同窓会案内

2019 年 新進会員のつどい

東京歯科 大学同窓会

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、いよいよ希望に満
ちた歯科医師としての生活が始まります。明治 28 年に本学の
建学者である血脇守之助先生が、歯科医師は、生涯を通じ
て歯科医学と医療技術の研鑽を行い、共に学んだ同窓が助
け合い、さらに豊かな人間性を育むことを目的として同窓会を
創設されました。現在まで、120 年を越える同窓会の活動に
より、すべての都道府県におられる、同窓が助けあい、連携
して、各地域の方々の健康の担い手として、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。

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が、素晴らしい歯科医師人生を歩
むたに、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、若手支援のための症例検
討会などを、同窓会において毎週のように開催しています。ま
た、若手の会員のための卒後研修セミナーや、さらに高度な
臨床セミナーも開催しています。さらに同窓会のホームページ
などを通じて、新進会員の方の各種相談などにも対応してい
ます。
皆様にはご自分自身で同窓会や歯科医師会などに積極的に
参加され、ご自分の力で日本の歯科医療を、さらに発展、充
実されることを多いに期待しています。

同窓会の

交流
東京歯科大学同窓会 第７回 新進会員のつどい

「先輩から学ぶ歯科医師人生の道しるべ」

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
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
明日への確実な一歩を踏み出す機
会となるはずです。令和３年度も、
新進会員の企画による会を開催予
定です。

〜私の26年間の歯科医師人生から伝えたいこと〜
講演1：木 津 康 博 先生
（平成5年卒業（1993年）
・横浜中央支部）
〜不安との闘いが行動への原動力〜
講演2：二階堂 雅彦 先生
（昭和56年卒業
（1981年）
・日本橋支部）

令和元年 11.4［月・休］参加費無料 講演会 12時30分〜 懇親会 16時30分〜
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
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

2019 年 新進会員のつどい

1

若手の会員活動推進委員会
本委員会は平成 28 年に創設された「女
性会員活動推進委員会」を引き継いで活動
して参ります。若手の会員・女性会員がよ
り同窓会活動に参加しやすくするために、
現状を把握し、今後の方向性を検討してい
きます。各支部の先生方と連携して情報を
交換し、全国の先生方にそれらの情報を提
供したいと考えています。また、
「若手の
会員活動推進委員会」としての企画を立案
し、若手支援ネットワークと同様に、若手
の会員が同窓会をより身近なものに感じら
れるようにしたいと考えております。

ゴ

ル

フ

大

会

開催予定：令和３年９月23日
（木）
〔武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）〕
「参加申し込み詳細は、
同窓会報６月号に掲載されます」

第 47 回
同窓会主催
全国ゴルフ大会
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情報の

共有化
◉同窓会会報を
年 4 回発行します

◉同窓会 HP・Facebook にて各種情報を共有しています。
同窓会員からの
写真投稿ギャラリー
写真募集

同窓会
ホームページ

http://www.tdc-alumni.jp

f

Facebook

https://www.facebook.com/TDCalumni

同窓会 Web ページのトップ画面

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。

今まで発行された同窓会会報



◉「同窓会通信掲示板」を設置いたしました！
同窓会では、会員の皆様とのコミュニケーショ
是非、以下へアクセスしていただき、ご活用い
ンを円滑に促進するため「同窓会通信掲示板」 ただければと思います。
を設置することといたしました。
同期会開催について、災害被災状況、研修会
http://tdc-alumni.jp/bbs/
情報などなど・・・
会員の皆様から直接情報を発信していただけ ＊閲覧は会員ページから。ご投稿には、掲示板専用ユーザー登録
をお願いしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
る場所にしたいと考えております。
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同窓会報 2020・10 月号より抜粋

新型コロナウイルス感染症拡大により今年度の「新進
会員のつどい」は同窓会報の紙面を借りての誌上開催と

第8回
新進会員のつどい
実行委員長

深澤

俊也

（平成 28 年卒）

新連載
重点事業への
アプローチ

なりました。例年とは異なる形での委員会の話し合いの
中で「新進会員とは？」「同窓会とは？」について改めて
考える機会を得ました。そこで、皆様に新進会員や同窓
会を知っていただくことで、今後に繋げていきたいと思
い、連載形式で情報の共有を行っていきます。

新 進 会 員 って ?

昨年の新進会員のつどいの様子

2020年度新進会員のつどい
新進会員のつどい担当副会長

2020 年 11 月 21 日 ( 土 ) 第８回新進会員のつ
どいが開催される予定でおりましたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により、6 月 17 日の常任理
事会で中止が決定されました。
今年度、第１回実行委員会では例年と同様につ
どいの開催に向けて多くの企画や提案が出されま
した。ところが第２回委員会の時期には世界が一
変し、つどいの開催ができるか否かの時点になり、
今後の動向は執行部の決定に従うことになりまし

鈴木千枝子

た。緊急事態宣言下、自宅待機や自粛を余儀
なくされる中、中止となったとはいえ、今後の方
針を委員の中で何度も検討しました。その結果、
例年通りの「つどい」とは違った形で開催し、
次に繋げていこう！ということになりました。
今年しかできない「新進会員のつどい・温故
知新」版を同窓会報で開催し、連載の予定で
おりますので、乞うご期待ください。

