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台湾・国立陽明大学との友好協定を締結

友好協定調印式後に台湾・国立陽明大学の先生方との記念撮影：
平成 27年 7月 21日（火）、水道橋校舎本館法人役員会議室

平成 27年 7月 21日（火）午後 2時より、水道橋校
舎本館法人役員会議室において、国立陽明大学
（台湾・台北）との友好協定調印式が執り行われ
た。
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この調印式には、台湾・国立陽明大学から
許 明倫歯学部長をはじめ 4名の先生が来日され、
本学から井出吉信学長、石井拓男副学長、
一戸達也副学長、河田英司教務部長、佐藤 亨学
生部長、阿部伸一国際交流部長、齋藤 淳教授（国
際交流部運営委員）が出席した。

調印式では、井出学長、許歯学部長による協定
書への調印を行った後に記念品の贈呈を行った。
今後の研究、臨床、教育などにおける交流の可能
性だけでなく、学生交流についても具体的な話し
合いが行われた。

水道橋キャンパスニュース
■水道橋校舎本館西棟建設工事進捗状況

三崎神社通りより撮影：平成 27年7月 29日（水）

台湾・国立陽明大学を訪問した学生との記念撮影：平成
27年 7月 21日（火）、水道橋校舎本館法人役員会議室

水道橋校舎南棟屋上より撮影：平成27年7月23日
（木）

友好協定調印書を交わす許歯学部長（左）と井出学長：
平成 27年 7月 21日（火）、水道橋校舎本館法人役員会
議室
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学内ニュース
■第299回東京歯科大学学会例会開催
平成 27年 6月 6日（土）午前 9時より、水道橋校
舎新館において第 299回東京歯科大学学会例会が
開催された。午前は、口演 15題が第 1・ 2講義室で、
示説 6題が第 3実習講義室を会場として各々発表
された。午後は、第 2講義室において、微生物学
講座の柴山和子講師と歯科麻酔学講座の
佐塚祥一郎助教による、学長奨励研究賞受賞講演
が行われた。引き続き同会場において 4教授によ
る以下の特別講演が行われた。
1.「顔面神経麻痺の治療update」
田中一郎 教授（市川総合病院形成外科）
2.「組織・発生学研究の展開」
山本 仁 教授（組織・発生学講座）
3.「これからの歯科医学教育と歯科医療提供体
制」
平田創一郎 教授（社会歯科学講座）
4.「歯内療法　−臨床の現状とジレンマ−」
古澤成博 教授（歯科保存学講座）

また、 11商社の参加による商品展示が第 2講義
室前ラウンジで行われた。

■「研究活動に係る不正行為の防止に関する研修
会」開催
平成 27年 6月 10日（水）午後 6時より、水道橋校
舎本館第 1講義室において、「平成 27年度研究活
動に係る不正行為の防止に関する研修会」が開催
され、市川総合病院と千葉校舎へはテレビ会議シ
ステムで配信された。
本研修会は、研究に携わる全ての教職員を対象

に行われた。村松 敬研究部副部長の司会で開会
され、石原和幸研究部長より挨拶があった。つづ
いて、福田謙一研究部副部長より「研究活動にお
ける不正行為の防止および公的研究費の適正使用
について」、石井拓男副学長・研究倫理審査委員
会委員長より、「研究倫理指針改正に伴う学内規
程改正および倫理審査申請の手続きについて」と
題した講義が行われた。
本研修会では、プレテスト・ポストテストを実
施し、出席者は理解を深め、有意義な研修会と
なった。

■平成27年度実験動物供養祭開催
平成 27年 6月 19日（金）午前 10時 40分より、水
道橋校舎新館血脇記念ホールにおいて平成 27年
度実験動物供養祭が執り行われた。
供養祭は、真珠院ご住職の読経に始まり、公務
で欠席の井出吉信学長に代わって、一戸達也副学
長が祭文を奉読した。
歯科医学の発展のため、教育・研究にその生命

を捧げた動物諸霊に対し深く哀悼と感謝の意を込
め、教職員、大学院生、臨床研修歯科医、第 3学
年学生代表が順次献花を行い、滞りなく終了した。

■父兄会定時総会・修学指導方針説明会開催
平成 27年 6月 20日（土）午後 1時より、水道橋校
舎新館血脇記念ホールにおいて平成 27年度父兄
会定時総会が開催された。総会には約 500名の保
護者が出席した。
総会は、小林容子副会長の開会の辞で始まり、

本年 4月に父兄会長に就任した福田紳一会長から新
研修会会場風景：平成2 7年6月 10日（水）、水道橋校
舎本館第 1講義室

祭文を奉読する一戸副学長：平成2 7年6月 19日
（金）、水道橋校舎新館血脇記念ホール
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任の挨拶と運営方針などが述べられた。井出吉信
名誉会長（学長）から挨拶を頂いた後、第 6学年保
護者の西村臣史氏が議長に選出され、議事が進め
られた。
平成 26年度会計収支決算、平成 27年度父兄会
事業計画、会計収支予算（案）、傷害共済基金支出
（案）などが審議され、いずれも提案どおり承認可
決された。引き続いて父兄会役員の任期満了に伴
う改選の審議に移り、慣例に従って選考委員会が
設置され、同委員会の推薦を受けて平成 27年度
父兄会役員が下記のとおり選任された。

〈平成 27年度父兄会役員〉
会 長：福田紳一
副 会 長：中川雅晴、石 和久、松崎英雄、

小林容子
常務理事（庶務）：原島 晃、清水 泰
常務理事（会計）：村上雅一、山口和彦
常務理事（奨学）：瀧上恵美子、阿部真理
常務理事（傷害）：丹沢朝彦、伴野和夫
常務理事（広報）：藤関雅嗣、鈴木千枝子
理 事：黒河宏之、鈴木幸一、森 正浩、

