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挨拶

　東京都同窓会会報52号発刊に当たりご挨拶申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、新たな感染リスクと戦いながらも、日々の臨床また地域歯科保健事業などに活

躍され、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、平素は同窓会活動にご理解御協力を賜り感謝申し上げ

ます。

　令和4年になり、コロナ禍による自粛生活も、丸2年が経過しました。昨年末には、ワクチン接種も進み感染

者も減少し、明るい兆しが見えたのもつかの間、オミクロン株が猛威をふるい、急激な感染拡大により第6波は

未曾有の感染者数を記録し、1月22日に予定していた東京都同窓会学術講演会・新年会も、1週間前に中止を余

儀なくされました。中止決定の3日後には、東京を含む多くの都府県に蔓延防止等重大措置が発令されました。

今後、治療薬も承認され、ワクチンの3回目接種が進むことで、この会報が皆様のお手元に届く頃には感染が終

末に向かっている事を、心より願っています。

　学術講演会・新年会は東京都同窓会の大きな事業の一つですので、開催中止になったことは非常に残念です。

来賓招待者の先生方を含め、参加者を厳選し、会場収容の半分の人数でディスタンスを考えての開催を役員一同

で検討してきました。急な中止決定に、お時間をとって頂いた来賓の方々、準備を進めた役員各位にも、ご迷惑

をお掛けし大変申し訳なく思っています。

　さて、昨年9月には対面で定時総会が行われました。役員改選の議題が上程され、私が会長再任する事をご承

認頂きました。今回で4期7年目となります。役員もほぼ全員再任を了解して頂き、更に新役員も加わり、執行

体制もしっかりしてきました。今年度は外出自粛により、同窓会の会員親睦に関する事業は、ほとんど行われま

せんでしたが、この会報をご覧になれば、理事会はリモートを活用しながら粛々と行われ、対外的な事業にも参

加をしている事は解って頂けると思います。慣例の事業に加え、今期はホームページの刷新も考えていこうと思

います。会報の中でも紹介しておりますので一度ご覧になって下さい。今後も更新して新情報をお伝えしていこ

うと思っています。

　東京都同窓会員の中では、診療以外で活動されている先生も多く、日本歯科医師会を始め、学校歯科、連盟な

どの関連団体、各地区歯科医師会などで役に付かれ活躍されている先生方を誇りに思っています。今号に一覧表

を掲載しました。同窓会としてお手伝いはあまり出来ませんが、今後ともご活躍を期待しています。

　最後にお願いになりますが、コロナ禍、会員が集う機会が減っており、会費の納入が極端に減っています。各

支部での集金が難しい中、個人での振り込みに御協力をよろしくお願い申し上げます。同窓会は存続していかな

ければなりません。活動が継続出来るようご理解ご協力をお願い申し上げ挨拶とさせて頂きます。

� （令和4年2月）

会員の皆様へ

　
会長　澤　　正　宏

挨拶
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役員支部長一覧

　　　　役　職	 氏　名	 卒　期	 地　区	 備　考

会　長� 澤　　　正　宏� 7� 町　田� 本部代議員
副会長（総括）� 志　水　和　弘� 1� 杉　並�
副会長（保険・学術）� 多賀谷　　　守� 7� 小　平� 本部代議員
副会長（渉外・日歯）� 小　玉　　　剛� 8� 東久留米� 本部予備代議員
副会長（広報・会計）� 岩　間　　　渉� 8� 玉　川� 本部予備代議員
副会長（総務・組織・情報）� 橋　本　孝　雄� 9� 江　東� 本部予備代議員
副会長（日学歯）� 澤　田　章　司� 10� 西多摩� 本部予備代議員
専務理事� 羽　田　直　人� 30� 新　宿� 本部代議員
常務理事（渉外）� 三ツ木　　　浩� 15� 杉　並�
常務理事（渉外・都歯）� 片　桐　　　元� 22� 江　東�

常務理事（総務）� 田　中　　　入� 14� 板　橋� 名簿管理委委員
� � � � 本部代議員
常務理事（庶務）� 久保木　由多加� 17� 江　東� 名簿管理委委員
　　理事� 矢　澤　秀　樹� 17� 町　田�
　　理事� 関　　　美　香� 18� 台　東� 名簿管理委委員

常務理事（会計・都学歯）� 西　村　　　健� 19� 小石川� 名簿管理委委員
� � � � 本部予備代議員
常務理事（保険）� 原　田　　　昇� 10� 葛　飾�
　　理事� 古　市　靖　夫� 16� 板　橋�
　　理事� 平　島　智　秀� 25� 新　宿�
常務理事（学術）� 江　野　幸　子� 19� 新　宿�
　　理事� 川　村　朋　子� 11� 立　川�
常務理事（組織）� 中　　　貴　弘� 27� 台　東� 名簿管理委委員
常務理事（情報・福祉）� 中　鉢　　　拓� 43� 新　宿� 名簿管理委委員
　　理事� 五十嵐　　　俊� 44� 世田谷�
常務理事（広報）� 佐　藤　良　彦� 16� 江戸川�
　　理事� 栗　原　信　人� 12� 新　宿�
常務理事（都民会）� 星　野　高　之� 23� 小石川�
　　理事� 伏　島　眞　子� 46� 渋　谷�
常務理事（厚生・都学歯）� 小　森　幸　道� 23� 世田谷�

監　事� 小　林　義　一� 9� 京　橋�
監　事� 粂　川　　　久� 8� 大　森�

顧　問� 笹　川　　　樹� 2� 三　鷹�
顧　問� 澤　　　正　久� 3� 玉　川�
顧　問� 小　山　主　之� 4� 江　東� 本部代議員

特別顧問� 宮　田　　　淳� 　

相談役� 大　谷　修　作� 1� 葛　飾�
　� 小　林　正　幸� 1� 蒲　田�
　� 岩　崎　　　宏� 1� 小金井�
　� 中　山　俊　雄� 2� 江戸川�
　� 島　田　尚　範� 3� 清　瀬�
　� 近　藤　　　浩� 3� 荒　川�

� 令和4年3月1日現在

明海大学歯学部東京都同窓会 役員・代議員

役員支部長一覧



− 5 −

支 部 長 一 覧

令和3年4月現在

支部名 支部長名 卒期

千代田区 依田　和久 12期

麹町

丸の内

お江戸日本橋

中央区京橋 小林　義一 9期

港区芝

港区麻布赤坂 浅野　秀治 2期

文京区 太田　順子 32期

文京区小石川 吉澤　　信 14期

台東区 柴野　義弘 14期

浅草 永石　　仁 16期

本所

向島

足立区 藤田　悌二 10期

江東区 瀧　　正人 14期

葛飾区 大谷　修作 1期

江戸川区 佐藤　良彦 16期

新宿区四谷牛込 磯山　栄次郎 5期

新宿区 蒲原　陽一郎 8期

渋谷区

中野区

杉並区 横川　明弘 7期

品川

荏原

目黒区 清田　俊一 14期

大田区大森 横田　至誠 12期

大田区蒲田 酒井　俊樹 10期

支部名 支部長名 卒期

世田谷区 竹内　正行 4期

玉川 板垣　淳司 20期

豊島区 高　　大松 13期

滝野川 吉野　　晃 22期

北

荒川区 大木　　亮 10期

板橋区 南　　直幸 6期

練馬区 上田　和也 6期

西多摩 百瀬　澄雄 9期

八南 南川　隆基 5期

町田市 矢澤　秀樹 17期

武蔵野市 内海　順一 16期

府中市 磯部　　満 6期

国立市

三鷹市 中澤　　敏 12期

小金井 黒米　哲也 14期

国分寺市 古川　俊彦 15期

東久留米市 田口　耕平 15期

立川市 川村　哲也 12期

小平市 多賀谷　守 7期

東村山市

西東京市 松川　　泉 5期

武蔵村山市 乙幡　和利 7期

昭島市 楠本　貞夫 8期

調布市 大塚　裕純 4期

清瀬市 福田　哲嗣 17期

東大和市

役員支部長一覧
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　明海大学歯学部東京都同窓会の澤正宏会長より理事（保険担当）を拝命されました16

期卒業の古市靖夫です。

　1991年卒業後、口腔外科学第一講座で5年間勉強させて頂いた経験を糧として1996年

12月に地元の板橋区で開業しました。

　開業と同時に歯科医師会に入会させて頂き、微力ながら会務運営係る各種業務に長年に亘り携わってきました。

　この度、明海大学歯学部東京都同窓会および東京都歯科医師会の推薦を得て、令和3年6月より社会保険診療

報酬支払基金東京支部へ社保審査委員（医療担当）として出向することになりました。

　以前に地区歯科医師会で保険委員（整備委員）の経験はありましたが、規模、内容、責務、等が全て異なり圧

倒されてしまいました。

　審査委員の服務規程や個人情報保護法の観点から、審査過程や審査内容等について機密義務があり、具体的な

ことは言えませんが、「保険診療算定ルール」と「臨床歯科診療」の深く幅広い知識が求められる職務内容で、

自らの知識と理解の乏しさを痛感させられました。

　現在は東京医科歯科大学歯学部東京都同窓会グループで保険診療の解釈（疑義解釈）や審査委員（医療担当）と

しての審査に対する見方や考え方を実際の審査を通して上席（先輩）から指導を受けながら日々勉強しています。

　令和4年4月から診療報酬改定が告知されていますが、社保審査委員（医療担当）として規定規約の範囲の中

で、同窓の先生方に少しでも日常歯科診療に役立つ保険診療の考え方を分かりやすくフィードバックできるよう

努めていきたいと思います。

　明海大学歯学部東京都同窓会の先生方、ご無沙汰しております。この度、東京都同窓

会理事を拝命いたしました、25期卒業の平島智秀でございます。

　現在わたくしは、新宿の医院に加え、約一年半前に板橋に分院を開き、地域に寄り添

う歯科を目指し、鋭意励んでおります。また、新宿区歯科医師会においては警察歯科、学校保健医の担当として

地域の皆様のため、自治体の方々と連携を図り地域の歯科環境の課題に取り組む毎日を送っております。

　卒業より早数十年経ちますが、今回このような大役を仰せつかり、同窓会に関わる機会をいただけたことを大

変嬉しく思っております。

　かつて学友と切磋琢磨し、日々勉強に励んだ愛する母校のため、微力ではございますが、明海大学歯学部、な

らびに同窓会の更なる発展に寄与できたら幸いと考えております。精一杯会務に取り組んでまいりますので諸先

生方のご指導を頂戴いたしますよう、よろしくお願い申し上げます。

　
理事（保険担当）　古　市　靖　夫

　
理事（保険担当）　平　島　智　秀

就任挨拶

就任挨拶

新理事紹介

新理事紹介
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　この度、令和3年度から明海大学歯学部東京都同窓会理事に拝命いたしました、五十