Q. 新進会員と同窓会員と
何が違うの？

第8回
新進会員のつどい
実行委員

石束

叡

（平成 28 年卒）

A. 東京歯科大学を卒業すると全員が同窓
会員になりますが、卒後５年目までの会
員を新進会員と呼び、若手の会員の支
援を同窓会は行っています。
同窓会員

新進会員

卒 後 ５ 年

大 学 卒 業

大 学 入 学

準会員 A

卒後
50年

正会員

または
80歳

高齢会員

他大学卒業

準会員 B

・母校在学生は「準会員 A」となっています。
東京歯科大学３病院臨床研修医等は準会員 B となっています。
・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）

Q. 新進会員は

いつからできたのでしょう？

A. ２０１３年に若手の会員ネットワークが立ち上がり、
その後、卒後５年目までを新進会員として「新進
会員のつどい」が開催されるようになりました。
新進会員の会費は１万円で卒業時に４年分が前納さ
れています。

同窓会報 2020・10 月号より抜粋

第8回
新進会員のつどい
実行委員

加藤

栄助

（平成 29 年卒）

同窓会報 2020・10 月号より抜粋

Q. どんな支援？

第8回
新進会員のつどい
実行委員

新進会員である
メリットは？

中里

晴香

（平成 29 年卒）

世代・地域を超えた同窓の交流
( 新進会員のつどい、ゴルフ大会の開催 )

A. 世代・地域を超えた
同窓の交流など
以下のような
多くの支援を
行っております。

昨年の新進会員のつどいでは
多くの先生にご参加いただきました

今年はコロナで中止になりましたが、
全国ゴルフ大会も行っています

学術事業

（学術委員会、卒業研修・臨床セミナー・医療教養）
各種セミナーに
安価な受講料で
参加することが可能です

毎週開催・参加無料の勉強会

情報の共有化

同窓会員からの写真投稿
ギャラリー写真募集

同窓会 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。
随時更新・会報2月号に掲載
同窓会
ホームページ
http://www.tdc-alumni.jp

f

Facebook

https://www.facebook.com/TDCalumni

同窓会会報（年 4 回）

メリット！
！
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。

同窓会報 2020・10 月号より抜粋

同窓会報 2020・10 月号より抜粋

Q. 今までの新進会員のつどいは

どのようなことが行われたのですか？

A. 毎年、内外部の先生をお呼びして、各種講演
会や懇親会を行っております。講演会内容は前
年のアンケートなどを参考に行っております。

第8回
新進会員のつどい
実行委員

中谷

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

［講演プログラム］

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

子連れ留学記

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!!

日 時
場 所

大久保 真衣 先生（平成 11 年卒）

参加費
無 料

厚生労働省における歯科技官の仕事について

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

厚生労働省医成局歯科保健課
歯科衛生係長

大平

【講演プログラム】

貴士 先生（平成 22 年卒）

ぼくが歯科医を楽しむようになった話と
若手に伝えたい３つの仮説

『歯科医院開業〜これまでの歩み〜』
石川 一麿

〜歯科医師、研究者そして母として〜

東京歯科大学 口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室
講 師

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

株式会社 Denriche
代表取締役

先生〔平成 10 年卒〕

角

祥太郎 先生（平成 16 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〕

東京歯科大学同窓会では、卒後５年以内の会員を対象と
した「新進会員」制度の発足に伴い、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度も「新進会員の

『エクソソームを用いた診断法の開発に向けて』
吉田 光孝

『基礎疾患あり！注意しよう、薬剤投与！！』
菅原 圭亮

をお待ちしております。

先生〔平成 16 年卒〕

【日時】
2016 年 1 月 31 日（日）
13:00 〜 16:00
（懇親会 16:15 〜 17:30）

〈主 催〉東京歯科大学同窓会
〈企 画〉新進会員のつどい準備会
〈後 援〉東京歯科大学

水道橋校舎 本館

【場所】
東京歯科大学 水道橋校舎
本館 13 階

〈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

水道橋校舎 新館

〈主催〉
東京歯科大学同窓会
東京都千代田区三崎町２９18
〈企画〉
新進会員のつどい実行委員会
〈協力〉
東京歯科大学
〈協賛〉
大丸松坂屋百貨店・大和ハウス工業株式会社

INOUE

YAJIMA

Professor

Professor

SHIBAHARA

新 進会員 の つ どい

第４回

Professor

［SUN］

講演会 12時30分〜
懇親会 16時20分〜

歯周病学

摂食嚥下

参加費
無 料

2016.11.3

TEL 03-5275-1761

11.5

平成29年

歯 科 医 師 に な っ た 君 た ち へ
〜学生時代には伝えられなかったこと〜

参加
無料費

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
今年は３名の先生方にお願いいたしました。懇談会では、
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

