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同窓会 案内

東京歯科大学同窓会

東京歯科大学同窓会
会長澁

谷

國男

同窓会は新進会員の皆様を心から支援してゆきます。
長年にわたる学習や研修の成果が実り、いよ

めの症例検討会などを、同窓会において毎週の

いよ希望に満ちた歯科医師としての生活が始ま

ように開催しています。また、若手の会員のため

ります。明治 28 年に本学の建学者である血脇

の卒後研修セミナーや、高度な臨床セミナーも

守之助先生が、歯科医師は、生涯を通じて歯

開催しています。さらに同窓会のホームページな

科医学と医療技術の研鑽を行い、共に学んだ

どを通じて、新進会員の方の各種相談などにも

同窓が助け合い、さらに豊かな人間性を育むこ

対応しています。

とを目的として同窓会を創設されました。現在ま

皆様にはご自分自身で同窓会や歯科医師会な

で、120 年を越える同窓会の活動により、すべ

どに積極的に参加され、ご自分の力で日本の歯

ての都道府県におられる、同窓が助けあい、連

科医療を、さらに発展、充実されることを多い

携して、各地域の方々の健康の担い手として、

に期待しています。

社会に多大な貢献をされています。
皆様は卒業と同時に全員の方が同窓会の会員
となります。さらに、卒業後、５年目までは同窓
会の新進会員となります。同窓会は新進会員の
皆様が、素晴らしい歯科医師人生を歩むために
に、全面的な支援をしています。
新進会員が誰でも参加できる、若手支援のた

同
窓会って？

東京歯科大学同窓会は、会員相互の親睦並びに福祉の増進を図るとともに、
母校の発展に寄与することを目的としています。
そのために、同窓会員に対する学術的支援、困ったときの支援、各種情報
の提供、さらに大学への協力などを行っております。
本学の学生も「準会員」となり（会費等はなし）、
また卒業５年目までは「新
進会員」として、さらに卒業１０年目までは会費等も軽減されます。
最近は特に卒業直後の若手会員の支援に力を入れており、2010 年より毎
年若手支援セミナー等を開催しております。
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知っておいていただきたいこと
◎◎母校在学生は「準会員」となっています。準会員 A
◎◎他大学を卒業した母校大学院生、他大学を卒業した東京歯科大学三病
院臨床研修医等は準会員 B となっています。
◎◎卒業と同時に全員が会員（卒後５年間は新進会員）になります。
◎◎他大学出身でも、母校大学院修了者は会員 正会員になります。
◎◎他大学出身でも、支部長の推薦により推薦会員になることができます。
◎◎会員は原則支部に所属します。
（新進会員で支部未加入の場合は本部直
属扱いとなります。
）
◎◎同窓会は会員の会費により運営されています。
◎◎退会規定はありません。（推薦会員は除きます）
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組

同窓 会の
同窓会には、9,000 人以上の会員がいて、全国各地および大学に合計 107
支部がおかれ、同窓会員は原則いずれかの支部に所属することになります。
新進会員については、所属する支部が決まるまでの期間は本部直属扱いと
なります。
また、全国 11 の地域別に地域支部連合会がおかれ、地域内の支部の連携
を密にして、同窓会の発展に関する協力機関となっています。さらに、同窓会

織

本部には、会長、副会長、専務理事、理事、監事が置かれ会務を執行して
います。このように、支部、地域支部連合会、同窓会本部と 3 層でそれぞれ
活動しながらも、常に連携のとれた同窓会活動を行っています。

東京歯科大学同窓会（本部）
地域支部連合会（11ヶ所）
支部（106ヶ所）

大学支部
準会員 A・B

（一般）会

員

新進会員
（卒後５年以内）

◆ 同窓会本部  役員構成
会
長◎
副 会 長（５名）
◎
専務理事
常任理事
（10名）
◎
理
事
（11名・地域選出）
◎
監
事
（３名・うち常任監事１名）
◎

◆ 同窓会本部  委員会構成
① 常置委員会
		 【総務・厚生部】
			
			
			

総務厚生委員会◎
ゴルフ大会委員会◎
新進会員のつどい実行委員会◎
女性会員活動推進委員会

		 【渉
			

外

部】

渉外委員会◎
東歯同窓国会議員を支える会

		