嵐俊と申します。私は44期の卒業で出身地は世田谷区で、現在はPDI浦安診療所にて研

修医として勤めております。

　私の理事者としての抱負は、年齢、学年の壁を超えてコミュニケーションをとり、様々な人との繋がりを作っ

ていけるようにすることです。また、歯科医師として色々と学ばなければならないことや人として学ばなければ

ならないことを、諸先輩方からたくさん勉強させて頂こうと思っております。

　昨年の就任以降、諸先輩方のご指導のもと会務に勤めて参りましたが、至らぬ点が多かったかと思います。今

後はその経験を活かして微力ではございますが東京都同窓会の発展に力を尽くして参りたいと思っておりますの

で、今後とも引き続きご指導ご厚情を賜りますようお願い致します。

　この度、明海大学歯学部東京都同窓会　渉外部に就任しました　片桐　元　です。

　東京都歯科医師会では高齢者保健常任委員に就任しました。

　日本における65歳以上の高齢者は3617万人、総人口に占める割合は28.7％（2020年）

となっており過去最高の更新が続いています。

　私たち歯科医師も日ごろの診療で、高齢者の患者さんを診察する機会も多くなっていると実感されている先生

方も多いのではないでしょうか。

　歯科疾患に罹患され、来院されている高齢者の患者さんのほとんどが、他の病気に罹患されていると思います。

　その為、歯科医師も歯科医疾患だけでなく全身疾患などにも目を向け、患者さんを理解しなければなりません。

　高齢者で病気を患っている方でも住み慣れた地域で暮らし続けることへの手助けが私たち歯科医師にもできる

と思います。

　私も東京都歯科医師会　高齢者保健常任委員を通して明海大学を卒業された先生方の診療に役立つ事を学び共

有していきたいです。

　
理事（情報・福祉担当）　五十嵐　　　俊

　
理事（渉外部）　片　桐　　　元

情報・福祉担当理事就任について

就任挨拶

新理事紹介
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　　組　織	 役　職	 氏　名	 地　区	 卒期

日本歯科医師会� 常務理事� 小　玉　　　剛� 東久留米� 8

� 委員（スポーツ歯科）� 澤　田　章　司� 西多摩� 10

東京都歯科医師会� 参事（地区会長）� 金　森　　　泰� 府中� 8

　� 参事（地区会長）� 橋　本　孝　雄� 江東� 9

� 参事（地区会長）� 中　澤　　　敏� 三鷹� 12

　� 参事（地区会長）� 依　田　和　久� 千代田� 12

　� 代議員� 髙　田　和　雄� 板橋� 1

　� 代議員� 島　貫　　　博� 玉川� 7

� 代議員� 横　川　明　弘� 杉並� 7

� 代議員� 金　森　　　泰� 府中� 8

　� 代議員� 橋　本　孝　雄� 江東� 9

� 代議員� 阿　部　幸　浩� 国分寺� 11

� 代議員� 依　田　和　久� 千代田� 12

� 代議員� 古　川　俊　彦� 国分寺� 15

� 補欠代議員� 山　本　修　己� 北� 4

� 補欠代議員� 栗　原　信　人� 新宿� 12

� 補欠代議員� 黒　米　哲　也� 小金井� 14

� 補欠代議員� 齋　藤　　　整� 四谷牛込� 14

� 補欠代議員� 水　野　　　薫� 立川� 17

� 補欠代議員� 保　母　　　愛� 玉川� 18

　� 委員（組織力）� 多賀谷　　　守� 小平� 7

　� 委員（議運）� 橋　本　孝　雄� 江東� 9

　� 委員（高齢者）� 片　桐　　　元� 江東� 22

東京都歯科医師連盟� 常任理事（財務）� 横　川　明　弘� 杉並� 7

　� 理事（組織）� 小　山　主　之� 江東� 4

� 理事（選渉）� 須　田　友　明� 板橋� 10

� 理事（選渉）� 平　木　一　広� 足立� 10

� 代表者（地区会長）� 横　川　明　弘� 杉並� 7

� 令和3年7月現在

日歯・都歯・連盟関係

各団体役員一覧

各団体役員一覧
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各団体役員一覧

　　 組　織	 役　職	 氏　名	 地　区	 卒期

日本学校歯科医会� 常務理事� 澤　田　章　司� 西多摩� 10

　� 代議員� 小　森　幸　道� 世田谷� 23

� 予備代議員� 澤　　　正　宏� 町田� 7

東京都学校歯科医会� 副会長� 澤　田　章　司� 西多摩� 10

　� 理事� 西　村　　　健� 小石川� 19

　� 理事� 小　森　幸　道� 世田谷� 23

� 参事（地区会長）� 中　田　裕　康� 蒲田� 5

　� 参事（地区会長）� 金　丸　充　徳� 江戸川� 7

　� 参事（地区会長）� 島　貫　　　博� 玉川� 7

　� 参事（地区会長）� 秋　山　欣　也� 台東区下谷� 9

　� 委員（予決）� 澤　　　正　宏� 町田� 7

� 代議員� 金　丸　充　徳� 江戸川� 7

� 代議員� 澤　　　正　宏� 町田� 7

� 代議員� 久保木　由多加� 江東� 17

� 代議員� 保　母　　　愛� 玉川� 18

　� 代議員� 藤　井　　　薫� 西東京� 22

　� 　� 　� 　� 　

東京都支払基金� 審査員� 三ツ木　　　浩� 杉並� 15

� 審査員� 古　市　靖　夫� 板橋� 16

� 令和3年7月現在

日学歯・都学歯・保険関係
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明海大学歯学部東京都同窓会会則

第1条　【名称】
　　　　�本会は明海大学歯学部東京都同窓会とい

う。
　
第2条　【目的】
　　　　�本会は明海大学歯学部同窓会の目的に沿

い、併せて会員相互の親睦、福祉の増進、
権利の保護並びに歯学の研修に努める。

　
第3条　【事業】
　　　　�本会は前条の目的達成のため必要な事業

を行う。
　
第4条　【事務局】
　　　　�事務局を本会の指定する場所に置く。
　
第5条　【会員】
　　　　�会員は明海大学歯学部同窓会員で、東京

都内に居住または診療（勤務）の場を有
する者とする。

　
第6条　【会員の種別】
　　　　�会員は第Ⅰ種会員と第Ⅱ種会員の2種と

する。
　　　　1）�第Ⅰ種会員は、原則として診療所等

を開設している者
　　　　2）�第Ⅱ種会員は、第Ⅰ種会員以外の者
　
第7条　【名誉会員・特別会員】
　　　　�本会に名誉会員並びに特別会員を置くこ

とができる。
　
第8条　【会費】
　　　　�会員は本会所定の会費を負担する義務を

負う。会費の額並びに納入方法は別途定
める。

　

第9条　【役員】
　　　　�本会に次の役員を置く。
　　　　�1）会長1名
　　　　�2）副会長若干名
　　　　�3）専務理事1名
　　　�　4）理事若干名
　　　　　（常務理事を置くことができる）
　　　　�5）監事2名
　
第10条　【役員の選任】
　　　　�1）�会長及び監事は総会において会員の

中から選出する。
　　　　�2）�その他の役員は会員の中から会長が

委嘱する。
　
第11条　【役員の職務】
　　　　�会長は本会を代表し、会務を統轄する。

副会長は会長を補佐し、専務理事は会務
を掌握し、理事は会務を分掌する。

　　　　�監事は、本会の会務並びに会計を監査す
る。

　
第12条　【役員の任期】
　　　　�1）�役員の任期は、選任後2年とする。

ただし、再任を妨げない。
　　　　�2）�役員の任期が終了の後でも、後任者

が就任するまではその職務を遂行す
る。

　
第13条　【役員の補充】
　　　　�役員に欠員が生じたときは、第10条によ

り補充し、その任期は前任者の残任期間
とする。

　
第14条　【名誉顧問・顧問・相談役】
　　　　�本会に名誉顧問並びに顧問・相談役を置

くことができる。
　

会則
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会則

第15条　【代議員並びに予備代議員】
　　　　�本部同窓会会則に則り、会員の中から代

議員並びに予備代議員を選出する。選出
については会長が推薦し、理事会で承認
をうける。任期は第12条に準ずる。

　
第16条　【支部】
　　　　�1）�定められた地域ごとに支部を置く。
　　　　�2）�会員は、就業もしくは居住する地域

の支部に所属しなければならない。
　　　　�3）�支部は支部会を開催し、会員の中か

ら支部長を選出して本会に報告する。

第17条　【委員】
　　　　�会長は必要に応じ、委員を委嘱すること

ができる。
　
第18条　【会議】
　　　　�本会の会議は総会、理事会、支部長会、

部会、委員会とする。総会は定時総会と
臨時総会に分ける。

　
第19条　【選挙】
　　　　�1）�選挙は公正を旨とする。
　　　　�2）�本会における一切の選挙は、別に定

める選挙規則に従う。
　
第20条　【会計年度】
　　　　�本会の会計年度は、毎年4月1日より翌

年の3月31日までとする。
　
第21条　【経費】
　　　　�本会の経費は会費、その他の収入をもっ

てこれに充てる。特定の事業に要する経
費については、別途会計を設けることが
できる。

　

第22条　【予算・決算】
　　　　�本会の予算並びに決算は、理事会の議を

経て総会の議決を得なければならない。
　
第23条　【表彰】
　　　　�本会に功労のあった会員、歯科界に貢献

した会員を理事会の議決により表彰する
ことができる。

　
第24条　【慶弔】
　　　　�本会は会員に慶事があった場合、会員並

びに会員家族に弔事があった場合は、別
に定める慶弔規定に従う。

　
第25条　【会則の変更】
　　　　�本会則の変更は、総会の議決を要する。
　
第26条　【会則等の施行】
　　　　�1）�本会則は議決の日から施行する。
　　　　�2）�本会則に必要な運営細則・内規等

は、理事会の議を経て別に定めるこ
とができる。ただし、次の総会にお
いて承認をうける。

　
附則　�本会則は、昭和59年7月15日より施行する。
　　　�本会則は、平成5年5月29日より施行する。
　　　�本会則は、平成22年7月17日より施行する。
　　　�本会則は、平成26年7月26日より施行する。
　　　�但し、現役員の任期は、会則第12条にかかわ

