詳細は会報１２月号をご参照下さい。★
➢４） ★

講演会のお知らせ!!

～事業推進部社会保障制度研究委員会から

★ 「 診療報酬改定のマルわかり 」 ★
講師：鳥山 佳則先生
東京歯科大学 歯科医療管理学 教授
日 時：平成２９年１１月２９日（水）１９時～２１時
（１８時３０分 受付開始）
場 所：東京歯科大学水道橋校舎 南棟２階大会議室
対 象：東京歯科大学同窓会会員
参加費：無料 !!
★ 鳥山先生より・・・（抜粋）
平成３０年度は慣例により診療報酬改定が行われる可能性が高い。
そこで診療報酬改定担当者としての経験を踏まえて、改定の進め方につ
いて中医協の組織を含めて解説し、併せて、これまでに聞いた無数の要
望や誤解に対して解説を行いたい。
★詳細は 会報１０月号をご参照下さい。
多くの先生方のご参加お待ちしております!!!
協力：東京歯科大学同窓会東京地域支部連合会
★ 学術委員会からのご案内 ★
➢５） 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/
➢６) ★平成２９年度 東京歯科大学同窓会 評議員会が開催されます。
①日 時：平成２９年１１月１９日（日）
評議員会：午後１時００分～午後５時３０分（予定）
懇 親 会：評議員会終了後
②会 場：
評議員会：東京歯科大学水道橋校舎 本館１３階
懇 親 会：東京歯科大学水道橋校舎 本館西棟１階ラウンジ
★ 評議員会の傍聴（発言等はできません）をご希望の会員の先生は
準備の都合上 １１月８日（水）までに事務局にご連絡下さい。
＜ 東京歯科大学事務局 TEL０３－５２７５－１７６１ ＞
➢７） 第４回 若手支援セミナーが開催されました。
主催：日本大学歯学部同窓会・東京歯科大学同窓会
１０月２２日（日）第４回若手支援セミナーが日本大学桜門会館にて開催
されました。台風接近による強い雨と風の中、若手からベテランの先生方ま
で、多数の参加者が下記講演を拝聴しました。教科書で習った内容を臨床の
現場でどの様に活かしていくか、また、一人の患者さんと長期に渡ってお付
き合いをしていくためにはどの様な勉強が必要なのか。何人もの若手の先生
方が、明日への診療に役立たせるべく、熱心にメモを取っておりました。
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）

第４回 若手支援セミナー

【第４回若手支援セミナー】

★

➢８）

会場風景

!!!

【 新谷 誠康先生 】

【 伊藤 公一先生 】

詳細は会報１２月号、HP をご参照下さい ★

第６４回全国歯科大学同窓・校友会懇話会（全歯懇）が開催されました。

「全歯懇」は、全国２９校の同窓会・校友会（同窓会・校友会は２８）の集まり
で、昭和５３年から始まり（当初は年２回、平成１６年からは年１回開催）、今年
の第６４回は、平成２９年１０月２１日（土）
「ANA クラウンプラザホテル岡山」に
て、岡山大学歯学部同窓会の当番で開催されました。
大型台風が接近する中、全国から全ての同窓会・校友会から約１４０名の役員等
（当会からは、矢﨑秀昭会長・早速晴邦副会長・臼井文規専務理事・宮地建夫顧問）
が集まり、報告や協議を行いました。
日本歯科医師会・日本歯科医師連盟・岡山県・岡山県歯科医師会等から多くのご
来賓が参列しており、日歯連盟の副理事長として冨山雅史先生（Ｓ５７年卒・同窓
会副会長）と、岡山大学歯学部同窓会鹿児島県支部支部長として、田松裕一先生（H
５院卒・鹿児島大学歯学部教授）も参加しておりました。
今年は、「地域包括ケアシステムにおける歯科の立ち位置」をテーマに、兵庫県
立大学大学院教授の筒井孝子先生と日本歯科医師会常務理事の児玉剛先生の講演
がありました。
次回（２０１８年）は、徳島大学歯学部同窓会の当番で、８月１１日に開催されま
す。

【 懇話会 】

【 早速副会長・宮地顧問・矢﨑会長 】

【 懇親会 】

（ 矢﨑会長・早速副会長・臼井専務理事・宮地顧問 出席）

【 会員ネットワーク通信 】Vol.１０ 平成２９年１０月
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/