山田由美子、安藤雄一、渡辺和宏、
大内仁之、芹澤誠一、石井みわ、
大西泰斗、石河信高、中島信也、
溝口ちづ子、森 玲子、加藤士郎

監 事：寺本信三、荻原俊美

なお、当日は総会に先立ち、午前 9時より水道
橋校舎本館 13階において学年主任・副主任によ
る三者個別面談会も実施された。
午後 2時 20分より、保護者を対象にした大学主
催による修学指導方針説明会が開催され、井出学

長から大学の修学に関する総括説明、一戸達也副
学長から学生指導の基本方針、河田英司教務部長
から勉学に関する指導指針、佐藤 亨学生部長か
ら学生生活に関する指導方針について、それぞれ
の立場から説明が行われた。

■第4回千葉病院ロビーレクチャー開催
平成 27年 6月 20日（土）午後 2時より、千葉病院
待合ロビーにおいて老年歯科補綴学講座の
髙野智史助教による、第 4回千葉病院ロビーレク
チャー「知って得する !?最新 !入れ歯の話」と題し
た講演が行われた。
義歯の種類とそれぞれの特徴、義歯との上手な
付き合い方、最新の義歯に関する研究内容等につ
いて分かりやすい説明がなされた。
参加者は熱心に講演に耳を傾け、大変意義のあ
るイベントとなった。

修学に関する説明をする井出学長：平成 27年 6月 20日
（土）、水道橋校舎新館血脇記念ホール

総会で挨拶をする福田父兄会長：平成2 7年6月 20日
（土）、水道橋校舎新館血脇記念ホール

ロビーレクチャーの様子：平成2 7年6月 20日（土）、
千葉病院待合ロビー



 

（5）第273号平成27年7月31日発行 東 京 歯 科 大 学 広 報

■第145回歯科医学教育セミナー開催
平成 27年 6月 22日（月）午後 6時より、水道橋校
舎本館第 1講義室において、第 145回歯科医学教
育セミナーが開催された。今回は、「評価として
の試験問題」と題し、教務副部長である組織・発
生学講座の山本 仁教授と社会歯科学講座の
平田創一郎教授より説明があった。
はじめに、山本教授より学習目標設定の意義に
ついて①学習者のガイドとなりモチベーションを
刺激する②学習者と学習支援者との間で情報の交
換が容易となる③複数の学習支援者が学習者の到
達度について共通の理解が得やすい④効率的かつ
効果的に目標に達するための学習方法の選択、資
源の準備、時間配分の計画がしやすい⑤学習目標
を達成したか否かの評価が可能となるということ
で、これらを評価するための試験問題が必要に
なってくると説明があった。
また、目標には、一般目標（ GIO）と行動目標

（SBOs）があり、ひとつの GIOに数個から 10個程
度の順次性をもった SBOsがあり、 SBOsが達成
できれば  GIOが達成できるようになっており、
SBOsを疑問形にするとそれ自体で問題となりえ
るので、 SBOsは①現実的②理解可能③測定可能
④行動的⑤達成可能であることが必要になると説
明があった。
つづいて、評価の原則として、評価のプロセス
から①方法（いつ、どのように測定するのか）②解
析（測定結果を点数・順位に変換）③意思決定（最
終決定）について、科目試験と口頭試問のケース
を交えて考察がなされた。知識の評価としては単
純想起（Ⅰ型）、解釈（Ⅱ型）、問題解決（Ⅲ型）があ
り、より複雑な知識・理解・問題解決の能力を見
る自由応答形式の「論述試験」と知識の想起、単純
な解釈や問題解決能力をみる「客観試験」のそれぞ
れの長所と短所について説明があり、評価の妥当
性を計るには、試験問題の難易度（正答率）と識別
係数が参考になると紹介があった。
最後に、平田教授より、試験の目的は評価だけ
ではなく、試験があることにより勉強する学生も
いるので、試験は時として方略になると考察がな
され、その試験の種類として①同一 SBOでの問
題作成例②プレ・ポストテスト③中間試験④再試
験⑤総合学力試験のそれぞれの問題の出し方や
フィードバックのやり方について説明があり、各

試験の特性を活かし、形成的評価と総括的評価を
組み合わせ、学生に繰り返し提供していくことに
より学生の知識が定着していくと説明があった。
当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千
葉校舎にも中継された。試験問題の出題や評価に
ついては、各講座・研究室で試行錯誤しているこ
ともあり、多くの参加者が集まり、質疑応答も活
発に行われ大変有意義なセミナーとなった。 

■平成27年度第3回水道橋病院教職員研修会開催
平成 27年 6月 23日（火）午後 6時より、水道橋校
舎本館第 1講義室において、平成 27年度第 3回水
道橋病院教職員研修会が開催された。
今回は、「治療の流れと適正な保険請求につい
て」として、河野誠之臨床准教授による講演が行
われた。講演では、河野臨床准教授が水道橋病院
における診療報酬請求（レセプト）の点検を行う中
で気付いた点について説明があり、歯周治療と補
綴治療が混在するケースの注意点、歯周病安定期
治療（SPT）の算定方法、算定もれとなりやすい事
例について解説が行われた。
今回の研修会では、正しい診療録の記載と適正

説明する平田教授：平成2 7年6月 22日（月）、水道橋
校舎本館第 1講義室

講演する河野臨床准教授：平成2 7年6月 23日（火）、
水道橋校舎本館第 1講義室
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な保険請求について事例に基づき詳細な解説があ
り、教職員の保険請求に関する意識を高める有意
義なものであった。

■入試ガイダンス開催
平成27年7月4日（土）午後2時より、水道橋校
舎において東京歯科大学への入学を希望する受験
生を対象とした入試ガイダンスが開催された。
受験生や保護者の方々に対し、本学の教育理念
やカリキュラム、国家試験合格状況、学生生活、
クラブ活動、卒後進路状況、平成 28年度入学試
験の概要等について説明を行い、英語の推薦入学
選考で出題される同等レベルの例題を提示したう
えで問題の解説を行った。入試問題解説は一昨年
から行われており、今年度も大変好評であった。
また、模擬授業も実施され、今回は口腔病態外
科学講座の片倉 朗教授による「これから求められ
ている歯科医療は…社会に貢献できる歯科医師に
なるために」と題した授業が行われた。
そして、希望者による見学がさいかち坂校舎と
水道橋校舎新館、水道橋病院で行われ、最後に希
望者を対象に教務部・学生部の教職員との個別相
談を実施した。当日は大勢の方の参加があり、大
盛況なガイダンスとなった。
今後の入試ガイダンスは、8月1日（土）と8月
29日（土）が午後 1時より、9月 26日（土）、12月 19
日（土）は午後2時より水道橋校舎で開催する予定
である。