らず、次の定時総会までとする。
　　　本会則は、平成28年7月16日より施行する。



− 12 −

明海大学歯学部東京都同窓会運営細則

第1条　【構成】
　　　　�1）�会員：会則第5条並びに第6条に定

める者。
　　　　�2）�名誉会員：本会に特別功労があり、

理事会において承認された者。
　　　　�3）�特別会員：会員以外で東京都在住の

本学部教員並びに退職した教員で、
理事会において推薦された者。

　　　　�4）�名誉会員、特別会員は会員の権利、
義務を有しない。

　
第2条　【会費】
　　　　�年会費は、第Ⅰ種会員は10,000円、第Ⅱ

種会員は5,000円とする。原則として各支
部で一括して徴収し、本会会計に納入す
る。ただし、本人からの申請により、特
別な事情のある者については理事会の議
を経て会費を減免することができる。

　
第3条　【総会】
　　　　�1）�定時総会は、年1回開催するものと

する。
　　　　�2）�臨時総会は、会長が必要と認めた場

合、または会員の過半数からの要請
があった場合は直ちに開催しなけれ
ばならない。

　　　　�3）�総会での議決は、出席者の過半数の
賛成を必要とする。

　
第4条　【理事会】
　　　　�1）�会長は随時必要な場合に理事会を招

集し、その議長となる。
　　　　�2）�次の事項は理事会の議決で決める。
　　　　　�①�総会の招集に関する事項とこれに付

随する事項
　　　　　�②その他重要な事項
　　　　�3）�監事並びに顧問は理事会に出席して

意見を述べることができる。但し、

議決に加わることはできない。
　
第5条　【支部・支部長会】
　　　　�1）�支部の地域は内規に定める。
　　　　�2）�支部長は支部を代表、統括し、所属

会員の氏名、住所、異動等を本会に
報告する。

　　　　�3）�支部長は本会の委任事項を遂行する。
　　　　�4）�支部長会は、会長が必要に応じ召集

する。
　　　　�5）�内規が定める地域ごとに支部連合会

を置くことができる。
　
第6条　【部会】
　　　　�会務を円滑に図るために担当の部会を設

置することができる。部会は役員をもっ
て構成する。

　
第7条　【委員会】
　　　　�会務を円滑に図るために委員会を設置す

ることができる。委員は会長が委嘱し、
委員会の名称、委員数、任期などは理事
会で定める。

　
第8条　【名誉顧問・顧問・相談役】
　　　　�名誉顧問及び顧問・相談役は、会長が必要

と認めたとき理事会の承認を経て委嘱す
る。任期は委嘱した会長の任期に準ずる。

　
附　則　�この細則は、平成5年5月29日より施行

する。
　　　　�この細則は、平成6年5月26日より施行

する。
　　　　�この細則は、平成22年7月17日より施行

する。
　　　　�この細則は、平成28年7月16日より施行

する。

運営細則
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明海大学歯学部東京都同窓会選挙規則

明海大学歯学部東京都同窓会慶弔規定

第1条　�本規則は、会則第10条並びに第19条によ
り選挙について定めるものとする。

　
第2条　�選挙はその任期満了時の総会にてこれを

行う。補欠選挙については、この限りで
はない。

　
第3条　�本会の会員は全て、選挙権及び被選挙権

を有する。但し、被選挙権は、入会後1
年以上経過し、会費を納めた会員でなけ
ればならない。

　
第4条　�1）�選挙に関する業務は選挙管理委員会

が行う。選挙管理委員会は、総会の
議を経て会長が委嘱した5名の選挙
管理委員で構成する。任期は会則第
12条に準ずる。欠員が生じた場合
は、速やかに補充する。

　　　　2）�選挙管理委員会は委員長・副委員長
を互選により選出する。

第5条　�選挙期日は理事会の議を経て会長がこれ
を定め、会長及び選挙管理委員長が会員
に通知する。

　
第6条　�1）�選挙は候補者が定数を超えた場合、

総会出席者による投票によりこれを
行う。但し、総会の議決により別段
の方法によることもできる。

　　　　2）�投票数が同数の場合は、抽選により
当選者を決定する。

　
第7条　�総会において議長は本規則の他に必要な

事項を、出席会員に諮り定めることがで
きる。

　
第8条　�本規則の変更は、総会の議決を要する。
　
付　則　�本規則は平成22年7月17日より施行する。
　　　　本規則は平成26年7月26日より施行する。

第1条　�本規定は会則第2条および第24条の規定
により、慶弔金の給付等について定める。

　
第2条　�会員本人に慶事があった場合は、祝電を

贈る。
　
第3条　�会員本人が死亡した場合は、弔慰金3万

円と生花（花環）を贈る。
　
第4条　�会員の配偶者ならびに家族（一親等）が

死亡した場合は、生花（花環）を贈る。
　
第5条　�上記給付については、原則として慶事弔

事が発生した年度を含め、過去5年間連

続して会費を納入している会員に限る。
　
第6条　�所属支部長は慶事の場合は事前に、弔事

の場合は速やかに本会に報告するものと
する。弔事の際の手配等は本会に代わり
支部で代行し、後日、所定用紙にて本会
に請求する。

　
第7条　�会員以外の慶事弔事に対しては、理事会

の議を経てその意を表すことができる。
　
附　則　�本規定は、平成22年7月17日より施行する。

選挙規則・慶弔規定
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会務報告

令和3年度　総会議事録

日時：令和3年9月11日（土）午後7時00分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

� 司会　羽田　直人　専務

1．開　　会� 橋本　孝雄　副会長

　このような状況下にお集まりいただき感謝申し上げ

ます。開会の辞は初めてで緊張しています。今日は9

月11日です。あの日から20年になりますが、過去の経

験を生かして未来へつなげたいと思います。

2．点　　呼

3．会長挨拶

　就任直後から12校会があって、いろいろとたいへん

でした。160名ほどの出席があり成功裏に終われた。役

員諸氏に感謝したい。

　その後の新年会は開催できたが、そこから新型コロ

ナウィルスの件が始まってしまい、現在に至っている。

　しかし会務の執行はしっかりと行っていきたいの

で、よろしくお願い致します。

4．議長選出　　　司会者一任　→　

� 横川明弘先生（杉並区）を選出

5．議事録署名人　議長一任　→　

� 五十嵐俊先生（世田谷区）を選任

6．物故会員に黙祷

（1）会務報告　

　田中　入　常務

（2）支部報告　

　�横川（杉並区）久しぶりに新しく会員が入会した。

（3）代議員会報告　

　志水　和弘　副会長

　令和3年3月14日（日）第93回代議員会報告

（4）監査報告　

　小林　義一　監事

（5）その他

　小山：�選挙に関して。比嘉なつみ候補が参議院議員

に繰り上げ当選となる可能性が高い。

　　　　�また連盟からとして、デンタルミーティング

にご出席をお願いしたい。

7．議　　事

第1号議案　令和2年度歳入歳出決算

� 提案説明　西村　健　常務

　　　　　　可決確定

第2号議案　令和3年度事業計画

� 提案説明　羽田　直人　専務

第3号議案　令和3年度歳入歳出決算

� 提案説明　西村　健　常務

　＊関連につき一括上程

　　各々について採決の結果、可決確定

第4号議案　会長並びに監事の選挙に関する件

� 提案説明　羽田　直人　専務

　�加藤秀之選挙管理委員長より会長・監事選挙の経緯を

説明

　�定数内であること、資格審査に問題がないことを報告
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会務報告

　議長：�定数のため澤正宏君を会長選挙当選者、粂川

久君、小林義一君を監事当選者とします。

　（就任挨拶）

　澤　：皆様ありがとうございます。

　　　　�今期はホームページをしっかりと稼働させた

い。

　　　　�都歯では井上新会長での執行部が発足してい

るが、師事した旧知の仲なので会のためにも

繋げて行きたい。

　小林：�これから2年間、どうぞよろしくお願い申し

上げます。

第5号議案　選挙管理委員選任に関する件

� 提案説明　羽田　直人専務

　＊会則より上程理由を説明

� →議長一任として後日に選出

8．協議事項　　特になし

9．閉会の辞� 志水　和弘　副会長

　コロナ禍が収まらない中、皆様お集まりいただき誠

にありがとうございました。

　今日からまた改めて澤執行部が発足します。一丸と

なって会務に当たりたいと思いますので、これからも

よろしくお願い申し上げます。

澤会長

西村会計担当理事

羽田専務理事

五十嵐議事録署名人

橋本副会長

加藤選挙管理委員長

横川議長

小林監事
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会務報告

令和2年度

第9回：令和3年1月23日（土）午後6時30分～、

　　　　ハイブリッド

　　協議事項：

　　　1）新春学術講演会web配信について

　　　2）診療報酬審査員候補者について

第10回：令和3年3月6日（土）午後7時～、

　　　　ハイブリッド

　　協議事項：

　　　1）広報誌について

　　　2）�第91回本部代議員会への対応について

　　　3）診療報酬審査員について

　　　4）会員の受賞、受章調査について

　　　5）次年度理事会日程について

　　　6）大阪歯科大学懇親会について

令和3年度

第1回：令和3年5月22日（土）午後7時～、

　　　　オンライン

　　協議事項：

　　　1）令和3年度事業予定について

　　　2）�同窓会本部選挙管理委員選出について

　　　3）�本部同窓会ブロック別web懇談会について

　　　4）会員の受賞、受章調査について

　　　5）診療報酬審査員支援について

　　　6）会誌発送状況について

第2回：令和3年6月26日（土）午後7時～、

　　　　オンライン

　　協議事項：

　　　1）�令和3年度総会・懇親会（日程・方法・選

挙）について

第3回：令和3年7月17日（土）午後7時～、

　　　　オンライン

　　協議事項：

　　　1）令和3年度総会について

　　　2）会長・監事選挙について

　　　3）�本部同窓会ブロック別web懇談会での提案

協議事項について

　　　4）新年会日程について

第4回：令和3年8月14日（土）午後7時～、

　　　　オンライン

　　協議事項：

　　　1）�令和3年度総会・選挙について

第5回：令和3年9月11日（土）午後6時15分～、

　　　　対面、総会につき

　　協議事項：

　　　1）�令和3年度総会・選挙（最終打ち合わせ）

について

　　　2）�令和4年新年会（1/22）について

第6回：令和3年10月2日（土）午後7時～、

　　　　ハイブリッド

　　協議事項：

　　　1）支部長会について

　　　2）本部代議員会（10/10）について

　　　3）�令和4年新年会・新春学術講演会開催可否

について

　　　4）�前執行部からの申し送り事項について

　　　5）新執行部新任理事者について

第7回：令和3年11月13日（土）午後7時～、

　　　　ハイブリッド

　　協議事項：

　　　1）�令和4年新年会・学術講演会（招待者・席

理事会報告
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次）について

　　　2）�同窓会新website（ホームページ）について

第8回：令和3年12月11日（土）午後7時～、

　　　　ハイブリッド

　　協議事項：

　　　1）�令和4年新年会・学術講演会開催について

【オミクロン株感染拡大により、新年会は1週間前に

中止決定。理事会も中止】

第9回：令和4年2月12日（土）午後7時～、

　　　　オンライン�

　　協議事項：

　　　1）会誌について

　　　2）�ホームページ管理委員選任について

　　　3）第95回本部代議員会について
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令和2年度　第2回支部長会