報

部】

広報委員会（会報・ＨＰ・ネットワーク）

【広

		 【事 業 推 進 部】
社会保障制度研究委員会◎
			
学術委員会
（卒後研修）◎
				
（臨床セミナー）◎
				
（医療教養）
② 特別委員会◎
		 【選挙管理委員会】
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（一般）会

員

③ 地域支部連合会

北海道地域支部連合会【10支部】
札幌支部
函館支部
小樽支部
旭川支部
室蘭支部
苫小牧支部
釧路支部
十勝支部
北見支部
空知支部

近畿地域支部連合会【６支部】
滋賀県支部
京都府支部
大阪府支部
兵庫県支部
奈良県支部
和歌山県支部
中国地域支部連合会【５支部】
鳥取県支部
島根県支部
岡山県支部
広島県支部
山口県支部

佐賀

福岡

長崎

大分

熊本

宮崎

鹿児島

山口

東北地域支部連合会【６支部】
青森県支部
岩手県支部
宮城県支部
秋田県支部
山形県支部
福島県支部
信越地域支部連合会【５支部】
北信支部
中信支部
東信支部
南信支部
新潟県支部
北陸地域支部連合会【３支部】
富山県支部
石川県支部
福井県支部

島根

鳥取

広島

岡山

愛媛

香川

高知

徳島

北海道

石川

青森
秋田

岩手

山形

宮城

新潟

福島

福井

富山

長野

群馬

栃木
茨城

兵庫

京都

滋賀

岐阜

山梨

埼玉

大阪

奈良

三重

愛知

静岡

東京

和歌山

神奈川

千葉

沖縄

東海地域支部連合会【４支部】
静岡県支部
愛知県支部
岐阜県支部
三重県支部
四国地域支部連合会【４支部】
徳島県支部
香川県支部
愛媛県支部
高知県支部
九州地域支部連合会【８支部】
福岡県支部
佐賀県支部
長崎県支部
熊本県支部
大分県支部
宮崎県支部
鹿児島県支部 沖縄県支部

大学
大学支部

東京地域支部連合会【39支部】
千代田支部
麹町支部
京橋支部
芝支部
新宿支部
本郷支部
下谷支部
墨田支部
品川支部
渋谷支部
中野支部
足立支部
深川支部
大森支部
蒲田支部
世田谷支部
葛飾支部
江戸川支部
町田支部
北多摩支部

丸の内支部
麻布赤坂支部
小石川支部
玉川支部
練馬支部
目黒支部
豊島支部
北支部
武蔵野支部
西多摩支部

日本橋支部
四谷牛込支部
浅草支部
板橋支部
荏原支部
杉並支部
城東支部
荒川支部
八南支部

関東地域支部連合会【16支部】
茨城県支部
栃木県支部
千葉県支部
横浜中央支部
横浜南部支部
横浜西部支部
神奈川湘南支部 神奈川西湘支部

群馬県支部
横浜北部支部
川崎支部
神奈川相北支部

埼玉県支部
横浜鶴見支部
横須賀・鎌倉支部
山梨県支部

＊各支部への連絡先は同窓会本部（TEL 03-6261-6631）にお尋ね下さい。
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活

同窓 会の

動

“TDC Academia”

アカデミアの理念
『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。

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◎
・・・・・・・・・・・・・・・・

（総務厚生委員会、広報委員会）

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）

学術事業
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◎
・・・・・・・・・・・・・・・・
（学術委員会、卒業研修・臨床セミナー・医療教養）

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◎
・・・・・・・・・・・・・・・・
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（社会保障制度研究委員会、渉外委員会）

交

同窓 会の
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。
「訪問診療へ第一歩をふみだす勇気」
訪問：大 川 延 也 先生
（昭和 52 年卒・北多摩支部）

「患者に寄り添う歯科医師を目指して
～総合力こそが私のスペシャリティ～」
GP：山 本 雅 通 先生

「矯正歯科専門開業医としての使命」
矯正：根 津 崇 先生

（平成 6 年卒・千代田支部）

流

（平成 17 年卒・川崎支部）

東京歯科大学同窓会

第６回 新進会員のつどい

「これが私のスペシャリティ」

11.3

平成30年

［土・祝］

会 場
《講演会》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

参加費無料

新 進 会 員 の つど い
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

講演会 12時30分～
懇親会 16時30分～
〈同時開催〉女性会員活動推進委員会・情報交換会

東京歯科大学同窓会
東京都千代田区神田三崎町２－９－18
TEL 03-6261-6631

〈主催〉東京歯科大学同窓会〈協力〉東京歯科大学

〈企画〉新進会員のつどい実行委員会

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
の確実な一歩を踏み出す機会となる
はずです。平成 31 年度も、新進会
員の企画による会を開催予定です。
開催予定：平成31年11月４日
（振休）

