
新たな元号となりました令和元年の 6月15日、熊本

県歯科医師会代議員会にて承認され、熊本県歯科医師

会会長を拝命することとなりました、 5期生の伊藤で

す。1907年に創立した熊本県歯科医師会の112年の歴

史のなかで、歴代の役職員・会員の先生方のご尽力に

より、熊本県民に歯科医療の信頼を刻んできた、熊本

県歯科医師会の会長という重責をひしひしと今感じて

いるところです。現在の歯科界は、8020運動やフッ化

物洗口、歯周病と全身の関係などに、歯科医師が真摯

に取り組んできた結果として、骨太の方針に歯科の文

言が刻まれ追い風を受けて進んでおります。がん連携

をはじめとする周術期連携、回復期連携、在宅歯科医

療なども順調に歯科の重要性を周知され、活躍の場は

広がってきております。また、歯科医師会の公益的な

役目として、団体だからできること、すなわち、個と

してはできないが団体とし

てなら成しえることに対し

て、利益を求めずに弱者に

寄り添わなければなりませ

ん。その役目を果たすべ

く、歯科医師会および歯科

医師の良心とプライドを情

熱かけて遂行してまいる所

存です。

私自身、会長選挙という

経験は初めてであり、 3月

の会長予備選挙立候補期間

中には、寺尾隆治前佐賀県

歯会長、長尾博通大分県歯

会長、宮口嚴長崎県歯会

長、神田晋爾福岡市歯会長

の諸先生方には選挙対策、

心構えなどいろいろな面でご指導をいただきました。

また、熊本支部の同窓会会員の先生方には、会員診療

所訪問への同行や個別に電話で支援をお願いしていた

だきました。この場をおかりして、御礼申し上げま

す。

今回、特に感じたことは、我が同窓の先生は団結力

が強く、さらに、他大学出身の先生方にも大いなる信

頼関係が構築されていらっしゃることです。それは、

同窓の先生方が日頃から、スタディーグループや歯科

医師会などで真摯に向き合われている賜物だと感じま

した。これからも、周りの方々の助言を受けながら、

感謝の気持ちを忘れずに、会務を誠心誠意執行して参

りたいと思っております。

最後になりますが、同窓会総会おいて就任祝賀懇親

会を開催していただいたことに対しまして、心より御

礼申し上げます。
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《略歴》

Ｓ58. 3 福岡歯科大学卒業

Ｓ62. 7 伊藤歯科医院開業

Ｈ15. 4 〜21. 3 社団法人熊本県歯科医師会理事

Ｈ21. 4 〜23. 3 社団法人熊本県歯科医師会常務理事

Ｈ21. 4 〜Ｒ 1 . 6 熊本歯科衛生士専門学院学院長

Ｈ29. 7 〜Ｒ 1 . 6 一般社団法人熊本県歯科医師会副会長

Ｒ 1 . 6 〜現在 一般社団法人熊本県歯科医師会会長

熊本県歯科医師会 会長

（熊本県同窓会会長）

伊藤 明彦（ 5 期生）

熊本県歯科医師会会長就任

伊藤明彦先生熊本県歯科医師会会長・都築 尊先生

福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野教授就任祝賀懇親会

会長就任挨拶



2019年（平成31年） 4月 1日付けで、福岡歯科大学

咬合修復学講座有床義歯学分野の教授を拝命いたしま

した都築でございます。一教室の長という重みも去る

ことながら、同窓生からの教授という重責を担ってい

ることを常に意識し、今後更なる精進を続けていきた

いと思う所存でございます。

私は1996年（平成 8年）に本学を卒業し、同時に

羽生哲也先生が教授を務められていた歯科補綴学第一

講座に入局いたしました。当時は、「高齢化が進んで

いる実家に帰ったら義歯の患者さんは多いはずだか