参加者に説明する河田英司教務部長：平成27年7月4日
（土）、水道橋校舎本館第1講義室

■千葉病院医療連携講演会開催
平成 27年 7月 16日（木）午後 3時より、千葉校舎
第 3教室において「東京歯科大学千葉病院医療連
携講演会」が開催された。本講演会は、千葉県歯
科医師会、千葉市歯科医師会、習志野市歯科医師
会、印旛郡歯科医師会、市原市歯科医師会、八千
代市歯科医師会、船橋歯科医師会、江戸川区歯科
医師会の協力のもと、地域の歯科診療所と千葉病
院との連携強化を目的として開催している。
演題は、毎年、千葉県歯科医師会および前掲の
近隣歯科医師会の代表委員と千葉病院の医療連携
委員で構成されている医療連携協議会で決定し、
講演を行っている。
※演題および演者
Ⅰ .新体制で地域医療連携に貢献する千葉病院
歯科矯正学講座　准教授　茂木悦子

Ⅱ .紹介症例から考える
1.「薬物性歯肉増殖症の臨床と対応」


歯周病学講座　助教　色川大輔


2.「いわゆる難治性歯内疾患への対応」


歯科保存学講座　講師　加藤広之
 

Ⅲ.種々の適切な口腔内装置とその製作法について
1.「安全性の高い最新のマウスガードとその
製作法」
スポーツ歯学研究室　准教授　武田友孝

2.「睡眠時ブラキシズムに対するナイトガー
ドの基本的な考え方」
スポーツ歯学研究室　非常勤講師　島田 淳

3.「OSAS（閉塞性睡眠時無呼吸症候群）とス
リープスプリント」
スポーツ歯学研究室　講師　中島一憲

当日は 123名の参加者を迎え、井上 孝千葉病
院長の挨拶から講演会が始まった。講演会では各
演題20 〜 40分間の講演が行われ、発表後の質疑
応答時には、日常診療における問題点の解決方法
や治療に対する創意工夫について意見が交換され
た。また、参加者からの症例相談に応じる症例相
談コーナーを設け、各症例に対し医療連携委員が
対応した。
休憩時間中には、サンドウィッチや太巻き寿司
を用意し、集まった参加者で軽食を取りながら医
療連携、症例相談等の各話題について歓談され
た。
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参加者のアンケートからは、「専門的な話が聞
けて刺激になった。」、「最新の知見を得ることが
できてよかった。」等の声が多く寄せられ、大変有
意義な講演会となった。

■「大学・同窓会共催学年代表者会」開催
平成 27年 7月 20日（月）午後 1時より、水道橋校
舎新館第 1講義室において「大学・同窓会共催学
年代表者会」が開催された。各卒業年次の学年代
表者約 60名の参加があり、大学に対する関心の
高さが伺えた。
大学からは井出吉信学長、一戸達也副学長が出
席し、同窓会からは、矢﨑秀昭会長、宮地建夫副
会長、浮地文夫副会長、玉井達人副会長、藤原元幸
副会長、財部正治副会長をはじめ役員の先生方が
出席した。
会は井出学長、矢﨑会長の挨拶で始まった。つ
づいて、大学側からの報告として、井出学長から
「大学の現況、今後の歯科界における東京歯科大
学の進むべき方向性」というテーマで、水道橋Ⅱ
期工事の状況、歯科大学を取り巻く環境などにつ
いて、スライドを使用して詳細説明があった。そ

の後、同窓会側からの報告等が行われた。また、
同窓会側で事前に集約していた質問に対し、井出
学長、一戸副学長が答えた。
学年代表者会終了後、水道橋校舎新館第 1実習
講義室において開催された懇親会では、一戸副学
長の挨拶、大山萬夫同窓会顧問の乾杯で始まり、
世代を超えた参加者各位が和やかに歓談した。会
の最後には鳴神保雄同窓会顧問の指揮で校歌を斉
唱し、大学・同窓会共催学年代表者会は盛会裡に
終了した。

■平成27年度 歴代学長・役職者の墓参
例年、夏季期間に行なわれている歴代学長・役
職者の墓参は、水野嘉夫理事長、井出吉信学長、
法人事務部、大学事務部職員により下記の日程で
執り行われた。

7月 22日（水）
髙山　紀齋　先生　杉並区「文殊院」
奥村　鶴吉　先生　東村山市「小平霊園」
杉山　不二　先生　府中市「多磨霊園」
松宮　誠一　先生　府中市「多磨霊園」

演者に質問をする参加者：平成 27年 7月 16日（木）、
千葉校舎第3教室

学年代表者会で挨拶をする矢﨑同窓会長：平成 27年 7
月 20日（月）、水道橋校舎新館第１講義室

学年代表者会で質問に答える一戸副学長：平成 27年 7
月 20日（月）、水道橋校舎新館第１講義室

懇親会での記念写真：平成 27年 7月 20日（月）、水道
橋校舎新館第１実習講義室
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髙木圭二郎　先生　新宿区「真英寺」
石川　達也　先生　新宿区「養国寺」
7月 28日（火）
関根　永滋　先生　栃木県藤岡町「慈福院」
関根　　弘　先生　横浜市「東戸塚霊園」
8月4日（火）
血脇守之助　先生　松戸市「八柱霊園」
花澤　　鼎　先生　松戸市「八柱霊園」
福島　秀策　先生　松戸市「八柱霊園」
鹿島　俊雄　先生　市川市「市川霊園」
井上　　裕　先生　印旛郡「印旛霊園」