2018 年  新進会員のつどい

ゴ

ル

フ

大

会

開催予定：平成31年９月23日
（祝）
〔武蔵丘ゴルフクラブ（埼玉県）〕

第 46 回
同窓会主催
全国ゴルフ大会
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開

本部・支部の活動
クラス会

催
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多くの支部では、学術講演会、保険講習会を開催して、臨床や経営な
ど様々な情報交換をしたり、会員・家族レクリエーションなどを開催し、
会員の親睦を深めています。
また、同窓会では、卒後 10 年以内で初めてクラス会を開催する学年
に支援を行っています。

共
情

報

の

有化

同窓会員からの
写真投稿ギャラリー
写真募集
同窓会会報
（年 4 回）

同窓会 Web ページのトップ画面

今まで発行された同窓会会報
同窓会ホームページでは、同窓会の活動内容や
大学の最新情報も掲載しています。
また、会員ページもあり同窓会員向けの情報が
満載です。ぜひアクセスしてみてください。
ログインするためには、ID とパスワードが必要です。

同窓会ホームページ
http://www.tdc-alumni.jp

Facebook
https://www.facebook.com/TDCalumni

オンデマンド配信
〜動画による情報提供〜
インターネットウェブサービスを経由し、事業案内、学術情
報を Doctorbook を利用して、動画による情報配信をして
おります。Doctorbook academy のサイトに、東京歯科大
学同窓会の枠を設けております。
ご登録の上、これから配信される
同窓会事業 PR、セミナー案内、
トピックス、セミナー講演ダイジェ
ストのコンテンツにご期待下さい。
（サイトには、大学の他にスタディ
グループ、メーカー・プロダクト
など、様々な情報がご覧いただけ
ます。）

Doctorbook academy にご登録下さい
https://academy.doctorbook.jp/
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若手

支

援ネットワーク

新年度から、新たに歯科医としての一歩を踏み出す先
生、研修期間を終了しさらにステッアップを目指す先生、
大学院を修了し専門分野で臨床に励む先生、そろそろ開
業を考えている先生など、其々の新しい環境でご活躍のこ
とと思います。 同窓会本部では、そのような若手の先生
方からの相談や質問に対応できるよう、全国の支部、連

若手

合会とネットワークをつくりました。「 先輩の診療を見学し
たいけど、どこに行けば良いのかなぁ？」「出身地での開
業を考えているけど、相談できる先輩がいない・・・」「歯
科医師会ってどんな組織なのかな？」
「同窓の先生方から

直接生の声を聞いて勉強したい」
「そろそろ結婚を考えているけど、
子育てをしながら歯科医は出来るの？」
「クラス会を開催したいけど、どうしたら良いの？」などなど・・・若い若い先生方の相談や質問の対
応をすべく同窓会本部が同窓会員同士の橋渡しをします。昨今の IT 社会では、ネットから情報が簡単
に検索できるようになりましたが、ネットの情報からだけでは解らないことを、現場の諸先輩と話してみま
せんか！
ぜひ、同窓会 HP にアクセスのうえ、Mail Box に必要事項を記載して送信してください！
お待ちしております。
（右図参照）

【 女性会員活動推進委員会 】

若手会員・女性会員がより同窓会活動に参加しやすく

各 支 部
会員ネットワーク担当

女性会員活動推進委員会各支部担当
本部と各支部が連携をとって
対応します。

するため、平成 28 年から常設された委員会です。全国
各支部に担当の先生方もいらっしゃいます。
今後、若手支援ネットワークと同様女性会員活動推進
委員会のネットワークも活用していただけるよう整備してい
きます。