ら、義歯の経験を積んでおこう」という軽い思いで入

局させていただきましたが、多くの臨床に携わる中

で、咀嚼できない患者さんの食生活のみならず人生ま

でも変えてしまう義歯の魅力にとりつかれ、目の前の

ワクワクする仕事に没頭しているうちに現在に至った

というのが正直なところです。

私は自分に与えられた歯科医師人生の中で、二つの

夢を実現したいと願っています。一つは、学生に歯科

医療のすばらしさを伝えたいということです。学生

が、有床義歯製作に初めて触れるのは 4年実習です。

製作物を提出するという実習スタイルから、ややもす

ると学生は補綴物製作を機械的な「工作」と捉えがち

です。私はその誤解を払拭し、患者の口腔内で機能す

る補綴物は生物学的、生理学的意義を持ち、患者の生

命に直結した口腔医学であることを伝えていきたいの

です。

もう一つは、100歳までイキイキ生きられる世の中

を創りたいということです。人生100年時代と言われ

る昨今ですが、100歳まで生きたけれども不自由な生

活を余儀なくされているのでは、満足度の低い100歳

となってしまいます。歯科医療における知識や技術を

通して、国民が100歳まで満足度の高い人生を送れる

ための情報を福岡歯科大学から発信したいと願ってい

ます。そのために医局員一人一人の専門性が活かせる

環境を整えることが、私に課せられた使命と感じてい

ます。

時代は常に変化しています。私が大学に入学した

時、卒業した時、そして現在と、目まぐるしく時代は

変わり、学生の意識も大きく変化したと感じていま

す。それは、私自身が受けてきた教育をそのまま現在

の学生に適応するだけではよい結果が出せないことを

意味しています。リーダー像も然りで、ヒエラルキー

の頂点にリーダーが立つ「お山の大将型」のリーダー

像から、スタッフの潜在能力を活かすためにリーダー

が尽くす「サーヴァントリーダーシップ」へと世の中

が変化しています。私はこれらの社会変化の波に乗り

ながら、良質な情報を大量にアウトプットする福岡歯

科大学を目指していきたいと考えています。

弱冠47歳ですが、柔軟な思考と体力を武器にこれか

らも精進していく所存でございますので、同窓の皆様

におかれましては、これからもご指導ご鞭撻のほどど

うぞ宜しくお願い申し上げます。

このたび2019年 8 月 1 日付けで教育支援・教学IR

室教授を拝命いたしました18期生の内田です。母校の

教授を務めさせていただくことは光栄であり、初代と

いうことで責任の重さに身の引き締まる思いがいたし

ます。

私は1990年に本学に入学しました。卒業後は本学口

腔外科学第Ⅰ講座（現口腔腫瘍学分野）に入局し、助

手、講師を経て、教育支援室の新設に伴い、2014年 7

月16日付けで口腔腫瘍学分野から異動し、早いもので

5年の歳月が流れました。この間、2014年に採択され
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《略歴》

1996年 福岡歯科大学卒業

2000年 福岡歯科大学大学院歯学研究科

歯学専攻博士課程修了

2000年 福岡歯科大学咬合修復学講座

冠橋義歯学分野 助手

2006年 福岡歯科大学咬合修復学講座

有床義歯学分野 講師

2016年 福岡歯科大学咬合修復学講座

有床義歯学分野 准教授

2019年 福岡歯科大学咬合修復学講座

有床義歯学分野 教授

福岡歯科大学・福岡医療短期大学
新任教授紹介

教授就任挨拶

福岡歯科大学

教育支援・教学IR室 教授

内田 竜司（18期)

教授就任挨拶

福岡歯科大学咬合修復学講座

有床義歯学分野 教授

（学内同窓会会長）

都築 尊（18期)