日時：令和3年3月6日（土）午後7時30分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

1．開会および挨拶　　� 橋本孝雄　副会長

　お忙しい中ありがとうございます、今回も慎重審議

をお願いします。

　ご連絡事項として澤会長の奥様がご逝去されました

ことをお伝えします。

2．報告事項

1）会務報告

　　①副会長報告　志水和弘　副会長

　　　　　　　　　特になし

　　　　　　　　　橋本孝雄　副会長

　　　　　　　　　�協議の際にコロナ対策をお伺いし

たいです。

　　②専務報告　　羽田直人　専務理事

　　　　　　　　　�日本歯科補綴学会の認定医の件に

ついて

　　③各部会報告

　　　総務部　　　田中　入　　　常務

　　　庶務部　　　久保木由多加

　　　学術部　　　江野幸子

　　　情報福祉部　中鉢　拓

　　　広報部　　　栗原信人　　　理事

2）支部長報告

　　玉川　板垣支部長

　　目黒　清田支部長

　　文京　大田支部長

3）その他

� 　　　　　　　　　以上、特になし

3．協議事項� （進行：羽田専務理事）

1）第93回代議員会について

　　出席代議員の確認

　　代議員会資料の説明

　　会長選挙について

　　会長候補の信任について

　　臨床実習生への白衣進呈について

2）今後の事業予定について

　　総会・懇親会を9月中旬に開催予定

3）その他（意見交換）

　　�各地区でのコロナウィルス対策およびワクチンの

進捗状況について

　　臨床実習生に必要な抜去歯牙の収集について

4．承認事項

1）次回開催日程

　　日時　令和3年10月2日（土）午後7時30分

　　会場　日本医歯薬研修協会

2）その他

5．閉会宣告　　　　� 　志水和弘　副会長

　お忙しい中お集まりいただきありがとうございまし

た。

　今後ともよろしくお願い申し上げます。
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本部同窓会報告

本部代議員会報告
第93回定例代議員会

令和3年3月14日（日）12時30分～

AP東京八重洲会議室

東京都からの出席代議員：澤、橋本、田中

書面決議：志水、羽田

議長：難波隆夫（神奈川）

副議長：澤　正宏（東京）

　�関口昌一参議院議員会長からのご挨拶を副議長が代読

点�呼：代議員総数60名中会場出席20名、予備代議員2

名、書面での参加37名

　�会則19条3項により会議は成立。書面参加は会則に

ないが、緊急事態によりこのまま審議を続けること

を議長が諮り、異議なく進行された。

開会宣言：水上正太副会長

　物故会員への黙祷、議事録署名人の選出、

会長挨拶：中村睦夫会長

　�その後各部及び基金管理委員会、HP検討委員会か

ら会務報告があり、古川隆彦専務より学生に同窓会

長賞5名を贈ったこと、同窓会員の顕彰受章の報告

があった。

議題：第1号議案　�令和3年度事業計画

　　　　　　　　　提案説明　古川専務　可決確定

　�　　第2号議案　�令和3年度一般会計歳入歳出予算�

提案説明　古田和也常務

　　　　　　　　　可決確定

　　　第3号議案　�特別会員の承認を求める件

　　　　　　　　　提案説明　厚澤常務　可決確定

　　　第4号議案　�選挙管理委員の選出

　　　　　　　　　議長一任となり後日通知

協�議題：橋本代議員（東京）他5名より質問要望あ

り、執行部より返答

第�16期同窓会長選挙：会長立候補者は中村睦夫先生の

み、事前の書面決議で承認56票・否認2票・白票2

票の結果、当選が決定。

第�16期同窓会監事選挙：監事立候補者は高田和雄・髙

山正和先生の2名のみ、定数内なので当選決定。

　�最後に、次回代議員会開催予定と監事講評があっ

た。

閉会宣言：藤内　祝副会長
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第94回定例代議員会

令和3年10月10日（日）12時30分～

AP東京八重洲会議室

東京都からの出席代議員：澤、田中

書面決議：多賀谷、小山、羽田

　�若尾専務の司会で始まり、議長空席のため、暫定議

長・副議長を選定して進行。

　�コロナ対策で抗原検査キットが配布され、使用法を

市村総務が説明。

　�浦安キャンパス同窓会より北原会長が出席しご挨

拶。関口昌一参議院議員会長からのご挨拶を副議長

が代読

点�呼：代議員総数60名中会場出席21名、予備代議員4

名、書面での参加35名

　会則19条3項により会議は成立。

　�ここで執行部より第1号議案を先に審議する旨の依

頼あり、議長・副議長の選任が上程され、複数の代

議員より推薦のあった議長：難波隆夫（神奈川）副

議長：澤　正宏（東京）が承認された

開会宣言：水上正太副会長

　物故会員への黙祷、議事録署名人の選出、

会長挨拶：中村睦夫会長

　�若尾専務より、新執行部の役員が紹介された。

　�その後各部及び基金管理委員会、会則検討委員会、HP

運営委員会、IT対策委員会から会務報告があった。

議題：第1号議案　�議長・副議長の選出について

　　　　　　　　　承認済み

　　　第2号議案　�令和2年度一般会計歳入歳出決算

の承認を求める件

　　　　　　　　　�提案説明　古田和也常務

　　　　　　　　　監査報告後、可決確定

　　　第3号議案　�令和2年度基金資産・決算の承認

を求める件

　　　　　　　　　�提案説明　水上委員長　監査報告

後、可決確定

　　　第4号議案　�会則改定を求める件

　　　　　　　　　提案説明　若尾専務

　　　第5号議案　�名誉会員の承認を求める件

　　　　　　　　　提案説明　厚澤常務　可決確定

協議題：多賀谷代議員（東京）他4名より質問要望あ

り、執行部より返答

　�支部内の問題では、会員の減少により支部の活動が

出来ない、近隣の県との統合も考えるなどの深刻な

提案があった。

　�田中代議員（東京）から、同窓会ホームページを称

賛する意見が出された。

　�最後に、次回代議員会開催予定と監事講評があった。

閉会宣言：古川隆彦副会長

　�以上概略を説明しました。詳細は同窓会ホームペー

ジで閲覧出来ます。

　�本部も第16期、中村会長が続投となりましたが、執

行部も刷新され、より充実した活動が期待されま

す。コロナ禍で、対面と書面のハイブリッドで開催

されていますが、会則にその規定はなく、今後、大

震災などの想定外の事態が起きた場合の代議員会開

催について検討されることが執行部として求められ

ます。東京都同窓会も協力の上、注目しています。
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第4回本部・支部とのweb懇談会
　上記の会議が、令和3年8月1日（日）午後1時よ

り、本部主催で開催されました。

　今回は中国ブロックと南関東ブロックの支部長と、

岡山に集結した本部執行部の先生方を、zoomを使い

web形式での会議となりました。

　次第は以下の通りです。（司会：市村総務理事）

開会挨拶：古川隆彦副会長

会長挨拶：中村睦夫会長

各�支部の自己紹介：神奈川県・森脇支部長、東京都・

澤支部長、山梨県・宮下支部長、千葉県・林支部

長、山口県・河本支部長、広島県・青地支部長、岡

山県・松本支部長（島根県・鳥取県は欠席）

本�部からの報告：若尾専務理事、ホームページリ

ニューアルについて、学術講演会ブロック大会の

ユーチューブ配信について、ホワイトコートセレモ

ニーについて、IT対策委員会について、代議員会

のハイブリッド開催における会則改定について、沖

縄県歯科医師会長に12期の米津先生が就任したこと

など

協議題：1）代議員会のweb開催について（千葉県）

　　　　2�）在校生に卒業後の支部への連絡・開業地

区の歯科医師会入会を周知することについ

て（東京都）

　　　　3�）理事会・代議員会の議事録について（東

京都）

　　　　4�）コロナ禍においての会議中止について

（鳥取県）

　　　　5�）大学入学式・卒業式への各支部会長の出

席の検討（広島県）

　　　　6�）支部への若い先生の参加状況について

（山口県）

閉会挨拶：水上正太副会長

　約1時間半かけて、各支部から出された協議題につ

いて活発な論議が展開され、配信トラブルもなく無事

終了しました。

　各支部とも、同窓会員の把握に苦労しており、卒業

時において、同窓会本部だけでなく、各支部があるこ

とを意識させることの意義を訴える支部長が大半でし

た。それに対し本部は、安井学長と協議の上、卒業ま

でに、地域医療に貢献するためには歯科医師会入会が

必要であること、各支部の同窓会での活躍も大事であ

ることを指導するために、授業の一コマを設定するこ

とも検討しているとの回答を得ました。

　また、代議員会開催については、ハイブリッド開催

はやむを得ないが、事前事後に、出席代議員宛に抗原

検査キッドを送って、感染対策を万全にしたいとの意

見も出されました。

　代議員会都は異なり、ある程度の人数で意見も出し

やすく、今後も同様な会議が、開催されるようです。
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議事運営特別委員会	 9期　橋　本　孝　雄
　令和3年9月2日午後2時