支援ケース対応例
支援ケース１》》
》
［研修医より
「来年度以降の就職先を探している」
という相談について］
⇒見学先の紹介
今後の進路について、地元、現住所、希望する専門分野
（補綴、高齢者歯科など）に応じた診療所の見学を紹介
支援ケース２》》
》
［初めてのクラス会開催について］
⇒会則作成、会費支援、連絡先確認、同窓会説明などの支援
（卒後５年目、１０年目）
支援ケース３》》
》
［県人会の開催］
⇒地元の支部と交流をして、研修医が県人会へ参加
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同窓会本部

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。

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

手同窓会員

。

☆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！
QRコードから
アクセス!！

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。

★氏名
★卒業年・在籍学年
★連絡先・方法
★質問・相談内容
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。
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学術事業

卒

後

研修
歯科医学的課題

同窓会では、卒直後からの歯科医師に
必要な生涯研修をサポートしております。

症例を診て、考えて、楽しむ研修会！

歯科には最適治療という方程式はありません。患者の「個の多様性」に対

して、術者がそれぞれの患者から学んでいくことが大切です。学生時代に得
た知識を統合的に活用し最適な治療を提供するためには、症例を通じて勉強
する事であると考えています。同窓会学術では、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しております。

症例を通じて Hop、Step、Jump ！
１（Hop）． 症例（患者）を診るって 何を診ればいいの？
２（Step）． 患者の情報って 何を聞いて 何を考えるの？
３（Jump）． 治療方法の引き出しを増やすには何をすればいいの？
＊症例について色々と話を聞いてみたい、困っている自分の症例を相談し
てみたいと思っている方にとても参考になる勉強会です。
様々な症例を通じて意見交換し、臨床の現場における引き出しをみん
なで増やしていきましょう！
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。

参加費：無料
TOKYO DENTAL COLLEGE
ALUMNI ASSOCIATION

TDC Academia

2019

主催

東京歯科大学同窓会

協力

東京歯科大学

日本歯科医師会生涯研修認定

セミナー等の詳細については同窓会
ホームページ、または TDC アカデミア
セミナー 2019 をご参照ください。
同窓会 HPhttp://www.tdc-alumni.jp
から Web 申し込みもできます。
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開催日時

● TDC 研修倶楽部
毎月第 2 水曜日
19：30 ～

内容
なぜ、この患者さんは計画通りに進んだのに、あ
の患者さんは計画通りに進まないのだろうって思っ
たことはないですか？ その原因を様々な症例から
疑似体験し、臨床の現場での直感力や、具体的な
診療方法をやしなえる勉強会になっています。是非、
ご参加ください！

症例に悩んだ時に「みんなも悩んでいるのか？」
「自分だけが悩んでいるのか？」って思ったことは
● DSM
ないですか？ そのような経験をお持ちの方におす
デンタル スタッフ
ミーティング
すめです。
毎月第 3 水曜日
様々な症例から疑似体験をすることで、参加して
19：30 ～
いる方の色々な考え方を勉強できる会になっていま
す。
● 卒研症例検討会
毎月第 4 木曜日
19：30 ～

経験豊富な先生方から１歯単位から口腔内全体
を診断するために必要なことを講演として聞けます。
参加者の症例を通じて意見交換をすることで、
経験者がどのようなことを考えているかを学べる勉
強会になっています。
会場：東京歯科大学 水道橋校舎 南棟６Ｆ会議室

学術事業

《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

スタンダード

スキルアップ

アドバンス

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企画し、提供しておりま
す。セミナーを通じ、スタンダードな治療から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。

臨
床
セミナー
歯科医学的課題

本年度は、小児の口腔機能や食育、歯科に特化した救急医療、インスツ
ルメント選択と最良の歯周基本治療、MI コンセプトに基づいた修復処置や、
著名な講師による審美領域へのインプラント埋入を実習を交えて学ぶセミナー
や、昨年好評でした臨床のコツを伝授するセミナーを開催いたします。日常臨
床のステップアップに同窓会臨床セミナーをお役立てください。

▶ 小児口腔機能・食支援セミナー
5 月 26 日（日）9：00 ～ 16：30

水道橋校舎新館 11F

「口腔機能の発達を紐解く〜食べる・話す・呼吸する〜」

講師：阿部伸一（東京歯科大学 解剖学講座）
川口美喜子（大妻女子大学 家政学部食物学科）
大久保真衣（東京歯科大学 口腔健康科学講座摂食嚥下リバビリテーション研究室）
立木千恵（東京歯科大学 歯科矯正学講座）