先生〔平成 22 年卒〕

老年補綴

和田 健

先生

鈴 木 瑛 一 先生

野 末 真 司 先生

会 場
《講演会》東京歯科大学水道橋校舎
《懇親会》東京歯科大学水道橋校舎

本館１３階
南棟 ２階

12:00〜（懇親会 16:15〜）
【講演会】

東京歯科大学 水道橋校舎 本館 13 階
東京歯科大学 水道橋校舎 南棟 ２ 階

小児歯科

Professor

ABE

SUEISHI

〈主催〉東京歯科大学同窓会 東京都千代田区三崎町２−９−18
TEL 03-5275-1761
〈企画〉新進会員のつどい実行委員会
〈協力〉東京歯科大学

Professor

【懇親会】

荒 井 亮 先生

東京歯科大学同窓会

第５回 新進会員のつどい

疑
あなただけじゃないですよ！」

「その

脩子

（平成 30 年卒）

問、

参加費無料

〈主催〉東京歯科大学同窓会 東京都千代田区三崎町２−９−18
〈企画〉新進会員のつどい実行委員会〈協力〉東京歯科大学

TEL 03-5275-1761

第6回 新進会員のつどい

2018年11月3日

「訪問診療へ第一歩をふみだす勇気」
訪問：大 川 延 也 先生

東京歯科大学同窓会 第７回 新進会員のつどい

（昭和 52 年卒・北多摩支部）

「先輩から学ぶ歯科医師人生の道しるべ」

「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）

（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

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

〜私の26年間の歯科医師人生から伝えたいこと〜
講演1：木 津 康 博 先生
（平成5年卒業
（1993年）
・横浜中央支部）
〜不安との闘いが行動への原動力〜
講演2：二階堂 雅彦 先生
（昭和56年卒業
（1981年）
・日本橋支部）

令和元年 11.4
［月・休］参加費無料 講演会 12時30分〜 懇親会 16時30分〜
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
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

第7回 新進会員のつどい

〈〈全体の感想〉〉

面白かった、わかりやすかった。（多数）
普段自分がやっていない分野を聞けたのでとても勉強になった。
● 若手向けでわかりやすかった。
● 現役でご活躍されている先生方の貴重な卒後から現在に至る
経緯など、進路に悩んでいる自分にとって大変有意義な内容の
お話を聞くことができた。
● 開業医に勤めると大学とのつながりが減ってしまうので、
このように近い世代が集まり話をする機会はとってもありがたい。
●
●
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プローチ

ア
重点事業への

新進会員のつどいについては、前回10月号の会報
で詳しく書いてありますので是非ご覧になってくださ
い。今回はその新進会員の後に所属する同窓会の仕
組みについて詳しく迫っていきたいと思います。特
に 新 進 会 員 からの 質 問や 意 見を同 窓 会 の 役 員に
Q&Aで答えてもらいましょう。

同窓会って
何をしているの？

初代会頭 高山紀斉先生

Q 同窓会って何をしているの？
Q 同窓会ってどうやって入る？
Q 同窓会のメリットは？
会費は？
Q 同窓会との連絡手段

第8回
新進会員のつどい
実行委員

中村

咲帆

（平成 30年卒）

第2代会頭 血脇守之助先生

機関誌と歯科学報

私たちの同窓会は、1895 年（明治 28 年）6 月「高山歯科医学院院友会」という名称で
設立しました。単に同窓生が集まり親睦を深めるだけでなく、研究機関としての役割を期待
し発行された機関誌は、現在の「歯科学報」に継承されています。
専門学校時代経て、戦争を乗り越え 1946 年（昭和 21 年）11 月現在の東京歯科大学同窓
会になりました。
同窓会の事務局は水道橋校舎南棟にあり、会員の先生方や支部の
現情報の整理、各種会議の準備など様々な事務処理を行っています。
近年の大きな災害に対して、被災地へ支援金をお送りしたり、今年
度は、新型コロナウイルス感染症対策の情報提供や「特別支部助成金」
という形で 各支 部 へ 会 費 の 15％ を 支 給、準 会 員へも 同 様 に 助 成
（200 万円）をおこないました。
また、同窓会には 7 つの委員会があり、担当役員と委員が事業を
（同窓会報の作製、学術セミナー、多方面で活躍する
現会長（第18代） 行っています。
人材育成、ゴルフ大会等々）
澁谷國男先生

同窓会って
どうやって入る？

第8回
新進会員のつどい
実行委員

小林

嵩史

（平成 31年卒）

本学を卒業すると自動的に同窓会に入会します。入会手続き不要。
退会規定はありませんから、生涯同窓会会員です。

同窓会の
会費は？

第8回
新進会員のつどい
実行委員

塩谷

麻衣

（平成 31年卒）

年会費
・準会員

大学入学後在学中・・・・・・・・・・・・・会費無料

・正会員

卒後5年目までは新進会員 ・・・・・・・10,000円

卒後６年目〜10年目の若手の会員・・・・・・・・10,000円
卒後11年目〜50年目の会員・・・・・・・・・・・・20,000円
卒後51年目以降は会費免除（会費0円）
会費は各種事業を行うための事業費、同窓会会員への支援、
大学への支援、事務局の維持費などに使われています。
詳しくは、同窓会報12月号令和2年評議会報告をご参照くだ
さい。
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メリット？

第8回
新進会員のつどい
実行委員

島上

孟秀

（令和 2 年卒）

学ぶ

歯科医師としての技術のスキルアップ・知識の
習得、また、教養を深めるセミナーが開催されて
います。若手の先生向けの基本的な実習付きセ
ミナー（ Tec 作成など）や症例検討会から最新
のテクニックを学ぶセミナーまで同窓の先輩方
が優しく丁寧に指導してくださいます。開業医な
らではの臨床テクニックも学べますよ。