■第146回歯科医学教育セミナー開催
平成 27年 7月 27日（月）午後 6時より、水道橋校

舎本館第 1講義室において、第 146回歯科医学教
育セミナーが開催された。今回は、「学生のメン
タルヘルスについて」と題し、慶應義塾大学医学
部精神・神経科学教室ストレス研究センター副セ
ンター長の白波瀬丈一郎先生より講演いただい
た。
はじめに、高等教育進学者数が増加することに
より、教育の質の変容をもたらす「トロウ・モデ

ル」に沿って、いわゆる今どきの大学生と教職員
との関係性の一つのあり方について考察がなさ
れ、研究に重点を置く「教員中心の大学」から多様
な学生に関するきめ細やかな教育・指導に重点を
置く「学生中心の大学」へと視点が転換されている
と説明があった。
つぎに、米国国立職業安全保健研究所の職業性
ストレスモデルについて紹介があり、ある程度の
ストレスは人間が成長するために不可欠である
が、ストレスを抱えている要因について理解し
て、軽減し、自分自身でストレスに対処できるよ
うな能力をつけることも重要になってくると説明
があった。そして、教職員がその役割を果たすう
えでのコミュニケーション技術を身につけるポイ
ントとして、 ①関係を作ること ②話を聞くこと
③見つけること④「スイッチ」を入れることを挙
げて、つまり、大人になりきれない「子ども」を手
取り足取り面倒見ていくことが大学教職員の役割
になってきたという側面も否定できないが、より
能力の高い学生を育成するという観点から、学生
を何とか成長させたいという気持ちを持って取り
組んでいくことが大事になってくると説明があっ
た。
つづいて、医師ががん患者さんへ告知をすると
きのコミュニケーションの四段階を学生支援に置
き換えて、基本的なコミュニケーション技術であ
る ①話を聴くスキル②質問するスキル ③応答す
るスキル④共感するスキルの具体例について紹介
があった。医師や教職員（支援者）は、理想として
はこれらを出来て当然だと思われがちだが、現実
は難しく、その技術の習得は大きなチャレンジで
あり、とても有益であると説明があった。
最後に、学生の個別的ニーズに応じた学生支
援・相談は教育そのものであり、大学全体の学生
支援力を強化するということで、学生支援の 3階
層モデルである①日常的学生支援、②制度化され
た学生支援、③専門的学生支援について紹介があ
り、学生支援とは骨が折れ、根気の要る取り組み
であると同時に、知的でワクワクする取り組みで
もあるので、息切れしないためにも皆で協力して
粘り強く取り組んでほしいと提言があった。
当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千
葉校舎にも中継された。今回の講演は学生支援に
留まらず、職場環境や患者さんへの対応において

石川先生の墓前にお参りする水野理事長：平成 27年 7
月 22日（水）、新宿区「養国寺」

血脇先生の墓前にお参りする井出学長：平成 27年 8月 4
日（火）、松戸市「八柱霊園」
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も通ずることが多く、質疑応答も活発に行われ大
変有意義なセミナーとなった。 

■平成27年度第4回水道橋病院教職員研修会開催
平成 27年 7月 28日（火）午後 6時より、水道橋校
舎本館第 1講義室において、平成 27年度第 4回水
道橋病院教職員研修会が開催された。
今回は、「個人情報保護法を読む」として、水道
橋病院の顧問弁護士である児玉安司弁護士による
講演が行われた。講演では、まず守秘義務に関す
る法的根拠とポイントについて説明があり、その
後、個人情報保護法の沿革、概要、医療介護分野
のガイドライン、東京歯科大学水道橋病院のルー
ルについて解説があった。また、現在改正を目指
して国会審議中の同法案について説明があった。
今回の研修会では、個人情報保護法の解説など
を通じて個人情報の保護と高度な利用について説
明があり、教職員にとって大変興味深く有意義な
ものであった。

■水道橋病院「医療連携ホットライン」運用開始
平成 27年 7月 30日（木）より、水道橋校舎にお
いて運用を開始した「医療連携ホットライン」の
カードの配布が、矢島安朝水道橋病院長より基礎
系講座、コメディカルスタッフ、および事務系の
スタッフになされた。
「医療連携ホットライン」は、初診時の円滑な予
約がとれるよう、専用電話回線を水道橋病院地域
医療連携室に設置し、番号が明記されているカー
ドを有した特定の方より電話をいただくシステム
となっている。今回はトライアルを兼ね、水道橋
校舎所属の教職員より広く患者を紹介いただくた
め、今回矢島水道橋病院長から各部署にカードが
配布された。

講演される白波瀬先生：平成 27年 7月 27日（月）、水
道橋校舎本館第 1講義室

講演される児玉弁護士：平成 27年 7月 28日（火）、水
道橋校舎本館第 1講義室

医療連携ホットラインカードの説明をする矢島水道橋病
院長：平成 27年 7月 30日（木）、水道橋校舎新館

医療連携ホットラインカードを配付する矢島水道橋病院
長：平成 27年 7月 30日（木）、水道橋校舎本館
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■第392回大学院セミナー開催
平成 27年 6月 8日（月）午後 6時より、水道橋校

舎本館大会議室において、第 392回大学院セミ
ナーが開催された。今回は、北海道医療大学歯学
部生体機能・病理学系臨床口腔病理学分野教授の
安彦善裕先生をお招きして、「口腔疾患に対する
エピジェネティックなアプローチ」と題して講演
いただいた。　
ゲノムの持つ遺伝情報の発現は塩基配列と転写
装置だけで制御されているわけではなく、ゲノム
DNAとヒストンなどの蛋白質から構成されるク
ロマチンの化学的、構造的な修飾による情報発現
制御も受けている。このような、 DNAの塩基配
列の変化を伴わず遺伝子発現が変化する現象をエ
ピジェネティックスといい、その代表的なものに
DNAのメチル化修飾やヒストンの化学修飾があ
る。近年エピジェネティックスは、大変注目され
ており、糖尿病、アレルギー疾患、自己免疫疾患、
精神疾患など、腫瘍以外の疾患への関与も明らか
になってきている。安彦先生のグループでは、口
腔がんおよび前がん病変のエピジェネティックス
に加え、口腔の感染症や炎症に関わるエピジェネ
ティックス変化について研究されており、ご自身
のデータを交えながら分かり易く説明いただい
た。歯周病細菌や口腔炎症性疾患がエピジェネ
ティックスを引き起こすことから、今後の口腔疾
患の治療のターゲットになりうることを知り、参
加した大学院生たちは、熱心に先生の講演に耳を
傾けていた。
講演後、大学院生から iPS細胞などの幹細胞と
エピジェネティックスとの関係について、質問が
出るなど大変有意義なセミナーとなった。