から東京都歯科医師会館にて

東京都歯科医師会第206回臨

時代議員会が開催され定款な

らび関係会則に従い『予算決

算特別委員会』と『議事運営

特別委員会』は、議長一任と

なり代議員の中から選任することが承認され、明海大

学歯学部東京都同窓会の推薦もあり、このたび橋本が

就任することになりました。

　令和3年12月21日に第2回議事運営特別委員会が開

催され東京都歯科医会第207回代議員会、令和4年2

月1日に第3回議事運営特別委員が開催され東京都歯

科医師会第208回代議員会の開催並びに予算に関する

事項以外の運営方法等を協議し決定を致しました。

　我が同窓会からの特別委員会委員の就任は初めてで

あり不安もある中での会合でしたが、以前別の委員会

で一緒だった先生や東京都歯科医師会事務局メンバー

の知り合いも複数おられ、また井上会長とも面識があ

り当初の不安は払拭されました。

　今後、任期を全うし明海大学歯学部東京都同窓会の

名を汚さぬよう、さらに自己研鑽にも努め、東京都歯

科医師会と同窓会の橋渡しができるように致します。

　結びとなりますが、明海大学歯学部東京都同窓会と

会員の皆様のさらなる発展を祈念し簡単ではございま

すが、委員会就任の挨拶並びに委員会報告とさせて頂

きます。

東京都歯科医師会委員会報告

組織力強化検討常任委員会	 7期　多賀谷　　　守
　澤会長の執行部になってか

ら、この委員会に出席させて

いただくようになり、既に数

年になりましたが、コロナの

影響などにより昨年度などは

開催されていませんでした。

12月よりようやく再開され、

今期は2回委員会が開催されました。

　組織力強化検討というのは、東京都歯科医師会会員

のあり方や、未入会の先生方の入会対策などを話し

合って、東京都歯科医師会を組織として強化していこ

うというものです。

　同窓会員には歯科医師会に入会している先生方、未

入会の先生方、いろいろな考えの先生方がおられると

思いますが、この委員会の委員という立場はさてお

き、自分のことを振り返ってみることにします。

　開業時、私は未入会でした。日々忙しく診療してい

ましたが、数か月後のある日、近所に開業されている

大学の先輩から電話があり、その先生の紹介を受けて

歯科医師会に入会しました。あまり深く考えて入会し

たわけではありませんでした。

　ですが、入会してからは、近所の先生方と知り合っ

て、いろいろな有益な情報を教えていただいたり、公

衆衛生活動に参加したり、また友達もできたりして、

日常の生活もすっかり変わっていったような気がしま

す。診療が忙しく、健診や会合などに時間を取られる

ことが、精神的な負担にはなりましたが、役員になら

なければ、そんなに出務する回数が多いわけではあり

ませんでした。会費の負担と入会金は痛かったけれど

も、学校歯科医になったり、出務したりで、特別に手

当しなくても会費は払えるようです。

　今考えると、本会のように気心の知れた同窓会の先

生方とのお付き合いも楽しかったし、同様に近所の先

生方との交流も楽しかったと思います。

　同窓会も歯科医師会もどうせ入会するなら、なるべ

く若いときのほうが何でも聞けて友達もできやすいと

思うので楽しいと思います。

　皆さんもぜひコロナが落ち着いたら、まず、同窓会

の会合に出て周りの人に話を聞いてみてください。

　こんな時期ですので、皆様、お体を大切に、そし

て、ますますご活躍されることをご祈念いたしており

ます。
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東京都学校歯科医会報告

第56回東京都学校歯科保健研究大会	 19期　西　村　　　健
　未だ新型コロナウイルスが

猛威を振るう中、令和4年2

月17日（木）、第56回東京都

学校歯科保健研究大会が開会

されました。

　昨年に引き続き無観客のオ

ンラインライブ配信形式での

開催のため、会場の客席は必要最小限の来賓・受賞

者・発表者の分のみに抑えられました。会場は、今回

初めての試みとして「T K Pガーデンシティ

PREMIUM神保町プレミアムボールルーム」が使用

されました。この会場の特徴は、オンライン形式に必

要な撮影機器・配信機器が備わっていて舞台というよ

りもスタジオに近い環境であるところです。東京都学

校歯科医会の大会担当理事として、観客に観せるため

ではなく、視聴者に観せるためを意識して準備を進め

て参りました。昨年よりも、視聴し易い動画を配信で

きたのではないかと思っております。

　午後2時より澤田章司副会長（本学10期）の開会の

辞に始まり、日程通り鈴木会長挨拶、表彰式へと進み

ます。学校歯科保健優良校表彰、東京都学校歯科保健

功労者表彰、学校歯科医30年勤続会員表彰の順に行わ

れ、その後、図画・ポスターコンクール画評を審査員

長の東京学芸大学名誉教授増田金吾先生が述べられ、

入選者表彰に移ります。残念ながら動画には映ってい

ませんが、今回は、耳の不自由な受賞者・保護者のた

めに手話通訳も用意されました。その後、標語コン

クール講評が千代田区教育会国語部長渡辺裕之先生よ

り述べられ、入選者が表彰されました。

　次に、令和2・3年度東京都学校歯科保健推進校

（園）助成事業の担当である豊島区立朝日小学校より

研究発表が行われました。コロナ禍で我慢することが
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多い学校生活の中でも、口腔機能向上を目指して、あ

いうべ体操や口笛・うがいを全校生徒で行ったり、保

健指導や食育を通して楽しく学ぶための取り組みが実

践されていて、とても素晴らしい発表でした。

　プログラム最後の特別講演では、日本歯科大学生命

歯学部歯科法医学講座主任教授岩原香織先生より「マ

ルトリートメント～歯科からのサポート～」と題した

児童虐待に関するお話がありました。虐待によって心

や体に傷を負い、最悪の場合には尊い命が奪われてし

まいます。マルトリートメントとは大人の子供に対す

る不適切な関わりを指し、虐待よりも広い概念・範疇

です。虐待は多職種連携での対応が基本とされます

が、歯科領域に携わっている我々のできることは、重

篤な状態の前段階でもあり虐待の芽も含めたマルト

リートメントの段階の子供を発見し、関連機関との適

切な連携やサポートによって不適切な状況を改善する

ことです。常日頃からの専門性を活かした子供の見守

りが重要であるようです。

　最後に、渡邉副会長の閉会の辞で有意義な大会が閉

幕しました。今大会の模様は、3月以降2カ月間イン

ターネット動画配信予定です。視聴用URLは東京都学

校歯科医会ホームページ（https://www.tasd.or.jp）で

ご案内します。なお、次回57回大会は、同じ会場・同

じ形式（オンラインライブ配信形式）で令和5年2月

16日（木）に開催予定です。多数の先生方のご視聴を

お待ちしております。
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明海大学東京都同窓会　顧問　東京都歯科医師連盟　理事　小　山　主　之
東京都歯科医師連盟（都歯連盟）報告

　私は現在、澤会長のもとで

東京都同窓会の顧問をさせて

いただいております、小山主

之（4期江東）と申します。

　この度、澤会長より都歯連

盟報告という題で原稿依頼を

受けましたので、浅学ではご

ざいますが、簡単にお話をさせていただきます。

　まず、東京都歯科医師連盟とは東京都歯科医師会の

正会員及び準会員で組織されております。

　その目的といたしまして、東京都歯科医師連盟は政

治資金規正法上の政治団体であり、会員相互の協力を

得て、政治力を強化し、歯科医師の業権の確保とその

発展を図り、あわせて国民歯科医療の向上を目指し、

日本歯科医師連盟並びに東京都歯科医師会等関係団体

と連携、協調しその実現に必要な政治活動を行うとう

たっており昭和26年2月11日に東京都歯科医師政治連

盟として、始まりました。

　昨年で70周年を迎えた組織であり、現在は大越壽和

先生が第10代の会長をされております。

　また、東京都同窓会会員の中から現在横川明弘（7

期杉並）先生が常任理事として、そして須田友明（10

期板橋）先生と平木一広（13期足立）先生が理事とし

て東京都歯科医師連盟でご活躍でいらっしゃいます。

　現在までほとんどが、政権与党自由民主党を応援し

てきております。

　現職の国会議員の同窓生は関口昌一（4期埼玉県）

先生が自由民主党の参議院議員の議員会長としてご活

躍されており、今年7月に行われる予定の参議院議員

選挙で埼玉県より、出馬予定でございます。

　さて、日本歯科医師連盟の職域代表としては、2名

の議員の先生がおられます。

　そのお一人に、3年前の参議院議員選挙で次点とな

り昨年10月に繰り上げ当選となった比嘉なつみ先生で

す。もうお一人は参議院議員の山田宏先生です。

　山田宏先生は日本歯科医師連盟の組織代表候補者と

して、今年7月の参議院議員選挙に出馬されることが

決まっております。

　ここで山田宏先生について少しお話させていただき

ます。

　山田宏先生が2016年に参議院議員になってから、い

わゆる政府の※骨太の方針の中に2017年に初めて歯科

の文言が明記されました。これは、とても画期的なこ

とであります。

※骨太の方針というのは、政府が示す政策の基本

骨格のことで、毎年発表され各省庁での予算案の

作成や法律案のベースとなるもの。「歯科」が初

めて記載されて以降、歯科関連予算は4年で3倍

となっている。

大越壽和会長（左） 東京都歯科医師連盟理事会の様子 左から須田友明先生、小山主之、
平木一広先生、横川明弘先生



− 28 −

会務報告

　その後2021年までの5年間、年を追うごとに歯科関

係の文言が増えてきました。これは山田宏先生のご活

躍の賜物です。

　そして昨年の総選挙では、令和3年6月に発足し

た、国民皆歯科健診で健やかな人生100年時代を実現

する議員連盟（国民皆歯科健診実現議連）の事務局長

である山田宏先生の要望を受け、自由民主党の公約に

「生涯を通じた歯科健診の充実（国民皆歯科健診）を

進めます」と初めて「歯科」が記され、政権政党とし

て国民に「国民皆歯科健診」の実現を約束しました。

　このように山田宏先生の歯科に対するご活躍は目覚

ましいものがございます。どうか皆さまよろしくお願

い致します。

　ここで参考資料を添付させていただきます。
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明海大学歯学部5年　犬　塚　雄　哉
都民会報告

コロナ禍での学校生活について

　私は5年生に進級し、病院実習の年を迎えました。

コロナの勢いは収まらず、昨年と同様、例年とは違っ

た学校生活を送ることになりました。マスクの着用、

毎日の検温と消毒、人と人とのディスタンス、食堂な

どでの黙食といったことが続いていました。病院でも

検温や消毒の徹底を行っていました。昨年は異様に思

えていたこれらの行動も今では当たり前の光景になっ

ていました。

　私個人で昨年と大きく異なった点は臨床実習として

病院に出ていた点です。昨年までは学校の授業と実習

のために学校へ行っていましたが、今年は患者さんと

歯科医師の先生の治療の現場である病院に出ていまし

た。多種多様な症状を抱えた患者さんに対して、先生

方が親身になって治療をする。そのような現場を実際

に見て、自分も来年にはこの場所に「学生」ではなく

「歯科医師」として戻ってきたいと強く思いました。

残りの学生生活も短いですが、今年の経験を胸に国家

試験合格を目指したいと誓いました。

臨床実習での縫合練習

北京大学との交流会

口腔外科でのオペ見学





東京都同窓会会報

令和3年度

MEIKAI
UNIVERSITY
MEIKAI
UNIVERSITY

トピックス
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東京都歯科医師会会長・山崎一男先生　お別れの会