交流

その 他、新 進 会員のつどいやゴ
ルフ 大 会 で は 、同 期 だ け で な
く、先 輩 後 輩との 再 会 も あり、
楽しい時間になると思います。

組織力
さらに、同 窓 会 の力 は個々のメリット
だけを追い求めるのではなく、歯 科医療
に 誇りと夢 を もつため の 歯 科 界 全 体 の
組織力の強化に繋がります。
教 養 の あ る歯 科 医 師となり社 会 に 貢
献し、母校を支えていきましょう。
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同窓会との連絡手段？
第8回
新進会員のつどい
実行委員

原田

怜音

（令和 2 年卒）

全国の同窓会の拠点である水道橋校舎南棟の事務局では、先生方が居住地
を変 更された場合や勤務 先を変 更された場合、開業された場合などご連 絡を
いただき、会員情報を更新しています。
その他、全国各地での同窓会・同期会開催、学術セミナー、慶弔事項などの
ご相談ご連絡を受けていますので、お気軽にご連絡ください。

同窓会事務局 ☎03‑6261‑6631 電話応対時間 平日 9時30分〜17時30分
（10月25日現在は、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、
業務時間を短縮していますのでご了承ください。）
http://tdc-alumni.jp/members/junkaiin̲shinshinkaiin/

ＨＰにメールボックスを設けていますので、
学術セミナーへの参加申し込み、会 報 へ
の 投 稿 な ど に ご 活 用 く だ さ い 。また、
Facebookでは最 新 の 情 報を 配 信 する
他、様々な情 報 発 信の場としてもご活用
いただけますので、是非ご覧ください。

今 年 度 新 進 会員のつどいは 新
たな 試 み として、以 前 皆 様 の ご
協力により集まったメールアドレ
スをもとにメーリングリストを作
成し 、様 々 な 情 報 共 有 に 活 かし
ていきたいと考えております。

ーチ

重点事業へのアプロ

ート結果

いアンケ
ど
つ
の
員
会
進
新
回
第８
新進会員は卒後5年目までの組織で、 例年

なされてきたのかも不明でした。新進会員から、

「新進会員のつどい」として講演会等様々な企

「そもそも同窓会が何をしているのかよくわか

画を行っていました。

らない」という声も少なからず聞いていました。

今年度はコロナの影響で会自体が行われませ

そこで今年度は、今後の同窓会事業のために

んでしたが、例年の参加人数は40人弱で、その

何か役に立つことはできないかと考え、新進会

際のアンケートも回答数が少なく、今までほと

員のつどい、同窓会について周知し、今後の事

んど反映されてきませんでした。また、同窓会か

業に役立てることを目的とし、アンケートを取り

らは「会費が集まらない」
「若手が支部に入らな

ました。

い」などの意見がでていましたが、どんな対策が

2020年度

委員長

深澤 俊也（平成28年卒）

方法
卒後5年目までの新進会員の
メールアドレスを収集。
メーリングリストを作成し、
新進会のつどいや同窓会に
ついてのアンケートを実施。

Q.１
卒業年

2016 121期
26.1％

2019 124期
2018 123期

2017 122期
12.8％

2017 122期
2016 121期

2018 123期
13.3％

開業医
11.1％
水道橋
43.3％

水道橋
千葉
市川

勤務医
23.9％
千葉
10.0％

2020 125期

2019 124期
28.3％

会議に持ち込み、
意見交換と
今後の反映へつなぐ。

Q.2
所属

2020 125期
19.4％

市川
3.3％

勤務医
開業医

その他
総合病院口腔外科
新潟大学医歯学総合研究科
鹿児島大学
慶應義塾大学病院
九州大学高齢者歯科・全身管理歯科
大阪大学歯学部研究科
日本歯科大学
現在休職中 2名
予備校生

Q.3 新
 進会員のつどい・同窓会について
知っていますか？
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知ってる
33.9％

全く知らない
8.9％

あまり知らない
23.3％

知ってる
少し知ってる
あまり知らない
全く知らない

少し知ってる
33.9％
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Q.4 新
 進会員のつどい・同窓会について情報を
得ているツールは？
知ったきっかけは？ 友人
Facebook

70（38.9％）

7（3.9％）

LINE

50（27.8％）

卒業式（オリエンテーション）

54（30.0％）

同窓会報

35（19.4％）

同窓会 HP

7（3.9％）

知らない

17（9.4％）

先輩

2（1.1％）

メール

1（0.6％）

委員

1（0.6％）

神奈川県人会

1（0.6％）

石束叡

1（0.6％）

0
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Q.5 同
 窓会関連で以下の中で見たことがあるも
のはありますか？
18（10.0％）