■大学院生研究進捗状況報告会開催
平成 27年 6月 22日（月）午後 7時より水道橋校舎
本館大会議室、23日（火）午後 6時より水道橋校舎
新館第 1講義室、7月 1日（水）、3日（金）午後 6時
より水道橋校舎本館大会議室において、 4日間に
わたり、研究進捗状況報告会が開催された。
本報告会は、大学院 3年次生 41名が研究内容を
学内に広く周知するとともに、各自の研究の進捗
状況を把握し、今後の研究・論文作成に役立てて
もらうことを目的に開催した。
当日は、大学院生のみならず、発表した 3年次
生の指導教員の参加もあり、活発な質疑が行わ
れ、学位論文作成のための有意義な報告会となっ
た。

大学院ニュース

講演される安彦先生：平成 27年6月 8日（月）、水道橋
校舎本館大会議室

研究進捗状況報告会風景：平成2 7年6月 22日（月）、
水道橋校舎本館大会議室
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■齋藤 馨臨床専門専修科生、田草川 舞臨床専門
専修科生が第 25回日本顎変形症学会総会･学術大
会において優秀ポスター賞を受賞
平成 27年 6月 4日（木）、5日（金）にベルサール
神田（東京）で開催された第 25回日本顎変形症学
会総会･学術大会（大会長：高野伸夫教授）におい
て、歯科矯正学講座の齋藤 馨臨床専門専修科生、
田草川 舞臨床専門専修科生の 2名が、優秀ポス
ター賞を受賞した。
齋藤臨床専門専修科生は「顎変形症に対する顔
面形態の三次元分析：  MDCTと光学  3Dスキャ
ナーによる形態抽出・統合手法の構築と評価」と
題した示説発表を行った。外科的矯正治療におい
てmulti-detector CT（MDCT）は硬軟組織の三次
元的形態の把握に有用であるが、 X線被曝の観点
から、その撮影は必要最小限に留めるべきであ
る。一方、光学 3Dスキャナーは、被曝がなく簡
便に軟組織情報が採取できる反面、硬組織情報は
含まれない。これらのモダリティの情報統合が可
能となれば両者の硬軟組織情報を補完でき、侵襲
の無い、新たな検査法として用いることができ
る。本研究は統合手法を構築し、その精度につい
て評価したものである。その結果、軟組織形態の
誤差は僅かであり、軟組織形態評価において光学
3Dスキャナーは MDCT検査を補完しうる可能性
が示唆された。
田草川臨床専門専修科生は「下顎片顎小臼歯抜
歯を行ったハイアングルⅡ級不正咬合の外科的矯
正治療例」と題した示説発表を行った。骨格的不
調和の著しいハイアングルⅡ級不正咬合患者に対
し、下顎第一小臼歯片顎抜歯後、上下顎同時移動
術、オトガイ形成術を併用した外科的矯正治療例
である。一般矯正臨床では、Ⅲ級フィニッシュは
臼歯部咬頭嵌合が不安定になり、上顎第二大臼歯
に対合歯がないことから、治療目標としてほとん
ど選択されることはない。本症例では上顎に空隙
があり、前歯歯軸も良好であり、さらに、下顎前
歯歯軸の改善と充分な下顎骨前方移動量を得るた
めに下顎第一小臼歯抜歯を行った。その結果、著
しい顔貌の改善が得ることができた。今後、Ⅲ級
フィニッシュが骨格性上顎前突の顎変形症患者の
治療方針として選択される可能性が示された。

これらの 2演題は多くの参加者の興味を集め、
示説発表では活発な質疑応答が行われた。今後、
新たな検査法、治療方法として臨床応用が期待さ
れる。

■桒原正浩君（第 3学年）日本歯科医学教育学会
で発表
平成 27年 7月 10日（金）、11日（土）に、かごし
ま県民交流センター（鹿児島市）で開催された第
34回日本歯科医学教育学会学術大会において、
桒原正浩君（第 3学年）が学生ポスターセッション
にて「歯科医学教育の質を学習者の視点から評価
する〜こんな授業は受けたくない ! 〜」と題した
発表を行った。
本研究は、平成 27年 3月 30日（月）に開催さ
れた第 142回歯科医学教育セミナーでの発表の
ために行った調査をまとめ、社会歯科学講座の
平田創一郎教授らの指導の下に詳細に分析したも
のであった。鎌田大飛君、宮田大志君、力武春菜

トピックス

受賞した齋藤臨床専門専修科生（右から 3番目）と
末石研二教授、高野教授をはじめとする共同発表者：平
成2 7年6月 5日（金）、ベルサール神田（東京）

受賞した田草川臨床専門専修科生（右から 2番目）と
末石教授、高野教授をはじめとする共同発表者：平成
27年 6月 5日（金）、ベルサール神田（東京）
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さん（いずれも第 3学年）と共同で本学学生 80名に
対して聞き取り調査を行い、その結果から授業の
よい点、悪い点を分析したものであり、配布資料、
講義構成、講義内容などの項目別に調査結果を発
表し、「目的が明確な授業」、「具体的なイメージ
ができる授業」を学生が望んでいると結論付けた。
5分間の口頭発表の後、教員や学生から多くの質
疑を受け、活発なディスカッションが行われた。
この研究結果が本学のみならず本邦の歯科医学教
育改善の一助となることが期待される。