▶ 歯周基本治療セミナー

７月 21 日（日）９：00 ～ 16：30

水道橋校舎新館 11F

「ハンドスケーラー VS 超音波スケーラー」

		

TOKYO DENTAL COLLEGE
ALUMNI ASSOCIATION

〜「最良」の歯周基本治療！！〜

TDC Academia
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講師：牧野 明（富山県開業）
大野純一（群馬県開業）

テンポラリークラウンの作製
短時間で作製できますか？
いろいろな作製方法を取り入れる

▶ ベーシックハンズオンセミナー

6 月 30 日（日）９：00 ～ 16：30
		
水道橋校舎新館 11F

「すぐに役立つ臨床のコツ」

〜実践スキルの向上 補綴、矯正、

ぺリオ、口腔外科編〜

講師：学術委員

主催

東京歯科大学同窓会

協力

東京歯科大学

日本歯科医師会生涯研修認定

パーシャルデンチャー設計の考え方
欠損の進行から設計を考えられますか？
欠損歯列を患者情報・口腔内状況から予測し、
設計の考え方を取り入れる

フラップ手術
切開、歯肉弁の剥離ってどうやるの？
切開線の設定とデブライドメントのコツ
（豚顎骨実習）

抜歯・縫合
抜歯・縫合の基本を取り入れる
（豚顎骨実習）

MTM
エクストルージョン
装置の実際、何に気を付ければいいの？
（石膏模型実習）

セミナー等の詳細については同窓会
ホームページ、または TDC アカデミア
セミナー 2019 をご参照ください。
同窓会 HPhttp://www.tdc-alumni.jp
から Web 申し込みもできます。
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学術事業

臨
床
セミナー
歯科医学的課題

▶ 保存修復セミナー

９月１日（日） 9：30 ～ 16：30

水道橋校舎新館 11F

「MI のコンセプトに基づいたコンポジットレジン修復」

		

〜最小限の侵襲、適切な接着技法、きれいな充填を目指して〜

講師：村松 敬（東京歯科大学
亀山敦史（東京歯科大学

保存修復学講座）
保存修復学講座）

▶ インプラントアドバンスセミナー（1.5 日コース）

９月 28 日（土）
 	13：00 ～ 18：00
９月 29 日（日）
	   ９：00 ～ 16：00

水道橋校舎新館 11F
水道橋校舎新館 11F

「前歯部審美領域におけるインプラント埋入の極意」

TOKYO DENTAL COLLEGE
ALUMNI ASSOCIATION
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講師：小濱忠一（福島県

開業）

▶ 救急医療教育セミナー

６月２日（日）
	   9：30 ～ 16：30
10 月 20 日（日）
9：30 ～ 16：30
東京歯科大学市川総合病院 スキルスラボ

「患者さんが急変したとき、あなたは何ができますか」

		
主催

東京歯科大学同窓会

協力

〜 SimMan™ を使用した救急トレーニング〜

東京歯科大学

日本歯科医師会生涯研修認定

セミナー等の詳細については同窓会
ホームページ、または TDC アカデミア
セミナー 2019 をご参照ください。
同窓会 HPhttp://www.tdc-alumni.jp
から Web 申し込みもできます。
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講師：鈴木 昌（東京歯科大学 市川総合病院救急科）
小鹿恭太郎（東京歯科大学 市川総合病院麻酔科）

学術事業

医教養
療
歯科医学的課題

団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年を目前に控え、超高齢社会にお
ける様々な歯科医療が迎える課題への対応が急がれております。我々が乗り
越えなければならない課題は複雑化しており、単に歯科医療関係者の努力で
解決できる課題ではありません。
「多職種連携」
「ソーシャルキャピタルの活用」
「社会保障制度の維持」
「人口減少時代での労働力の確保」などの他覚的
な視点でのアプローチが求められております。

医療教養フォーラム

１１月１0 日（日） 水道橋校舎新館 11 Ｆ 12：00 ～ 17：00

今回のフォーラムでは、複雑化した課
題の全体像を把握するとともに、歯科と
密接に関連する医療分野での
取り組みを理解することで、我々が取
り組むべき課題へのソリューションを探
ることを目的といたしました。
歯科医師のみならず多くの職種の方々
に参加していただきたいフォーラムです。