Facebook

88（48.9％）

同窓会報

25（13.9％）

同窓会 HP

ない

79（43.9％）

0

20

40

60

80

100

Q.6 今
 まで新進会員のつどいに参加
したことはありますか？

ある
ある

ない

22.8％

ない

77.2％

Q.7 新
 進会員のつどいはどんな企画があれ
ばいいと思いますか？
日帰り旅行

14（7.8％）

演劇などの鑑賞

13（7.2％）

ハンズオンセミナー

118（65.6％）

講演会

116（64.4％）

歯科関係なく
知名度の高い人を呼ぶ

1（0.6％）

なし

1（0.6％）

何もしない

1（0.6％）

同窓会費の透明化を
目的とした会議

1（0.6％）

飲み会

1（0.6％）

よくわからない

1（0.6％）
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120

Q.8 同
 窓会の卒後研修・
ＴＤＣアカデミアセミナーに
参加していますか？

はい
はい

18.9％
いいえ

いいえ

81.1％

Q.9 セ
 ミナーなどに参加する際、 都合が
よい曜日はいつですか？
月曜日

13（7.2％）

火曜日

15（8.3％）

水曜日

16（8.9％）

木曜日

21（11.7％）

金曜日

15（8.3％）

土曜日

81（45.0％）

日曜日

118（65.6％）

祝日

79（43.9％）

0

20

40

60

80

100

120

Q.10 同
 窓会で行われている事業について、詳しく
知りたいものは何ですか？
各種講演会について

136（75.6％）

行事について

58（32.2％）

会員について

44（24.4％）

興味ない

22（12.2％）

同期の慶事弔事

1（0.6％）

0

30

60

90

120

Q.11 同
 窓会の事業で今後参加される意向
はありますか？
はい
はい

いいえ

27.8％

考慮中
いいえ
7.8％

考慮中

64.4％
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Q.12 同
 窓会主催の行事でどんなものに参加したいですか？
77（42.8％）

新進会員のつどい（講演会・懇親会）

108（60.0％）

ハンズオンセミナー

87（48.3％）

学術セミナー
9（5.0％）

ゴルフ大会

77（42.8％）

学年での同窓会
なし

1（0.6％）

歯科開業、経営のノウハウ

1（0.6％）

旅行やゴルフ大会などの資金の
無駄使いがないようなもの

1（0.6％）
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Q.13 もし講演会があるなら呼びたい先生はいますか？
特になし
わかりません
保存科
補綴科
矯正科
口腔外科
小児歯科
インプラント科
ペインクリニック
麻酔科
摂食嚥下
薬理
病理
解剖

竹居孝二
高添一郎
奥田克爾
真木吉信
吉田教明

研究

臨床
月星光博
福西一浩
山崎長郎
小宮山弥太郎
松丸悠一
花田真也
押見一
寺西邦彦
竹元京人
宮崎真至

歯内療法
歯周病

人数
36
6
8
13
12
20
6
15
3
6
1
1
1
3
1
1

名

古澤成博
上田貴之
柴原孝彦、片倉朗、菅原圭亮

笠原正貴
井上孝
阿部伸一

その他
島村大
国際医療福祉大学 三田病院 矢郷香
留学、海外経験のある方
東歯の現教員（主任、副主任だった先生）
主任、副主任だった先生
異職種の先生
感染対策の最前線でご活躍された専門家の先生
業者の人（開業セミナー）
GCや森田などで講演やってる先生
有名な勉強会の先生
材料学の先生
医科や医科に精通している先生（糖尿病や血液内科など）
技官の先生のお話
開業医、開業経験のある先生（仕方、特に若い先生）
2種類以上の専門医を持っているドクター
行政分野に携わる歯科医師

Q.14 学
 年での同窓会（集まり）が
あったら参加したいですか？
参加したくない
8.9％

参加したい
日によっては参加したい

参加したい
30.6％

参加したくない

日によっては参加したい
60.6％

Q.15 同窓会の行事を行う場合、どういったことを期待しますか？
就職情報

7

先輩後輩、同級生との交流

21

診療に役立つ知識・技術

30

進路相談

2

歯科開業医、経営について

3

新しい製品の使い方

1

パーティー

1

オンラインセミナーの開催
トラブル時の対応法に
ついての講演会

1
1

0

Q.16 同
 窓会費は
卒後4 年間分は
卒業時に
支払っているのを
知って
いますか？

5

機会があれば
参加したい
20.6％

参加の仕方が
わからない
17.8％

15

20

30

知らない
知ってる
42.8％

知らない
57.2％

Q.18 今
 後同窓会との連絡に
利用したいツールは？
Instagram 0.0％

是非参加したい

ハガキ2.2％
Facebook3.3％

機会があれば参加したい
LINE
28.9％

参加したくない
参加したくない
56.7％

25

知ってる

Q.17 同
 窓会の委員会に役
員・協力委員として参
加したいですか？
是非参加したい
4.9％

10

参加の仕方がわからない

メーリングリスト
65.6％

メーリングリスト
LINE
Facebook
ハガキ
Instagram
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・アンケートの有効性

メールアドレス527人分、その中でアンケートに返答したのは180人。1学年130～150人位なので大多数のメー
ルアドレスを収集でききた。アンケート回答数は少なかったが、様々な意見が集まったので、これらを用いて今後
のために反映していく。

・同窓会と新進会員との連絡ツールについて
～メーリングリストの有効性～

約半数が同窓会報を見たことがあると回答しているが、もう半数は同窓会関連のものを何も見たことが無いと答
えている。さらに同窓会費の支払について知らない人が過半数を占めていることから、ほとんどの人が同窓会につ
いて正確に認知されていないことがわかる。