■ 加藤広之講師　第 36回日本歯内療法学会学術
大会で最優秀ポスター賞を受賞 
平成 27年 7月 11日（土）、12日（日）に、鶴見大
学記念館（横浜市）で開催された第 36回日本歯内
療法学会（ JEA）学術大会において、歯科保存学
講座の加藤広之講師が最優秀ポスター賞（JEA会
長賞）を受賞した。受賞演題は「3Dプリント技術
の歯内治療マネージメントへの活用」で口腔顎顔
面外科学講座の神尾 崇講師との共同発表である。

その要旨は、歯科用コーンビームCT（CBCT）画
像データから 3Dプリンタを用いて歯・顎骨の立
体造形モデル（3Dモデル）を作製、診断ならびに
処置方針立案、患者とのインフォームドコンセン
ト等に活用し、その有用性を明らかにしたもので
ある。
医科領域や口腔外科領域での 3Dモデル活用は
一般的になりつつあるが、歯内治療への 3Dプリ
ント技術を応用し、歯・顎骨形態の観察可能な
3Dモデルを用いた報告は他に類をみない。
掲示したポスターには実践症例の 3Dモデルも
呈示されており、発表討議の際は、今学会の特別
講演演者の Dr. Myers准教授（バージニアコモン
ウェルス大学）をはじめ、多くの学会参加者が 3D
モデルを手に取りながら、その有用性を体感して
いた。
今回用いたパーソナル 3Dプリンタは、極めて
経済的なシステム構成で 3Dモデル作製が可能で
ある。それゆえ、これまで主に PCモニタ上での
観察に留まっていた CBCTの三次元的形態情報
を、 3Dモデルとして歯内治療実践の場に広く活

「こんな授業は受けたくない !」と熱弁を振るう桒原君：
平成 27年 7月 11日（土）、かごしま県民交流センター
（鹿児島市）

発表討議時間には特別講演演者 Dr. Myers准教授（中
央）も来訪（左：神尾講師）：平成 27年7月 11日
（土）、鶴見大学記念館（横浜市）

日本歯内療法学会（ JEA）久木留廣明学会長（右）によ
るJ EA会長賞授賞式に臨む加藤講師：平成 27年 7月 11
日（土）、鶴見大学記念館（横浜市）

発表後の桒原君（左から 2番目）と共同演者（左から）の
上田貴之准教授（老年歯科補綴学講座）、平田教授（社会歯
科学講座）、佐藤憂子助教（教養科目）：平成 27年 7月 11
日（土）、かごしま県民交流センター（鹿児島市）
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用できることを明らかにした本報告の先進性が高
く評価され、受賞に繋がったものと考えられる。
今回、 3Dプリント技術応用が歯内療法学会と

して注目に値する研究テーマと認知されたと思わ
れる。臨床実践に繋がる多方面からの検討が今後
も期待される。

長期海外出張報告
■老年歯科補綴学講座　助教　竜 正大
スイスのバーゼル大学補綴科に、平成 26年 6月
23日より平成 27年 6月 22日までの 1年間、長期
海外出張をさせていただきましたので、その概要
についてご報告させていただきます。
スイス第 3の都市バーゼルは、ドイツ、フラン
スおよびスイスの 3か国の国境が接する北西部に
位置します。 1460年に創立されたバーゼル大学
はスイス最古の大学です。その歯学部補綴科は、
主任教授の Carlo P Marinello先生以下、教授 1名、
常勤医員 8名で構成されています。この 10名と非
常勤講師とで診療、教育、研究が行われています。
バーゼルはドイツ語圏であるため、授業はすべて
ドイツ語で行われています。学生は第 3学年に臨
床基礎実習を、第 4学年および第 5学年に臨床実
習を行います。臨床基礎実習には医員だけでなく
歯科技工士も参加していて、講義やデモも担当し
ています。学生の成績評価は筆記試験と、主任教
授に自分の製作した製作物を見せながら行われる
口頭試問とで行われます。診療室は医員用の診療
室と学生用の診療室とに分かれており、学生診療
を希望する患者は医員による診療の約 4割の診療
費で治療を受けることができます。学生診療を希
望した患者は週 1回、 4時間を基本として診療を
受けます。学生は各学期の終了時に、自分の担当
した患者を連れて主任教授のフィードバックを受
けます。患者は学生診療に非常に協力的で学生の
臨床教育には適した環境に思えます。しかし学生
診療を希望する患者数が十分でないため、大学は
学生診療のための患者の確保に苦労しているよう
でした。
補綴科での診療は、デジタル機器を積極的に導
入していて、 CAD-CAMを使用した歯冠補綴治
療や、術前の検査、設計やオペのガイドなどコン
ピュータ支援下にて行うインプラント補綴治療も
多く行われていました。バーチャル咬合器を使用
し、コンピュータ上で歯科技工士と直接コミュニ
ケーションをとりながら補綴装置の製作を行うな

ど、最新技術も積極的にとり入れていました。
出張中の私の研究は、主に 2つのテーマで行わ
れました。まず、 CAD-CAMを用いた総義歯製
作法の検討です。 CAD-CAMを用いた固定性補
綴装置の製作にあたっては光学印象により得られ
たデータを用います。しかしながら、総義歯の製
作においては部位による軟組織の被圧変位量の差
を光学印象によりデータ化することが現状困難で
あるため、選択的加圧印象した印象体をスキャニ
ングして得られたデータを用いて総義歯を製作し
ていきます。私はこのシステムの臨床手技のト
レーニングを受けたのち、バーゼル大学に来院し
た患者に対してこの総義歯製作システムの臨床試
験を行いました。本システムは日本ではまだ導入
されていませんが、欧米においては今後急速に普
及が進むであろうと予想されるシステムです。最
先端のシステムを実際にマスターさせていただく
機会をいただいたことは、今後の研究や臨床に役
立つ非常に貴重な経験と考えております。この他
に各種研磨システムによる各種 CAD-CAM 用材
料の表面粗さに対する影響の検討についての研究
も行いました。
バーゼル大学補綴科において、研究だけでなく
多くの臨床や教育の現場をも経験させていただく
ことができ、非常に中身の濃い長期海外出張とな
りました。この出張で得られた多くの経験を今後
に活かしていく所存です。このような貴重な出張