た文部科学省補助事業「大学教育再生加速プログラ

ム：テーマⅡ（学修成果の可視化）」を遂行するとと

もに、教職員・学生へのフィードバックや教育改善を

目的とした各種教学データ（試験結果、成績、出欠情

報、アンケート調査結果等）の収集・分析、教学に係

るICT環境の整備・活用の推進（Web Base電子シラ

バス、Web Base電子試験問題作成システム、Moodle

によるe-ラーニングシステムを部署内で新規構築）、

学士課程（大学の学部における 4年間、医学・歯学・

薬学の一部・獣医学は 6年間の課程）教育の改善に取

り組んで参りました。

口腔歯学部として歯科医師国家試験を視野に入れた

教育は必須であり、その指標となる共用試験や、模擬

試験に着目した情報分析や対策は重要です。しかしこ

れらに特化せず、将来、社会で他学卒業生に引けを取

らない優秀な歯科医師の養成を目指しています。その

ため、口腔医学のスペシャリストとしての歯科医師養

成を行う教育システムをさらに充実させるべく日々努

力を重ねています。また、本学卒業後の社会での活動

状況を継続的に調査し、教育内容の評価・改善に役立

てたいと思っています。

甚だ微力ではございますが、少しでも福岡歯科大学

に貢献できるよう一層の努力をいたす所存でございま

す。何卒倍旧の御指導御鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。

福岡医療短期大学歯科衛生学科の松尾忠行（13期

生）です。今年 4月 1日付けで教授職を拝命しまし

た。1992〜1999年 8 月までは予防歯科学講座（現 口

腔保健学講座）で学生教育および主に地域歯科保健活

動（フッ化物洗口法によるう蝕予防）を行っていまし

た。1999年 9 月からは、福岡医療短期大学歯科衛生学

科に異動になりました。当初は、歯学部教育とは違

い、歯科衛生士教育は歯科予防処置・歯科診療補助・

歯科保健指導がメインで手探りの状態で講義・実習に

携わっていました。短大に赴任して2019年現在に至る

までに、養成期間が 2年から 3年に変わり、専攻科で

学士を取得できるようになり、歯科衛生士業務も前述

の主要 3科に加え、高齢者の口腔機能支援を目的とし

た口腔介護教育にシフトしています。これから、

益々、歯科衛生士の活躍の場が広がることが予想され

ます。

短大卒業生もすでに20期を迎えています。これから

も地域社会に貢献できる歯科衛生士を育てていきたい

と思います。

現在、本学は平成29年度に文科省に採択された、

「私立大学研究ブランディング事業」の最終年度とい

うことで、教職員全員が、この事業の成果についての

学会発表および論文投稿を目指して鋭意努力している

ところです。

本学研究ブランディング事業における、私の研究内

容について簡単にお話します。「口臭抑制グループ

（松尾・石井・森・川尻）に属し、研究テーマは「在

宅自立高齢者の口臭発現要因に関する検討」です。超

高齢社会が進展する中で、高齢者が生涯にわたって生

き生きと活躍し、安心して生活するためには、健康を

維持し、人とのコミュニケーションを通じて、様々な

活躍の場があることが重要です。「口臭」は人とのコ

ミュニケーションを妨げる、ひいては、社会参加を減

少させる社会的フレイルの原因となる可能性がありま

す。

本研究により、65歳以上の在宅自立高齢者の病的口

臭を取り巻く、各要因（歯周病、舌苔、口呼吸、口腔

乾燥）の関連性が解明されることが期待でき、その結

果、要因別の効率的な口臭予防プログラム立案につな

がり、在宅自立高齢者のQOL向上に貢献できるので

はないかと考えています（2019年 7 月12〜14日 日本

口臭学会（日本歯科大学）で発表予定）。どうぞ今後

とも宜しくお願い致します。
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福岡医療短期大学

歯科衛生学科 教授

松尾 忠行（13期)