同窓会本部は、会費が集まらない、若手が支部に入らないことを同窓会離れとして問題視しているが、どんな対
策がなされているのか不明であった。 私たちは新進会員のつどいを行う以前に、同窓会について正確に知っても
らう必要があるのではないか。 そのためには、今までの連絡方法に加え、６割以上の人が今後の連絡ツールとし
て利用したいと答えているメーリングリストが有効であると考える。具体的には会報、支部への入会方法や会費
の払い方などもメーリングリストでデータとして送ることができるのではないか。

・新進会員のつどい実行委員について

過去には任期途中で辞めていている委員もいるので、委員採用は本人の意志を尊重し、慎重に決めるべきだ。

・新進会員のつどいについて

セミナーなどに参加する際、都合がよい曜日は多い順に日曜、土曜、祝日であり、希望の企画ではハンズオンセ
ミナーと講演会がほとんどを占めた。今まで「新進会員のつどい」は祝日に開催されていたが、今年度発案して
いた診療のある土曜午後に開催すれば参加人数が増えると期待できる。内容としては今まで通りの講演会と、参
加費があったとしてもハンズオンセミナーも可能であると考える。講演会については呼びたい演者の名前が多数
上がっているのでそこから選ぶことができる。

まとめ

今回のアンケートとメーリングリストは、今まで具体
的には解決してこなかった問題の解決案に役立つとと
もに、今後の「新進会員のつどい」にも有益である。

ご協力ありがとうございました
10月号にもお知らせしたとおり、今年度新進会員のつどいは新たな試
みとして新進会員のメーリングリストを作成しました。最初の運用として、
様々なアンケートを取らせていただきました。御返答いただけた先生方はあ
りがとうございました。この結果を参考に今後のこの会がより良いものとな
るようにしていければと考えております。

第９回 新進会員のつどい
実行委員長 加藤 栄助
（平成29年卒）

第９回 新進会員のつどい
副委員長 中里 春香
（平成29年卒）

来年度の新進会員のつどい実行委員長を務めます、
加藤栄助と副委員長の中里春香と申します。
新進会員のつどいは卒後5年目までの若手が主体

となり行なっている同窓会事業で、来年度で9回目の
開催となります。若い先生方にもっと同窓会について
知ってもらい、会を通じて親交を深めてもらえればと
の思いで開催しております。今年度の新進会員のつ
どいは、新型コロナウイルス感染症が拡大している
状況を鑑み、同窓会報の誌上での開催となりました。
2020年12月現在もコロナウイルス感染の終息の目
処が立っておらず、来年度の開催形式もその時の状
況次第になってしまうかと思います。しかし、その時
の状況下でより良い形で開催できればと考えていま
すので、実行委員一同一丸となって頑張ってまいりま
す。また、なるべく皆様の意見を取り入れて会を作り
上げていきたいと思いますので、若手の先生方のご
意見、ご要望お待ちしております。

同窓会の
本部・支部の活動
クラス会

開催

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。
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若手

支援

若手

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

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。

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）

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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学術事業よ

〜はじめに〜

卒業生の皆様、 おめでとうございます。
同窓会事業推進部、学術委員会委員長の山本雅通です。

学術委員会 委員長

卒業後は、 今まで以上に様々な知識や技術を習得しなが

山 本 雅 通

ら、 皆様がそれぞれが描いている理想の歯科医師像の実現

〜生涯研修のはじまり〜

り

既に理想の歯科医師像が描けている人、 まだ雲を掴む

ように現実味のない人など様々なことと思います。 これから
先、 たくさんの先輩歯科医師や、 ともに学んでいく仲間の
存在、 いろいろな患者さんとの出会いなどを通じて、 迷いな
がらもより鮮明にそれぞれの目指す歯科医師像の実現に向け
て努力していくことでしょう。
そしてその努力には 「ここまでやればいい」 というような明

に向かって一歩一歩あゆんでいくものと思います。

いでしょうか。 その一生涯にわたる学びを 「生涯研修」 と
呼んでおります。
これからはじまる皆様の 「生涯研修」 に、 我々学術委
員会は少しでもお役に立ちたいと心から思っております。
ここでは我々学術委員会がどのようなものかを紹介しま
す。気軽にセミナーや勉強会に参加していただき共に学び、
共に生涯研修を実現させていきましょう！