　令和3年4月25日（日）上記の会が市ヶ谷の東京都

歯科医師会館で行われました。

　2月11日にご逝去されましたが、コロナ禍の情勢を

踏まえ、お別れの会の設営は感染予防を考えた上で挙

行されました。

　山崎会長は、東京都歯科医師会（都歯）の様々な問

題に積極的に取り組まれ、会員の減少、それに伴う会

費の問題、定員割れの歯科衛生士学校の廃校、公益法

人での遊休財産の問題と会費減少に伴う会の運営に関

する問題、4大学で独占していた保険審査委員を新設

校に解放することなど、都歯の存続に大きな足跡を残

されました。明海の同窓会にも目をかけて頂き、就任

依頼、何度もお話しをさせて頂きました。特に保険審

査委員の件では、澤会長に何度も直接電話連絡を頂

き、しっかり責務を果たして明海も頑張るように励ま

して頂きました。任期途中でのご逝去は、さぞご無念

だったであろうと、心よりお悔やみ申し上げます。

　当日は、2部制となり、午後2時から第1部で、都

歯役員・各地区代表者・葛飾区歯科医師会役員などが

出席して、ご挨拶・弔辞などの式次第で行われまし

た。午後4時から第2部で、都歯委員会・各地区役

員・各同窓会役員・一般関係者などが献花で参列しま

した。

　玄関ロビーには山崎先生の功績などが写真で紹介さ

れ、1階の大会議室には立派な祭壇が飾られ、多数の

歯科医師会関係者が参列しました。

　明海の同窓会からは、澤会長、橋本副会長、原田常

務理事、栗原理事などが参列しました。
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第38回東京都12校歯科大学同窓校友懇話会

　表記の会議が、令和3年11月11日（木）に歯科医師

会館で行われました。

　例年、会議に続き講演会、懇親会が行われ、前回2

年前は明海大学が当番校でしたが、懇親会は160名参

加の盛会となりました。昨年度はコロナ禍で中止、今

年度も開催か否かを何度も検討し、当番校である福岡

歯科大学の英断により、懇親会なしに加え、参加人数

も各大学2名以下との設定で開催となりました。

　会議は、午後3時から、当番校挨拶、各同窓会から

出席者の紹介、各同窓会の現状などの報告があり、協

議事項としては、この会議の今後の在り方について各

校の意見を聞き、各地区での横の広がりとしての友好

を深めるべく存続ありきで一致しました。旧4校に対

する派閥的な考え方はなく、最終的には4校を含めた

東京都歯科大学同窓校友懇話会という形で懇親が深め

られれば良いとの意見も出されました。次回当番校は

日本大学松戸歯学部に決まり会議は終了しました。

　時間を空けて、4時20分より、井上惠司東京都歯科

医師会会長より、「歯科医師によるワクチン接種、オ

リンピック・パラリンピックでの会員の活躍」などに

ついて、パワーポイントを使っての講演会が行われま

した。当番校の福岡歯科大学関東同窓会会長の中野裕

次先生より、謝礼と都歯新会長として頑張っていただ

きたいとのエールを送って終了しました。
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令和4年東京都歯科医師会新春懇談会

　昨年は中止となりましたが新年恒例であった東京都

歯科医師会の新春懇談会が、令和4年1月11日（火）

午後6時半より、丸の内の東京会館で行われました。

コロナ禍オミクロン株の感染拡大を受けて、800人収

容できる大広間に、1テーブル4人をアクリル板で仕

切り、テーブル間隔も大きく空けて着席形式で104名

が参加して行われました。

　招待者は、日本歯科医師会会長、東京都知事、東京

都の医歯薬関係各会長、連盟・学歯の会長、都議会議

員関係、各地区歯科医師会会長、各歯科大学同窓校友

会会長などです。例年数百人規模で行われていました

が、かなり参加者を絞っての開催となりました。

　中島孝至専務理事の司会で進行し、勝俣正之副会長

の開会の言葉、井上惠司会長の挨拶があり、オリン

ピックや、ワクチン接種に関する都歯会員の活躍など

が報告されました。

　来賓あいさつでは、堀憲郎日歯会長、三宅茂樹都議

会議長、尾崎治夫都医会長などが登壇され祝辞をいた

だきました。小池百合子都知事は公用の為、祝辞が代

読されました。

　乾杯の挨拶は塩津二郎代議員会議長が祝杯の音頭を

取り、出席者一同シャンペンで乾杯をし歓談となりま

した。席を離れあいさつ回りの際にはマスク着用を守

りながらも、和やかで厳かに食事が進み、かなりの方

と歓談が出来て良い会となりました。井上会長とは、

保険審査委員や都歯委員会に出向している明海の同窓

生についてもお話し、今後のお互いの協力をお願いし

て参りました。
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明海大学歯学部　PDI統括部長　PDI東京歯科診療所…所長　PDI浦安歯科診療所…所長
松　田　　　哲

PDI東京歯科診療所便り

「鮮血に染まったオペ室」

　お天気が良く、外の気温も良いオペ日和の午後でし

た。その日は午後の診療でインプラントの埋入手術が

ありました。私は、患者さんのその日の体調や口腔内

の状況を把握したいのでオペ前の口腔清掃を自分で行

うことが多いのです。その日は衛生士のAさんが外科

担当の日でした。Aさんがオペ室の準備を行っている

ときに、私が術前の口腔清掃をしていました。患者さ

んと世間話などしながらのんびりと口腔清掃をしてい

ました。口腔清掃も終盤に差し掛かり、そろそろAさ

んがオペ室の準備が整ったことを知らせに来る頃でし

た。ちょうどAさんが私のところに来た気配がしたの

で、「オペ室の準備ができたのかな」と思い、後ろを

振り返ると、そこには青ざめた表情で手を押さえてい

るAさんが立っていました。そして「先生、やっちゃ

いました…」といって押さえている手に視線を落とし

ました。私もその手の方を見ると、ビックリです。手

から肘まで血液が流れていて、そこから床へ血液が滴

り落ちていているのです。オペ室の準備の際に、12D

をピンセットでメスホルダーに装着しようとして滑っ

て、メスで手を切ってしまったそうです。Aさんには

急いで近くの医科行ってもらい、緊急処置を受けるこ

とになりました。オペ室へ行ってみるとさらにビック

リでした。手洗い場付近の床に大きな血の池ができて

いました。通常我々が外来で行う外科処置では考えら

れないくらいの出血量です。鮮血に染まったオペ室を

他のスタッフとともに掃除し、術前準備をやり直した

頃にAさんが緊急処置を終え戻って来ました。さすが

に、これからのオペのアシスタントは無理だろうと

思って他を当たっていましたが、そのAさんは「大丈

夫です。私がアシスタントします！」と言って、オペ

着に着替え最後まで1次オペのアシスタントを勤めま

した。さいわい、鋭利なメスによる傷でしたのですぐ

に良くなりました。もちろん埋入手術の患者さんも経

過良好に、現在では新しい歯を手に入れ食事を楽しん

でいらっしゃいます。改めて適切な器具の使用が重要

だと痛感した1日でした。

　日頃何気なく使用しているメスですが色々な形態や

メーカーがあるようです。臨床の中でメスを使用する

ような外科処置は多々あり、その処置内容・部位によ

り適切なメスを選択しています。我々が使用している

メスは全て替刃メスで、15・15C・12Dの3種類を使

い分けています。（図-1）

　15は円刃刀でもっとも使用頻度が高いです。埋伏智

No.15を用いた遊離歯肉弁の採取

No.15

No.15を用いた上皮下結合組織の採取

図-2

No.15C

図-1

No.15を用いた骨膜減張切開

No.12D
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歯の抜歯、インプラント関連手術の歯槽頂切開、部分

層弁、減張切開、遊離歯肉・上皮下結合組織の採取な

どなど出番がおおいメス刃です。（図-2）

　15Cは15の小型で小回りが効き、歯肉溝内切開や歯

間部などの細かく狭い部位での石灰に使用していま

す。（図-3）

　12Dは逆刃メスである12の両刃タイプになります。

こちらも狭い部分の切開や、歯槽頂切開と歯肉溝内切

開を繋ぐ際などに使用しています。（図-4）

　最近ではリグロスの臨床応用で再生療法を行うこと

が多くなってきましたが、全層弁の形成の際に歯間乳

頭部の歯肉の取り残しが多く術後に歯間乳頭が喪失し

てしまうケースがあります。こんなときに、15と12d

をうまく使用するとより適切な切開ができ、歯間乳頭

部軟組織のロスを減らし術後も綺麗に回復することが

多いようです。（図-5）

　とても意外なことですが、同じ名称のメス刃でも

メーカーによって形が大きく変わります。（図-6）

また、メスホルダーとメス刃の連結部分ホール形態が

一定されていないため、メーカーによってはメスホル

ダーに対しゆるく不安定なものや、逆にキツいため装

着しにくかったりすることもあります。メス刃は指先

にあり見えないところでは感覚で切開することもある

ので自分によくあったものを選択したいものです。

No.15Cを用いた歯肉溝内切開 1

No.15C No.12Dを使用した
歯肉溝内切開終了後

同じ番手でもメーカーにより形態が異なる。

No.15Cを用いた歯肉溝内切開 2

歯間乳頭部軟組織を温存している

図-4図-3

図-5

図-6

No.12Dを用いた細部の切開

歯肉弁剥離後
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1.依頼医院	

医院名	 	 歯科医師名	 	

医院住所	 	

電話番号	 	 Fax 番号	 	

	

2.患者情報	

患者名	 	 	
生年月日	

T・S・H	 	 	 年	 	 月	 	 日(	 	 歳)	

患者住所	 	

主訴	 	

現病歴	 	

既往歴・家族歴	 	

全身疾患	 	

アレルギーなど	 	

※女性の方	 	

	