バーゼル大学補綴科診療室にて Marinello教授（右）と
共に。
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の機会を与えていただきましたことを、関係各位
ならびに井出吉信学長、阿部伸一国際交流部長、
櫻井 薫教授に厚く御礼申し上げます。また、出
張中すべての面で力添えを頂きました老年歯科補
綴学講座の皆様に重ねて御礼申し上げます。あり
がとうございました。

■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　大久保真衣
平成26年8月1日より平成27年7月31日までの
1年間、英国エディンバラにあるクィーンマーガ
レット大学（QMU）言語聴覚科に長期海外出張を
させて頂きました。その概要についてご報告致し
ます。
エディンバラは、英国を構成する国々の中の一
つであるスコットランドの首都で、街は世界遺産
に登録されています。ドラマ「マッサン」で有名に
なったスコットランド、グラスゴーは都市部にな
るので日本でいうと大阪、エディンバラは京都の
イメージを持たれる事が多いです。緯度のわりに
は温暖と言われていますが、夏場でもジャケット
類は必須で、毎日雨が何時でも降っていました。
ちょうど私が出張させて頂いた頃は、スコットラ
ンド独立住民投票、その後の英総選挙でスコット
ランド民族党（SNP）の圧勝という激動の時期でし
た。当初、住民投票において 16歳から選挙権が
あった事に私も驚いていましたが、小学校高学年
の子ども達と共に出張に行かせて頂いたため、現
地小学校の教育を鑑みると、あまり驚きに値せ
ず、当然のことのように感じることができまし
た。
QMUはエディンバラから電車で 10分程度の
マッセルバラに位置しています。広大な丘に建つ
大学施設は、建築されたばかりの頃の千葉キャン

パスを連想させました。言語聴覚科のヘッドであ
る Dr.Janet Beck、今回、直接研究の指導を頂い
た Prof. James M Scobbieそして Clinical Audi-
ology, Speech and Language （以下CASL） Rese-
arch Centreのスタッフの方々に大変お世話にな
りました。この CASLでは、主に構音時の舌運動
や音声分析の研究を行っており、同じ英語の単語
でも地域による違い（なまり）や年齢による違い、
またバイリンガルの反応時間の違いなどを研究し
ています。特に CASLで開発した Articulate
Assistant Advanced （以下AAA）というソフトを
用いた超音波画像の舌運動解析が活発に行われて
います。今回私は、この AAAを用いて嚥下時の
超音波画像における舌運動解析を行いました。
超音波診断装置を用いた舌運動の解析は今まで
も行われていたものの、一部分のみや大まかな動
きをみたものが主でした。今回、言語の分野で使
用されている詳細な舌運動に対応する AAAの解
析システムを、嚥下用に改良し、舌全体のスムー
ズな動きを詳細に描出することが可能となりまし
た。また CASLは臨床研究を活発に行っています
ので、倫理の規定をはじめ、被験者のネット等に
よる公募システムが整備されており、今後臨床研
究を本学ですすめる上で大変参考になりました。
また言語、構音のスタディーグループにも参加さ
せて頂き、舌、口唇、軟口蓋そして咽頭の複雑な
協調運動により音の生成がなされていることを改
めて考える機会を得ました。特に口腔領域につい
ては歯科と大きく関係するところのため、初歩的
な知識でありますが、臨床、教育の分野に生かし
ていきたいと思います。
最後に、このような貴重な出張の機会を与えて

バーゼル大学補綴科の共同研究者と共に。

広大な丘に建つ QMUのキャンパス。校舎内はデザイン
が特徴的な先端設備が整えられ、 800室程度の寮もあ
ります。
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学生会ニュース 
■第47回全日本歯科学生総合体育大会結団式開催
平成 27年 7月 14日（火）午後 6時 30分より、水
道橋校舎新館血脇記念ホールにおいて、第 47回
全日本歯科学生総合体育大会（歯学体）結団式が行
われた。
井出吉信学長から「昨年は 7位という結果でし
たが、今年は上位を目指し、東京歯科大学の代表
として頑張ってください」と挨拶があった。つづ
いて佐藤 亨学生部長から「今年から頭髪等の出場
規則が厳しくなっているので厳守すること。熱中
症等に気を付けて、各クラブ全力を尽くしてくだ
さい」と挨拶があった。
これを受けてサッカー部主将齋藤博愛運動部長

（第 4学年）から挨拶があり、出場選手を代表して、
水泳部主将津谷尚樹君（第 4学年）から力強い選手
宣誓が行われた。その後、弓道部主将岡﨑寛弥君
（第 4学年）が司会となり、各クラブ主将から熱い
意気込みが発表された。最後に参加者全員で校歌
を斉唱し閉会した。

○運動部長挨拶　
サッカー部主将　齋藤博愛（第 4学年）
今年もいよいよ歯学体が間近に迫ってきまし
た。各クラブの皆さんは、忙しい勉学の合間を
縫って日々練習に励んできました。
大会では日頃の練習の成果を発揮し、悔いのな
いよう頑張ってください。また東京歯科大学の学
生としての自覚と誇りをもって、怪我に気をつけ
て、ベストを尽くしましょう。皆さんのご健闘を
祈ります。

○選手宣誓　
水泳部主将　津谷尚樹（第 4学年）
私たち選手一同は、日頃鍛錬した心・技・体を
いかんなく発揮し、東京歯科大学の名に恥じぬよ
うフェアプレーに努めます。
そして、ここでしか得ることができない貴重な
経験を人間性豊かな歯科医療人への成長の糧とす
ることを誓います。

水泳部主将津谷君が力強く選手宣誓：平成 27年 7月 14
日（火）、水道橋校舎新館血脇記念ホール

いただきましたことを、関係各位ならびに井出吉信
学長、阿部伸一国際交流部長、石田 瞭教授に厚
く御礼申し上げます。また、出張中すべての面で
力添えを頂きました口腔健康科学講座摂食嚥下リ
ハビリテーション研究室の皆様に重ねて御礼申し
上げます。