確なゴールはなく一生涯にわたり学び成長していくものではな

〜学術委員会の取り組み 「TDC アカデミア」 とは〜
生涯研修の一環として「TDC アカデミア」を開催しており

ます。
「TDC アカデミア」 とは歯科医師が歯科医療をおこなう

上で社会的 ・ 臨床的にバランスのとれた歯科医療人を育成

することを目的として、『臨床セミナー』『卒後研修』『医
療教養』 という3 つの柱から構成しております。

〜3つの柱『臨床セミナー』
『卒後研修』『医療教養』の紹介〜
『臨床セミナー』 とは講演型 ・ 実習型で構成されている

セミナーのことで歯科医師として必要な知識 ・ 技術の習得を
目指しています。

社会性を身につけ人間的に優れた良識豊かな歯科医師を要
請する場と位置付けています。
つまり「TDC アカデミア」 では 『臨床セミナー』 で個々

『卒後研修』 とは症例検討型の勉強会とも言い換えるこ

の知識や技術を習得し、『卒後研修』 でどのような患者に

とができます。 自ら発表すること、 症例を疑似体験すること

どのように活かしていくかを疑似体験することで臨床家として

で臨床家としての気付きや引き出しを増やしていくことが目的

の引き出しを増やし、『医療教養』 において歯科医療の社

です。

会的意義と方向性を追求して参りたいと思っております。

『医療教養』 ここでは 「歯科医師たるまえに人間たれ」

〜コロナ禍における 「TDC アカデミア」 〜
昨年は企画した全ての 『臨床セミナー』『医療教養』

は残念ながら中止となりました。 今年も様々なセミナーを企画

『卒後研修』 に関しては、 他の大学同窓会に先がけ、

し、 開催に向けて委員一同全力で準備しております。 今年

いち早くWeb による勉強会を開催しており、 今年も毎月第４

のセミナーは新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じ昨年

木曜日に継続してまいります。 ご興味ある方は同窓会事務局

のように中止するのではなく、 Web セミナーへ移行し開催でき

までお気軽にお問い合わせください。

るように企画検討しております。
最新情報は同窓会のホームページに随時更新されておりま
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すので同窓会ホームページをご参照ください。

皆様とお会いし、 ともに学べる日を心より楽しみにしており
ます。

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？

学術事業

医療教養
歯科医学的課題

「診療ガイドラインを歯科診療にどのように活用するのか」
～エビデンスと個の多様性～

近年、歯科医療においても、エビデンスが重視されるようになり、
多くの専門学会等において診療ガイドラインが作成されています。そし
て、診療ガイドラインは、臨床決断だけでなく、歯科医の法的責任や
裁量権とも無関係ではありません。
一方で、生体には多様性があるだけでなく、個々の患者のナラティブ
（物語）は臨床決断において極めて重要であることはいうまでもありま
せん。そのため、歯科医師は日常の歯科診療において診療ガイドライ
ンを熟知し、これらの知見に沿った診療を実施する責務があるととも
に、個の多様性に最大限に配慮した歯科医療が求められます。
そこで本年度のフォーラムでは、これまで公表されている診療ガイド
ラインについて理解を深めるとともに、その運用とナラティブとの融合
と調和について参加者の皆さんとともに考えるフォーラムです。
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学術事業

臨床セミナー
歯科医学的課題

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

《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。
本年度は、口腔粘膜疾患セミナー、歯科に特化した救急医療、訪
問診療セミナー、最先端口腔内スキャナーセミナー、インスツルメ
ント選択と最良の歯周基本治療、毎年好評の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。
※新型ウイルス感染拡大状況によって Web での開催となる場合があります。
詳細は同窓会ホームページをご参照ください。

▶ 口腔外科セミナー

▶ 訪問診療セミナー

▶ 口腔内スキャナーセミナー

▶ 若手支援ベーシックハンズオンセミナー

▶ ペリオ実習セミナー

▶ 救急医療教育セミナー
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5 月 23 日（日）9：00 ～ 16：30 水道橋校舎新館 11F
「口腔粘膜疾患を見逃さない！」〜口腔粘膜の病変を鑑別できる目を養おう〜
講師：片倉
朗（東京歯科大学口腔病態外科学講座）
高野 正行（東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）
野村 武史（東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座）
6 月 13 日（日）10：00 〜 16：00 水道橋校舎新館 11F
「訪問診療に必要な義歯治療の勘所！」〜訪問診療に対応できる義歯治療の知識とその実践〜
講師：田中 五郎（神奈川県開業）
綱川 周平（茨城県勤務）
7 月１1 日（日）9：00 ～ 16：30 水道橋校舎新館 11F
「印象採得、デジタルの時代へ」〜１人１台で口腔内スキャンの勘所、体感してください！〜
講師：北原 信也（東京都開業）
９月 5 日（日） ９：00 ～ 16：00 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、ペリオ、口腔外科編〜
講師：学術委員（東京歯科大学同窓会）
10 月 3 日（日）９：30 〜 16：30 水道橋校舎新館 11F
「今こそ学ぼうスタンダードペリオ」〜歯周基本治療からフラップ手術、再生療法を見すえて〜
講師：齋藤
淳（東京歯科大学歯周病学講座）
今村健太郎（東京歯科大学歯周病学講座）
片山 明彦（東京都開業）
9 月 12 日（日）10：00 ～ 16：00 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」
〜高性能シミュレータ SimMan™ を使用した救急トレーニング〜
講師：鈴木
昌（東京歯科大学 市川総合病院救急科）
松浦 信幸（東京歯科大学オーラルメディシン・病院士化学講座）
小鹿恭太郎（東京歯科大学麻酔学講座）