3.紹介目的	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 □にレ点の記入をお願いいたします	

□歯周外科	 □非外科的歯周治療	 □抜歯	 □歯牙移植	 □補綴・咬合治療	

□インプラント（インプラント体埋入、サイナスリフト、ソケットリフト、ＧＢＲ、イ

ンプラント周囲炎、インプラント体抜去）□根管治療（歯根端切除、意図的再植）	

□矯正治療	 □審美・美容歯科	 ☐セカンドオピニオン（自費となります）	

☐ＣＴ撮影（自費となります）	 ☐その他	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 8	7	6	5	4	3	2	1			1	2	3	4	5	6	7	8		

8	7	6	5	4	3	2	1			1	2	3	4	5	6	7	8	

顎関節	 両側・左側・右側	

上顎洞	 両側・左側・右側	

【通信欄】	

	 ☐自費治療・保険治療に関わらず保険証の持参をお願いいたします。	

	 ☐予約時間に来院されない場合、再度のご予約となる場合があります。	

	 ☐妊娠中及び喫煙者の外科処置はお断りする場合があります。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 明海大学ＰＤＩ東京歯科診療所	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1－38－2 ミヤタビル 1F２F	

明明海海大大学学 PPDDII 東東京京歯歯科科診診療療所所		

患者紹介状・診療情報提供書	

Tel ：03-3370-0159 
Fax：03-5351-7661 

http://www.meikai.ac.jp/pditokyo/

 

フリガナ	

男・女	

職業	

喫煙・非喫煙	

妊娠：	 	 	 第	 	 週	 ・	 可能性	 あり	 ・	 なし	

対象部位	
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就任ご挨拶	 東京女子医科大学	歯科口腔外科　岡　本　俊　宏
　明海大学歯学部平成元年卒、14期の岡本俊宏と申し

ます。明海大学歯学部東京都同窓会会長の澤�正宏先

生をはじめ、会の先生方には日頃より大変お世話に

なっております。

　2020年4月1日付にて新宿にあります東京女子医科

大学�歯科口腔外科学�顎口腔外科学分野教授を拝命い

たしました。

　当分野では難易度の高い抜歯、歯の破折、脱臼、顎

の骨折などの外傷、歯を原因とする炎症、顎骨嚢胞、

口腔良性腫瘍、口腔がん、口腔粘膜疾患、顎関節疾

患、薬剤性顎骨壊死などの口腔外科疾患を中心に診療

を行なっています。また薬剤の影響で血が止まりにく

い場合や、心臓疾患、腎臓疾患、糖尿病などの全身疾

患を有する患者様の抜歯、インプラント治療や歯科治

療、口腔機能低下症への取り組みも各診療科と連携し

て積極的に行っております。また近年増加傾向であり

ます口腔がんに関しては、当科で立ち上げたメール

フォームサービスによる画像連携システムを通じ、地

域の先生方と協力しながら口腔がんの早期発見、早期

治療に尽力しております。

　次に研究面に関してですが、皮膚科領域で診断実績

のあるダーモスコープによる口腔がんを含めた口腔粘

膜病変の解析を行っています。現在口腔用ダーモス

コープを開発し、撮影した画像データを収集蓄積し、

これらのデータを多くの施設が用いることで、診断が

容易になることを目指しています。最終的には、人工

知能技術（AI）による画像診断解析法の開発研究を

行う予定です。口腔粘膜病変にダーモスコープを利用

した診断技術開発は、世界的にも未だ行われておら

ず、本研究が達成されれば、今後の口腔がんの早期発

見に大きく貢献できるものとなると考えています。

　最後になりますが、微力ではありますが地元の明海

大学歯学部東京都同窓会の先生方のお役に立てればと

思っております。何かございましたらご遠慮無く下記

メールアドレス、PHS（直通）までご連絡、または直

接岡本宛でご依頼ください。配慮させていただきま

す。今後ともより一層のご指導ご支援を賜りますよ

う、何卒よろしくお願い申し上げます。

東京女子医科大学口腔外科紹介

ダーモスコープでの口腔内撮影

東京女子医大総合外来センター内
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東京女子医科大学�医学部�歯科口腔外科学�

顎口腔外科学分野教授・基幹分野長　岡本俊宏

〒162-8666　�東京都新宿区河田町8-1�

東京女子医科大学病院　歯科口腔外科

E-mail：okamoto.toshihiro@twmu.ac.jp

TEL：03-3353-8111　（PHS：28361）

略歴

1989年　明海大学歯学部卒業

1992年　�東京女子医科大学�医学部�歯科口腔外科学講

座�助教

2004年　�東京女子医科大学�医学部�歯科口腔外科学講

座�准講師

2005年　ワシントン大学　免疫部門�客員研究員

2006年　�セント・ジュード小児研究病院　免疫部門�

博士研究員

2007年　�東京女子医科大学�医学部�歯科口腔外科学講

座�講師

2009年　�東京女子医科大学�医学部�歯科口腔外科学講

座�准教授

2019年　�東京女子医科大学�八千代医療センター�歯科

口腔外科�診療科長

2020年　�東京女子医科大学�医学部�歯科口腔外科学�顎

口腔外科学分野�教授・基幹分野長

資格

博士（医学）

日本口腔外科学会専門医、指導医

日本がん治療認定医機構　がん治療認定医（歯科口腔

外科）

日本口腔インプラント学会専門医、指導医、代議員

日本顎顔面インプラント学会指導医、代議員

日本顎関節学会専門医、指導医、評議員

日本有病者歯科医療学会認定医、指導医

日本口腔科学会認定医、指導医

日本口腔ケア学会　代議員

歯科医師臨床研修指導医
歯科口腔外科開局73年です。
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　東京都同窓会でも新規ホームページを作成中です。

　「明海大学歯学部東京都同窓会」でgoogle検索する

と、以前に作成したページが出てきてしまいます。こ

のホームページは、役員であった星野匠先生が管理し

て作成して頂いたものですが、急逝されたため、アカ

ウントやパスワードが判らず管理出来ないのみならず

削除も出来ない状態になっています。現在googleに削

除申請をしていますが叶えられる可能性は非常に低い

そうです。

　新規ホームページをご参照頂くには、下記URLを

入力して頂けばご覧になれます。

　QRコードでもお試しください。

　新規ホームページが名前検索で見られるようになる

には、検索順位を上位に上げること、本部ホームペー

ジとリンクして見て頂くしかありません。

　今後改善を目指していきますので、ご協力をお願い

申し上げます。

　https://meikaitokyo.com

　meikaitokyo.comで検索してもご覧になれます。

　（明海東京では、古いページが出てしまいます）

東京都同窓会ホームページ作成中のお知らせ



東京都同窓会会報

令和3年度

MEIKAI
UNIVERSITY
MEIKAI
UNIVERSITY

広　　　告

広　告　目　次
相田化学工業㈱　……………… 　42
デンタルシステムズ㈱　……… 　43
日本医歯薬研修協会　………… 44,45

アサヒプリテック㈱　………… 　46
横浜金属商事㈱　……………… 　46





クラウド型レセコンの特長

クラウド型だから
リモートサポートで安心！
（月～土：9:00～ 18:00）

クラウド型だから
訪問先や自宅など場所を選
ばず入力できる！

クラウド型だから、
自動バージョンアップ・

バックアップで手間いらず！

他社レセコンからの
処置データ移行可能！

天災やＰＣ故障時もクラウド上
でデータが守られるので安心安
全！セキュリティ対策も万全

導入可能!

�������
クラウド型レセコン

176,000円～
※税込価格

｢サブスク｣（月額制）だから

初期
費用

約          医院様
との取引実績
4,500

「レセコンの買い換え
　　に数百万…！？」
疑問に感じる先生、必見です！

「キャッシュレス決済・電子マネー決済」
にも対応予定！ ※詳しくはお問い合わせ下さい。

会計業務
が楽々

OK
OK OK

操作端末を選びません。
PCや iPad、Windowsﾀﾌﾞﾚ

ｯﾄでもご利用可能！

デンタルシステムズ株式会社

10：00 ～ 16：00（土日祝除く）

mail：arigato@dentalsystems.jp
HP：https://dentalsystems.jp/

東京都千代田区麹町５-７-２MFPR 麹町ビル 2F
tel：03-6825-6466

メール
お問い合わせ

HPの
お問い合わせ



明海コース特別サポート

医歯薬研修協会が
選ばれ続ける

つの理由5 01
生活習慣を含めた
全人的教育体制

03 国試を知り尽くした
最高水準の
プロ講師陣

04 全国試予備校中、
最多講義日数による
合格カリキュラム

05 新しい出題傾向にも
万全の備えの
演習問題

02
一人一人の悩みに
寄り添う指導力

176万円（税抜価格160万円）
※東京校歯学通学1年コース正規受講料275万円（税抜価格250万円）

入会をご希望される場合は、別紙の入会申込書に必要事項をご記入の上、郵送またはご持参いただくか、FAX にてお送りください。

��学習進行度 ･苦手科目で、数名のグループを編成し、�
グループ学習や弊社スタッフによる特別補講を実施します。

特別補講
サポート

�明海コース受講生のみを対象に個別に学習指導 ･面談を実施します。� �
年 3回を基本としますが、希望により毎月行います。� �
※保護者の方にも御参加頂けるように日程等を配慮致します。

個別学習
サポート

�学習面のみならず、生活面でのサポートも万全を期すべく、
サポート態勢を強化させて頂きます。

生活面
サポート

受講生の出席状況 ･日々の成績 ･弊社実施の模試の成績などの学習状況
に関する情報を大学とも共有することで、万全の協力体制を築き合格ま
でサポートします。

大学との
協力体制

合格サポートコース
明海大学歯学部卒業生

明海大学
卒業生だけの
特別価格

◉ 校舎見学は随時受け付けております。その他、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
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115回国試解説は4月27日発刊予定

歯科医師・管理栄養士・歯科衛生士・臨床検査技師 模試・各種講座 



貴金属事業部／〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー 11F
TEL：03-6270-1820　FAX：03-6270-1825　URL：https://www.asahipretec.com/　
営業所 札幌・青森・仙台・新潟・北関東・関東・横浜・甲府・静岡・名古屋・北陸・神戸・岡山・広島・四国・福岡・鹿児島・沖縄