「超高齢社会で何が起きているのか」
～変化する医療の中での歯科医療の役割は何か～

「超高齢社会への対応」
～社会保障制度改革の視点～
講 師：江崎 禎英

（経済産業省 政策統括調整官（兼）
内閣官房健康医療戦略室 次長）

「多職種連携と街づくり」
～医師会、歯科医師会、行政、
地場産業との連携～

TOKYO DENTAL COLLEGE
ALUMNI ASSOCIATION
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講 師：荒金 英樹

（愛生会山科病院 消化器外科部長）

「薬剤師がかわれば
地域が変わる」

主催

東京歯科大学同窓会

協力

東京歯科大学

日本歯科医師会生涯研修認定

～かかりつけ薬剤師を中心とした
多職種連携への取り組み～
講 師：狭間 研至

（ファルメディコ代表 医師）

セミナー等の詳細については同窓会
ホームページ、または TDC アカデミア
セミナー 2019 をご参照ください。
同窓会 HPhttp://www.tdc-alumni.jp
から Web 申し込みもできます。
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大学
連携セミナー

「歯学研究最先端」

～東京歯科大学「顎骨疾患プロジェクト」からの医療情報提供～

５月１2 日（日） 13：00 ～ 16：30

水道橋校舎新館 11 Ｆ

「よく耳にする iPS 細胞ってそもそも何？」
「歯科臨床に役立つものなの？」
「歯周病のマイクロバイオームとは？」
「味覚は脳でどのように感じているの？」
「認知症になると味覚はどう変化するの？」
「前フレイル期からの機能回復ってどうやったらできるの？」

平成 29 年度に東京歯科大学は文部

「医療における VR 技術は今どこまで来ているの？」 などなど…。

科学省の「私立大学研究ブランディン

聞いたことはあるけど、具体的にはわからない？？

グ事業」に「顎骨疾患の集学的研究拠

今どうなっているのか知りたい！に、最先端の研究を行っている専門分野の講
師が、優しく解説いたします。

点形成：包括的な顎口腔機能回復によ
るサステナブルな健康長寿社会の実現」

明日からの、患者さんとのコミュニケーションが楽しくなるアカデミカルな 1
日です。

が選定されました。本年で３年目を迎え
る本事業に関連して、地域医療に邁進
されている臨床医の先生方に日常臨床
のヒントや医療情報の理解に役立つ情
報を発信する場を企画いたしました。

TOKYO DENTAL COLLEGE
ALUMNI ASSOCIATION
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◆「楽しもう、リサーチマインドのアップグレード」
山口 朗（東京歯科大学 口腔科学研究センター）
◆「咀嚼・嚥下機能の恒常性維持と低下：老化のメカニズムを紐解く」
阿部伸一（東京歯科大学 解剖学講座）
◆「歯周組織再生の現在とこれから－ バイオフィルムコントロール
の先にあるもの－」
齋藤 淳（東京歯科大学 歯周病学講座）

主催

東京歯科大学同窓会

協力

東京歯科大学

日本歯科医師会生涯研修認定

◆「おいしく味わい、楽しくおしゃべりしている時、私たちの脳はど
んなふうに活動しているのか」
後藤多津子（東京歯科大学 歯科放射線学講座）
◆「デジタルデンティストリーをより身近に－ 3D プリンタ・ヴァーチャ
ルリアリティ技術の応用－」

セミナー等の詳細については同窓会
ホームページ、または TDC アカデミア
セミナー 2019 をご参照ください。
同窓会 HPhttp://www.tdc-alumni.jp
から Web 申し込みもできます。
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菅原圭亮（東京歯科大学 口腔病態外科学講座）
◆「近年の再生医療事情－幹細胞ってどんなもの？」
小野寺晶子（東京歯科大学 生化学講座）

社会

保

障研究

制度のプロフェッショナルづくり

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。さらに研鑽をつみ、アカデ
ミア構想の一環として臨床、研究、社会保障制度を歯科医療の中で一体とし
てとらえた「シンポジウム」を開催したいと考えております。詳細は決まり次第、
同窓会 HP 等でお知らせいたします。
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。

若い先生方へのメッセージ
習得した歯科医療の知識やスキ
ルを、制度の中でうまく実施でき
なければ１００％の能力を十分に
発揮することは出来ないかもしれ
ません。そのため、若い先生方に
は、その制度を正しく理解して臨
床に望み、今後の制度改正におい
ては状況把握を的確に行って、新
たに思考するための礎としてほしい
と考えております。
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特
会員