TDC アカデミア卒後研修会 Web 勉強会に参加して

ベーシックセミナーを受講して
周りが大学病院の研修や、大手開業医での研修を選

昨今のコロナウイルスによって世界は様変わりして我々

択する中、母校の市川総合病院で口腔外科研修プログラ

歯科臨床にも多大な影響が及んでおります。加えて、我々

ムを選択した自分には不安もあった。GP としてのレール

に必要な研鑽にも強く不自由な影響を及ばしています。

を外れるような気がして、果たして戻ってこられるのか、

日常の臨床のため日々の研鑽は必要かつ必須のことです

今一番自分がやりたいと思っている一般歯科診療を後

が、学会も、有料研修会も軒並み中止や延期さらには

回しにして、自分は将来ちゃんと開業医になれるのか、

移動制限により不要不急の県外への移動制限などあらゆ

最終的に歯科治療が自分にも出来るようになるのか。

る制約が課せられています。それに対応すべく多くの研修

地に足が付かないような気持ちのまま研修を受けている

会はリモートへと移行してきました。
しかしながらインター

中で出会ったのが、本セミナーだった。項目は抜歯、

ネット、パソコンに馴染みのない方には自分も含めなかな

MTM、TEK 作成、局部床義歯設計。一回の体験でそ

か高い壁と感じられると思います。自身は島根県の片田

の技術を習得し尽くしたとは言えないけれど、学生時代

舎で、東京までは大変距離がありますし、コロナ禍でな

に判子のために意味も分からず手を動かしていたときとは

かなか移動も考えにくくその為情報が遅れていく不安を感

違った手応えがあった。自分が、自分の仕事のために勉

じていました。

強するのだという、学生マインドから歯科医師マインドへ

その様な中、東京歯科大学同窓会卒後研修会をコロ

の切り替えのきっかけであり、テスト勉強から現場の勉強

ナで集まれないため Web（Zoom）にて開催していると

へと接続するようなセミナーだと感じた。講師達は自分

伺いました。丁寧なサポートをいただき無事に東京で行

の診療の傍ら、研鑽を積む同窓会の先生達というのも新

われている感覚の勉強会に初めて画面上で参加させてい

鮮だった。学生時代に会う、
親以外の歯科医師といえば、

ただきました。当初は画面上の違和感や音声の聴きにく

大学の先生か、実習で来る非常勤の先生達のような、

さなど多少ありましたが回を重ねるにつれて改善され、

大学に今でも関わっている先生だったからだ。日々自分

こちらもイヤホンの使用などで環境を整え、慣れますと

のクリニックの臨床をこなしながら、自身も勉強し、土日

リアルな勉強会と変わりません。驚きでした。中には電

返上で後進教育に携わる姿に、尊敬と憧れを感じた。そ

車の中から、車の中から参加される先生。また、地方か

れはそのまま、将来自分が地方に帰った後に、そうなっ

ら私島根意外に、他には愛媛、さらにはアメリカボスト

ていたい歯科医師像だったからだ。自分にとってベーシッ

ンから朝出勤前に参加されておられました。幾度か参加

クセミナーとは、歯科的な基礎技術を学ぶ場であると同

を重ね、最も素晴らしい点は自宅から水道橋まで片道約

時に、自分の将来の歯科医師像を考える良ききっかけと

900km ですが、この距離をたった 1 秒で参加できる事

なった。

です！感染のリスクは０です。全国の先生方には大変利



松浦 信孝

便性の高い水道橋の勉強会に診療後に参加できます。
ネット環境があればいつでも好きな場所で手軽に参加
ができます。年齢も卒業間近から大先輩まで多様な年代
の先生が参加されておられますし、中には普段お話しで

参加者

からの

声
Voice

きないような書籍の著名な先生まで参加しておられ、大
変貴重な会と感じました。しかも無料です。メールアドレ
スの登録のみです。加えて会の方針としても同窓に限らな
いので他大学出身の先生方もおられますので、非常に意
見の幅も広く勉強になりました。明日からの臨床のヒント
を多く得られます。本来は勉強会の後の懇親会で更に実
際に即したもっと詳しい内容が最もの勉強になるのです
が、後会がない分本来の時間の中で深くお話しいただけ
ます。普段は少ない質疑応答も、時間の限られた Web
ではかなり具体的に多くの質問が出ます。これが１番の
勉強になります。自分では思いつかなかった他の先生方
からの質問です。Web の勉強会はむしろリアルよりも濃
厚で有意義な時間でした。
まとめますと、地方から日常診療後に 1 秒で参加でき、
リアルよりも濃厚な中身の勉強会に簡単に参加でき、明
日からの臨床のヒントが得られる大変貴重な勉強会であ
ることを報告いたします。


竹田 岳史
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同窓会の

活動

“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。

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。

世代・地域を超えた同窓の交流

学術事業

情報の共有化

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）

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）
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）
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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

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

（渉外委員会）

同窓会の

組織
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

（一般）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
			
若手の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
		 【広
報 部】 広報委員会（会報・ＨＰ・ネットワーク）
		 【事 業 推 進 部】 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】

③
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

地域支部連合会
北海道地域支部連合会【10 支部】
東北地域支部連合会【６支部】
関東地域支部連合会【16 支部】
東京地域支部連合会【39 支部】
信越地域支部連合会【５支部】
東海地域支部連合会【４支部】
北陸地域支部連合会【３支部】
近畿地域支部連合会【６支部】
中国地域支部連合会【５支部】
四国地域支部連合会【４支部】
九州地域支部連合会【８支部】
大学
大学支部

		＊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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◎ 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。

【同窓会員のルール】

【入会後の諸手続についてよくあるご質問】

◎ 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。

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。

【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】

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）

◎ 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。

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
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