その高品質
折り紙付き。

アサヒプリテックは、LBMA、LPPMのグッドデリバリーバーとして認定を受け、

その品質は世界のマーケットで高く評価されています。

また、お預かりした金属の分析から売却までをWeb上で安全に運用できる

「アサヒメタルアカウントシステム」の提供など、貴金属リサイクルをトータルでサポート。

歯科業界における資源循環サイクルを実現しています。

A4  1/2  1C

アサヒメタルアカウントシステム

LBMA、LPPMグッドデリバリーバー認定

SDGs取組実施

歯科医院 ・技工所様から発生する歯科材

スクラップを受託精製回収及び買取

致します。

貴金属精製グループだからこそ

どこよりも高値買取致します。



東京都同窓会会報
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MEIKAI
UNIVERSITY

お 知 ら せ
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①�ネットブラウザを起動し、「http://www.fcm.co.jp/」に接続、「FirstClassクライアン

ト」をダウンロードする。

②�ダウンロードしたクライアントを起動して、デスクトップ上にFC1接続するため

のソフトウェアをダウンロードします。デスクトップ上に「FirstClass」のアイコ

ンが追加されるのでそれをダブルクリックして、ログイン画面を立ち上げる。

③【重要】ログイン画面にある「設定」をクリックし、以下の設定を確認する。

　・接続方法が「LocalNetWork.fcp」となっている

　・ユーザーID&パスワードを任意に指定（半角英数字、半角数字の組み合わせ）

　・ドメイン名またはIP欄に「fc.fc1.gr.jp」を入力

　　以上を記載し、「保存」をクリック。

令和元年11月作成
明海大学歯学部東京都同窓会情報部

FC1接続マニュアル（東京都同窓会情報へのアクセス）
FFCC11接接続続ママニニュュアアルル  

令和1年11月作成 

明海大学歯学部東京都同窓会情報部 

 

① ネットブラウザを起動し、「http://www.fcm.co.jp/」に接続、「FFiirrssttCCllaassssクク

ラライイアアンントト」をダウンロードする。 

 

② ダウンロードしたクライアントを起動して、デスクトップ上にFC1接続するため

のソフトウェアをダウンロードします。デスクトップ上に「FFiirrssttCCllaassss」のアイ

コンが追加されるのでそれをダブルクリックして、ログイン画面を立ち上げる。 

 
③【重重要要】ログイン画面にある「設設定定」をクリックし、以下の設定を確認する。 

・接続方法が「LLooccaallNNeettWWoorrkk..ffccpp」となっている 

・ユーザーID&パスワードを任任意意にに指指定定（半角英数字、半角数字の組み合わせ） 

・ドメイン名またはＩＰ欄に「ffcc..ffcc11..ggrr..jjpp」を入力 

  以上を記載し、「保保存存」をクリック。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFCC11接接続続ママニニュュアアルル  
令和1年11月作成 

明海大学歯学部東京都同窓会情報部 

 

① ネットブラウザを起動し、「http://www.fcm.co.jp/」に接続、「FFiirrssttCCllaassssクク

ラライイアアンントト」をダウンロードする。 

 

② ダウンロードしたクライアントを起動して、デスクトップ上にFC1接続するため

のソフトウェアをダウンロードします。デスクトップ上に「FFiirrssttCCllaassss」のアイ

コンが追加されるのでそれをダブルクリックして、ログイン画面を立ち上げる。 

 
③【重重要要】ログイン画面にある「設設定定」をクリックし、以下の設定を確認する。 

・接続方法が「LLooccaallNNeettWWoorrkk..ffccpp」となっている 

・ユーザーID&パスワードを任任意意にに指指定定（半角英数字、半角数字の組み合わせ） 

・ドメイン名またはＩＰ欄に「ffcc..ffcc11..ggrr..jjpp」を入力 

  以上を記載し、「保保存存」をクリック。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ
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④ログイン画面にて「ログイン」をクリック。

⑤その後「自動登録」画面が表示されるのでそれぞれの情報を入力。

　※姓名は「Tanaka」「Taro」のように1文字目を大文字にする方が多いです。

　　�その他の情報は本人確認のための情報となりますので間違いなく入力をお願いし

ます。

　記載が完了したら「登録」をクリック。

⑥�「登録が確認されました」と表記された画面に移りますのでIDをパスワードの確

認をして下さい。以上で登録完了となります。

（備考）

　FC1では新規の書き込みがあった場合「赤旗」でアイコンが表示されますがログ

イン後は全てのアイコンに「赤旗」がついていますのでそれを

　　→「編集」

　　→「すべて選択」

　　→「どれかのアイコンをwindowsなら右クリック　macならボタン長押し」

　　→「既読にする」

　以上の操作で赤旗を消すことが出来ます。

④ログイン画面にて「ロロググイインン」をクリック。 

 

⑤その後「自自動動登登録録」画面が表示されるのでそれぞれの情報を入力。 

※姓名は「Tanaka」「Taro」のように１文字目を大文字にする方が多いです。 

その他の情報は本人確認のための情報となりますので間違いなく入力をお願い

します。 

記載が完了したら「登登録録」をクリック。 

 
 

⑥「登登録録がが確確認認さされれままししたた」と表記された画面に移りますのでＩＤをパスワードの

確認をして下さい。以上で登録完了となります。 

 

 

（備考） 

FC1では新規の書き込みがあった場合「赤旗」でアイコンが表示されますがログ

イン後は全てのアイコンに「赤赤旗旗」がついていますのでそれを 

→「編編集集」 

→「すすべべてて選選択択」 

→「どどれれかかののアアイイココンンををwwiinnddoowwssなならら右右ククリリッックク  mmaaccななららボボタタンン長長押押しし」 

→「既既読読ににすするる」 

以上の操作で赤旗を消すことが出来ます。 

 

お知らせ
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お知らせ

年会費納入について

令和4年度会費は、4月1日より7月の総会までに納入して頂きたく、お願い申し上げます

　　　　

　　　　　　　　会費　　第Ⅰ種会員　　　　　　　　　　　10,000円

　　　　　　　　　　　　第Ⅱ種会員　　　　　　　　　　　　5,000円

〈納入方法：銀行振込〉

振込口座

  　　　　三菱UFJ銀行　町田支店　店番228　番号0989179

  　　　　「明海大学歯学部　東京都同窓会　会長　澤　正宏」

『令和3年度分』

　　１）支部単位での納入：可能な限りこの方法にてお願いします。

　　　※【支部名・人数・振込者名（字間スペースなし）】

　　　※領収書作成上、納入会員名（卒期）をFAXしてください。

　　２）個人での納入：

　　　※【会員名・卒期・支部名（字間スペースなし）】

『令和3年度分以前』

　　※複数年度分振込の際は事務局へ連絡または、FAXお願いします。

各支部長に関しましては、支部長一覧（５Ｐ）をご参照ください。

なお、会費に関しまして不明な点は、事務局または専務理事までご連絡ください。

コウト ウ６クホ゛キユタカ支部
（支部名） （人数）（振込者名）

クホ゛ キユタカ１７コウトウ個人

（振込単位）

（振込単位）（氏名） （卒期）（支部名）
コウト ウ６クホ゛キユタカ支部
（支部名） （人数）（振込者名）

クホ゛ キユタカ１７コウトウ個人

（振込単位）

（振込単位）（氏名） （卒期）（支部名）

お知らせ



慶　弔　金　請　求　届　用　紙

明海大学歯学部東京都同窓会　殿

会員氏名 （　　　期）　 支部名

電　話住　　所

【事由】〔①結婚　　②会員死去　　③家族死去〕

氏　　名
フ　リ　ガ　ナ

住　　所 電　話

才 関　係年　齢

日　　時

場　　所

事　　由

請求金額 代金 円

印

支店　口座番号（普・当）振　込　先
銀行

振込先名

上記金額を御請求いたします。
　　　　　年　　　月　　　日

支　部
支　部　長

担　当 会　計 専　務

明海大学歯学部東京都同窓会記入欄

　　　　　年　　　月　　　日　受理

　　　　　年　　　月　　　日　担当承認

　　　　　年　　　月　　　日　理事会承認

※明海大学歯学部東京都同窓会慶弔規定（P13）参照



変更届け

自宅開業・他所開業・開業医勤務・病院勤務・大学・研究機関

診療所・勤務先名称

第（　　　）期　　旧姓（　　　　　　　　）

コピーしてお使いください。
送信先　事務局　FAX 03－3633－8644

他（　　　　　　　　　　　　）いずれかを○で囲んでください

ふりがな

氏　　名

　　　〒
自宅住所

TEL　　　（　　　　）
FAX　　　（　　　　）

TEL　　　（　　　　）
FAX　　　（　　　　）

　〒
住所

所属支部名

通信欄



　今、まだ、コロナ禍で、マスク生活、自粛生活が、2年以上も続いています。

　東京都同窓会、各歯科医師会でも、委員会、講習会等が、リモートになって、パソコンが、活躍していると思

います。

　また、物価が値上がり、キャッシュレス化したりして、世の中が様変わりしています。

　そんな時代ですが、会員皆様の協力あっての会報誌です。今後ともよろしくお願いいたします。

明海大学歯学部東京都同窓会会報　Vol.52

令和４年３月31日発刊
広報誌編集委員会
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発　　刊　明海大学歯学部東京都同窓会 事務局
　　　　　〒135-0002　東京都江東区住吉2-7-11
　　　　　　　　　　　クボキデンタル オフィス内
　　　　　TEL 03-5625-2120　FAX 03-3633-8644
印　　刷　望月印刷株式会社
　　　　　〒338-0007　埼玉県さいたま市中央区円阿弥５−８−36
　　　　　TEL 048-840-2111　FAX 048-840-2121

編集後記

編集後記



〈事務局〉
〒135-0002 東京都江東区住吉2-7-11
 クボキデンタル オフィス内
 TEL  03-5625-2120　FAX  03-3633-8644MEIKAI   UNIVERSITY

明海大学歯学部東京都同窓会

 

 

         住住所所やや勤勤務務先先のの変変更更にに関関すするる届届けけ出出ののおお願願いい  

 

 

 

 ご住所やご勤務先、ご開業先など各種のご変更があった場合、本会事務局と併せて 

本部同窓会事務局へのご連絡をお願い致します。それにより速やかな会員データの移 

行が可能になります。 

 なおご連絡いただいた情報は本部同窓会および本会の各種事業（会誌発送、研修会 

案内など）以外の目的に使用されることはありません。 

 

 

 

 

            明海大学歯学部同窓会事務局 

         350-0283 埼玉県坂戸市けやき台１－１ 

          電 話 ０４９（２８５）７０３４ 

          ＦＡＸ ０４９（２８７）３１７４ 

          メール meikaidaisidousou＠gmail.com 

 

 

 

 