教授就任挨拶

《略歴》

1996年 福岡歯科大学 卒業

2001年 福岡歯科大学大学院（口腔外科学Ⅰ） 修了

2003年 福岡歯科大学 助手（口腔外科学分野）

2007年 福岡歯科大学 講師（口腔腫瘍学分野）

2014年 福岡歯科大学 准教授（教育支援室）

福岡歯科大学 准教授（教育支援・教学ＩＲ室）

2019年 福岡歯科大学 教授（教育支援・教学IR室）

（現在に至る）

《略歴》

1991年 福岡歯科大学卒業

1992年 福岡歯科大学 助手（予防歯科学講座）

1999年 福岡医療短期大学歯科衛生学科 講師

2007年 歯学博士（福岡歯科大学）

2007年 福岡医療短期大学歯科衛生学科 准教授

2019年 福岡医療短期大学歯科衛生学科 教授

（現在に至る）



この度、平成31年 4月 1日より福岡医療短期大学

歯科衛生学科に教授として着任いたしました。歯科衛

生士は歯科診療補助ばかりでなく、行政機関での健康

増進につながる口腔衛生指導、歯科衛生士養成学校で

の講師、歯科関係企業の商品開発や啓蒙活動に加え、

最近では、入院施設の周術期チームの一員として全身

管理に対応した口腔ケアを立案、実施することも歯科

衛生士として要求されています。歯科衛生士の仕事は

多岐に渡っており、それぞれのスペシャリストとして

活躍できる知識と技量が求められておりますので、

�かしこく、やさしく、たくましい歯科衛生士�の育

成に邁進し、福岡医療短期大学の人材の特色にしてい

きたいと思います。

私は平成12年に福岡歯科大学を卒業し、同大学大学

院歯学研究科博士課程（口腔外科学）へ進学しまし

た。私を口腔外科に向けたのは、登院実習（ 5 年生）

で出会った先生の一言が何となく気になった程度のも

のでしたので、18年も長く携わるとは思いもよりませ

ん。大学院時代は、変形性下顎頭の負荷様式を形態力

学的に解析する研究をしながら、指導医となった下田

恒久先生（ 7 期）の顎変形症の手術助手を務め、これ

が私の口腔外科医としての手本となり、現在も福岡歯

科大学医科歯科総合病院で顎変形症の手術を執刀して

おります。この数年、口腔外科を専攻した歯科衛生学

科専攻科生の研究を指導していたことも福岡医療短期

大学へ赴任する方向づけになった様に思います。歯科

衛生学科は 3年課程ですが、 1年次より解剖、薬理、

病理などの専門基礎学（12科目）と口腔外科、保存、

補綴、歯材料学などの専門歯科医学（21科目）の講義

に加えて歯科衛生技術の実習があります。さらに英語

や情報処理、栄養学等を学び、 3年次の臨床登院実習

を迎えます。短期間で全てを習得せねばならないの

で、毎日の予習復習は欠かせません。現在、歯科衛生

学科専任教員11名（教授 4名、准教授 1名、講師 3

名、助教 3名）おり、学年担任と助言教員のダブル体

制で手厚く学生支援を行っています。また卒業後 1 年

間は、専攻科として専門的技術を究めながら研究論文

を作成し、審査にて 4年制大学卒業と同等の学士（口

腔保健学）を取得でき、大学院への道も拓けます。

本学の学生は元気一杯で挨拶の笑顔も忘れません。

オープンキャンパスも絶賛開催中ですので歯科衛生士

に興味を持つ御息女がおられたら、是非、福岡医療短

期大学をご紹介下さい。今後とも、よろしくお願い申

し上げます。

7月13日、長州歯会（山口県同窓会）は創立40周年

記念式典を挙行しました。

30周年の時には山口県出身の教授（松浦智二先生、

松本光生先生、和田忠子先生）や歴代の会長に感謝状

を贈るというセレモニーもありましたが、今回は会長

も変わっていないし古くからの教授の出席も望めない

ので、セレモニーもなく単なる懇親会になるのでは、

と危惧していましたがとても素晴らしい記念式典に

なったと自負しております。

城戸教授に記念講演をしていただき、来賓として水

田理事長、宮口同窓会会長ほか九州や中国地区一円の

同窓会長、大分県歯科医師会会長の長尾先生には私と

同じ 1期生ということで来ていただきました。

今から 1年前、他の同窓会に先駆けての40周年、と

いうことでなにをしたらみんなに喜んでもらえるかい

ろいろ考えました。ちょうどそのころ大学から創立50

周年記念事業の募金の案内が来ていました。専務理事

の児玉先生が長州歯会として大学に寄付をしたらどう

か？と提案したところ、役員全員が賛成して寄付をす

ることになりました。当日は水田理事長にご臨席をい

ただき直接目録をお渡しできて、大変盛り上がりまし

た。

もう一つ盛り上がったわけがあります。山口県歯科

医師連盟では参議院議員選挙比例区で比嘉先生とは別

な候補者を応援しておりました。全国で比嘉先生を表

立って応援できなかったのは 2県だけです。私たち長
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山口県同窓会創立40周年記念

山口県同窓会会長

佐々木 猛（ 1 期)

《略歴》

Ｈ12. 3 福岡歯科大学歯学部卒業

Ｈ16. 3 歯学博士（福岡歯科大学）

Ｈ16. 4 〜19. 2 福岡歯科大学助手

Ｈ19. 3 〜31. 3 福岡歯科大学講師

Ｈ23. 4 〜23. 5 ドイツ ハノファー医科大学留学

Ｈ23. 6 〜24. 3 ドイツ フライブルク大学留学

Ｈ22. 4 福岡歯科大学同窓会理事（現在に至る）

長州歯会創立40周年

記念式典開催

福岡医療短期大学

歯科衛生学科 教授

泉 喜和子（22期)