典
◎◎東京歯科大学同窓会主催の各種セミナー、講演会等
は、無料もしくは割引料金で受講できます。
◎◎新進会員のつどいは無料で参加できます。

◎（他大学同窓会主催のセミナー等にも無料で受講でき
◎
るものがあります。
）
◎◎支部、地域支部で開催される学術講演会、保険講習
会に参加できます。
◎◎皆さんの生の声を支部長を通して本部に伝えることが
できます。

◎◎80 歳、
100 歳を迎えられるとお祝い金が贈呈されます。
また、死亡時には弔慰金が支払われます。
（ 会費未
納者には支払われません）
◎◎年４回発行の会報で、同窓会、クラス会、大学の情
報がわかります。

◎◎同窓会ホームページのメール BOX から質問、相談
ができます。

【同窓会員の心得】

◎◎ 支部に所属します。
◎◎ 年度会費は、期日までに支払います。
◎◎ 住所、勤務地の変更等は、必ず届出ます。

【同窓会事務局からのお願い】

◎◎ 事務局は毎週土曜・日曜はお休みをいただいております。なお、
電話での対応は平日９：３０～１７：３０とさせていただきます。
御協力お願いいたします。
◎◎ 事務局では、御質問に対して正確を期すため、すぐに御返事がで
きない場合もあります。御了承ください。

【会

費】

◎◎ 同窓会費
年額  20,000 円◎
（卒後 10 年目までは年額 10,000 円）
◎
◎◎ 同窓会費は各支部にお支払いください。
銀行口座からの自動引き落としも可能です。
◎「新進会員」は本部に直接お支払いください。
◎
◎◎ 東京歯科大学の勤務・大学院生は、大学支部を通じてお支払い
ください。
◎◎ なお、支部、地域支部連合会によっては、別途、支部会費、地
◎
域支部連合会費が必要な場合もあります。
詳しくは、各支部にお尋ねください。
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手

入会後の諸

続について
【入会後の諸手続についてよくあるご質問】

Q1） 新進会員です。近く転居します。手続きは必要ですか。
住所、氏名等登録事項変更届を同窓会事務局に提出してくだ
さい。
Q2） 現在勤務医です。支部に所属していないので、支部に所属し
たいと思います。手続き方法を教えてください。
勤務地または居住地の支部に所属することになります。
支部長に連絡をしてください。
支部への連絡先が不明の場合、同窓会事務局にお問い合わせ
ください。
Q3） 勤務医です。新進会員の５年間が終わります。何か手続きは
必要ですか。
支部加入手続きが必要となります。Q.2 を参照してください。
（新進会員期間終了後は必ずいずれかの支部に所属します）
Q4） 勤務医です。勤務する地域の支部に所属しています。今度、
開業することになりました。支部移動の手続き方法を教えてく
ださい。
新しく開業する地域（または住居地）の支部長に連絡してくだ
さい。
支部への連絡先が不明の場合、同窓会事務局にお問い合わせ
ください。
Q5） 現在、歯科の仕事から離れています。支部に所属が必要です
か。
離職等により、勤務地がなくなった場合でも、住居地の支部に
所属します。
住居地の支部長に連絡してください。
支部への連絡先が不明の場合、同窓会事務局にお問い合わせ
ください。

FAX:03-3264-4859

A2

至 飯田 橋

都立工芸高等学校

西口

ＪＲ水道橋駅

東口

外堀通り

三崎稲荷神社

東京歯科大 学

水道橋校舎本館
水道橋校舎南棟

東洋高等学校
AOYAMA
東急ステイ水道橋
日大
経済学部

通り

水道橋校舎新館

神田川

白山

http://www.tdc-alumni.jp

線

TEL:03-6261-6631

（9:30~17:30 土日祝休み）

東京ドームホテル

駅

〔水道橋校舎 南棟 6 階〕

小石川後楽園

三田

〒 101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-9-18

橋
水道

東京歯科大学同窓会事務局

都営

東京歯科大学同窓会

17

東京歯科大学同窓会
東京歯科大学同窓会事務局

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-9-18
[水道橋校舎 南棟 6 階]
TEL:03-6261-6631

（9:30~17:30 土日祝休み）

FAX:03-3264-4859
http://www.tdc-alumni.jp