教授就任挨拶



州歯会は大変歯がゆい思いをしておりました。13日に

比嘉先生が岡山に入られるということで、ぜひ山口に

寄ってください、とお願いしたところ、10時30分ごろ

に 2次会からの合流になりました。もちろん記念式典

では地元の私は県歯連盟の絡みがあるので、比嘉先生

のことには触れませんでしたが、県歯連盟会長の前で

宮口会長や松島沖縄県会長、長尾歯科医師会会長が比

嘉先生への支援をお願いしました。長州歯会会員も溜

飲が下がる思いでした。貸し切りの 2次会会場に比嘉

先生が登場すると大歓声の盛り上がりで、 3次会の焼

き肉に突入しました。

長州歯会では 3次会が焼き肉と決まっています。 5

月の連休から全国を飛び回って、大変お疲れのようで

したが、焼き肉店では同窓生の中でも同期生数名に囲

まれて、比嘉先生もほっとしておられたようでした。

去る 5月25日土曜日 6時10分、グランドハイアット

福岡において、福岡歯科大学同窓会平成30年度第41回

定時総会終了後、講師にひがなつみ先生をお迎えし、

「歯科医療が日本を救う！」と題して特別講演を開催

いたしました。

講演に先立ち、佐賀県歯科医師会会長 寺尾隆治先

生（ 1 期卒）が16年に亘る会長職の経験を踏まえ、日

本には世界に誇れる国民皆保険制度があり、日本の医

療の方向性は国策で決まる。国策は政権与党が決める

という構図を説明した上で、歯科医師の職域からの出

馬が如何に重要かを述べられました。

次に、学校法人福岡学園理事長 水田祥代先生よ

り、何よりも医療人は信頼が大切であり、医学と信

頼、医療の保障、そして予防医学が大切である。口

腔、歯の健康だけでなく、全体的疾患を学び、患者に

告示し予防することが大切であり、8020を超えて、私

の車9020を目指せたら良いのに。等、ユーモアを交え

てお話をされ、ひがなつみ先生のこれまでの地道な活

動、国際感覚を持ち合わせ、何よりも義理堅く、倫理

観のある躍動的で誠実な明るい人柄を称賛し、「歯科

界、歯科医療のため、皆の笑顔のため、皆さんのため

に頑張ってください。」と激励されました。

ご講演内容は、今回の出馬について、衆議院議員を

2期務め、国際貿易に関わる港湾関係、厚生省関連の

委員会所属、環境大臣政務官の要職の経験を活かし、

口腔管理が健康に繋がり、歯科界の発言力を大きく

し、診療報酬の正当な改定、国民皆歯科検診の実現に

向けての取り組みが大切であると述べられました。

7月22日未明、自民党比例20位と次点となり当選に

はとどきませんでしたが、ひがなつみ先生のこれまで

の経験と実績を称えながら、国民の健康に対する取り

組みは今後も絶やさず頑張っていただきたいと、今回

のご慰労を申し上げながら、今後のご活躍とご健康を

ご祈念申し上げます。
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福岡歯科大学同窓会平成30年度

第41回定時総会特別講演会報告

副会長

岩本 憲明（ 2 期)

ひがなつみ先生をお迎えして

「歯科医療が日本を救う！」
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西日本豪雨（広島県）被災一年後

報告とご支援のお礼

昨年の西日本豪雨に際しましては、ご支援並びに

ご厚情あふれるお見舞いのお言葉を戴き誠に有り難

く衷心よりお礼申し上げます。

被災直後は当院だけでなく医院の周辺すべてが泥

にまみれた地域となり復旧が叶うものかどうか不安

に思う日々が続きました。また職員・職員の家族の

中には家屋に大きな被害を受けた者もおりますが、

なにより大切な命に大事がなかったことは不幸中の

幸いでございました。

今月で被災後一年となります。おかげさまで皆様

からの励ましを受け、医院の設備環境は診療に差し

障りのない状態まで復旧することができました。し

　第 72回九州歯科医学大会が、令和元年 10月 26日（土）・27日（日）の両日
長崎県に於いて開催されますが、それに伴う福岡県地区会・九州地区会の合同会
議および福岡歯科大学同窓会福岡県地区・九州地区懇親会を開催いたします。

会　長　　小川　豊久

日　　時：令和元年 10月 26日（土）
　福岡県地区会・九州地区会合同会議
　　　　　　　　　　　　17：30～　「５F　シャポレ」　
　福岡歯科大学同窓会福岡県地区・九州地区懇親会
　　　　　　　　　　　　18：30～　「４F　シェーヌ」

会　　費：15,000 円（二次会無料）

場　　所：平安閣　サンプリエール
　　　　　　　〒850-0035　長崎市元船町 2-4　☎095-822-3390

福岡歯科大学長崎県同窓会「歯ってん会」

《第 72回九州歯科医学大会 in 長崎》
福岡歯科大学同窓会福岡県地区・九州地区会合同会議及び懇親会

かしながら、周辺の町並みが復旧するにはまだまだ

時間がかかりそうです。

自分たちがひとりで生きているのではなく多くの

方の支え、つながりの中で生きているということを

改めて実感しています。私たちができる唯一の仕

事、歯科診療を通じて復旧の途上にある地域住民の

方々のお役に立てるよう職員一同邁進したいと決意

を新たにして

おります。

今後とも引

き続きお力添

えを賜ります

ようお願い申

し上げます。

西日本豪雨

一年後のご報

告とご支援の

お礼を申し上

げます。

坂本 智則（ 8 期）