Scobbie教授（右）とともに教員オフィスにて。

サッカー部主将齋藤君が運動部長挨拶：平成 27年 7月
14日（火）、水道橋校舎新館血脇記念ホール
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■本学教員著書について
一戸達也編著「医療安全ワンポイント  31」

ヒョーロン・パブリッシャーズ、 2015

○本学教員の著書についても、特に収集に努め
ております。著書発刊のおりには、図書館へ、ご
一報くださいますようよろしくお願いいたします。

■「読みたい論文を最速で入手する !医学文献検
索講習会」を開催
平成 27年 6月 1日（月）から 12日（金）にかけて水
道橋校舎本館図書館グループ学習室において「読
みたい論文を最速で入手する！医学文献検索講習
会」を開催した。
「読みたい論文を最速で入手する !」をキーワー
ドに医学文献の検索に役立つデータベースであ
る「医中誌Web」、「PubMed」、「Scopus」や「電子
ジャーナル・学認」について、効率よく検索し、
論文を短時間で入手する方法について、一コマ
30分程度で解説・演習を行った。全日程で 37名
の参加があり、アンケートでは、ほとんどの方が
今回の講習会の内容について、今後文献検索を行
う上で「大変役に立つ」または「役に立つ」と回答し
ており、好評を得た結果となった。

■大学院セミナー共催 文献検索に関する講演会
を開催
平成 27年 6月 25日（木）午後 6時より、水道橋
校舎本館大会議室において、図書館文献検索講
習会の連続企画として、エルゼビア・ジャパン
株式会社の高橋昭治氏をお招きし、「アクセプ
トされやすい英語論文とは ?出版社の立場から」
と題して講演いただいた。なお、本講習会は第
393回大学院セミナーとの共催である。高橋氏は
ScienceDirect、Scopus、Mendeleyを中心とした
マーケティングを経て、現在は利用者支援を担当
しており、オープンアクセスなどジャーナル出版
の各種トピックや動向にも詳しく、全国の大学や
機関で講演を行っている。
講演では、論文執筆の意義から始まり、執筆の
プロセスについて順を追って述べられた。まずは
投稿先となる適切なジャーナルの選定について、

Scopusやインパクトファクターを参考にするこ
とが重要であるとした。そして実際の執筆にあた
り、ネックとなる科学英語について、時制、文法
やその他避けるべき表現などが挙げられた。ま
た、基本的なことではあるが投稿規定を熟読し従
うことで、著者、編集者、査読者にとって時間の
節約になることが強調された。論文の構造につい
てはそれぞれの項目ごとに重要な点を挙げ、丁寧
にアドバイスいただいた。論文投稿後のプロセス
についても触れ、その中で査読者が実際にチェッ
クするポイントを挙げることで、アクセプトへの
近道が示された。最後に、アクセプトまでにリ
ジェクトされることが多くあるが、最後まで諦め
ないで欲しいとして締め括られた。
細かくも簡潔で分かり易い解説であり、初めて
論文を執筆するという人や、経験はあるが基本的
なことを振り返りたいという人にも非常に有意義
な講演であった。大学院生を中心として教員、同
窓生、学部学生などから約 120名の参加があった。

図書館から

講演する高橋氏：平成 27年 6月 25日（木）、水道橋校
舎本館大会議室
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■阿部潤也閲覧係長 平成 27年度機関リポジ
トリ新任担当者研修（NII会場 第 1回）で講演
平成 27年 6月 18日（木）、国立情報学研究所（千
代田区）において開催された、平成 27年度機関リ
ポジトリ新任担当者研修（NII会場 第 1回）にて、
阿部潤也閲覧係長が講師として招かれ、「機関リ
ポジトリ概論」と「コンテンツ構築」のテーマで講
演をした。

講演する阿部係長：平成 27年 6月 18日（木）、国立情
報学研究所（千代田区）

歯科衛生士校ニュース
■学校説明会開催
平成27年6月27日（土）と7月 18日（土）、千葉
校舎において平成 28年度の東京歯科大学歯科衛
生士専門学校への入学希望者を対象とした、第 2
回と第 3回の学校説明会が行われた。第 2回は 18
名の出願予定者と17名の保護者の参加が、第3回
は33名の出願予定者と24名の保護者の参加があっ
た。第 1回から累積すると、これまでに社会人 5
名を含む 79名の出願予定者と 59名の保護者の参
加があった。
説明会では、教員が 2･3年生の学生を交えて、

歯科衛生士の職務・将来性、本校の特色、学生生
活、卒後の就職状況などについて、スライドを交
えて説明を行った。その後、場所を移し、臨床基
礎実習のデモンストレーションと千葉校舎図書館、
千葉病院の見学を行った。説明会終了後には、入
学試験、学校生活、学費・奨学金、授業内容、歯
科衛生士業務などについて、自由に質問すること
のできる相談会を開催した。教職員および学生が
応対するブースを設置したところ、多数の参加者
が質問や相談に訪れたが、学生のブースは終了時
間を過ぎても、大勢の人で賑わいを見せていた。

人物往来
■国内見学者来校
水道橋校舎・水道橋病院
○東京歯科大学歯科衛生士専門学校（学生〈第2
学年〉25名）
平成27年6月1日（月）水道橋病院見学
○大宮歯科衛生士専門学校（学生47名、教員2名）
平成27年6月18日（木）解剖学実習室、標本室、
水道橋病院見学
○国際医療福祉専門学校（学生48名、教員3名）
平成27年7月31日（金）解剖学実習室、標本室見
学
市川総合病院
○東京歯科大学歯科衛生士専門学校（学生〈第2
学年〉25名）
平成27年6月1日（月）市川総合病院見学
○東邦大学医療センター大森病院眼科（レジデ

ント3名、教員2名）
平成27年6月10日（水）角膜センター・アイバン
ク見学
○公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
　（5名）
平成27年6月18日（木）角膜センター・アイバン
ク見学 
○順天堂大学医学部公衆衛生学教室（学生10名、
教員1名）
平成27年6月19日（金）市川総合病院見学 
○千葉県立市川工業高等学校（学生5名、教員1名）
平成27年7月1日（水）市川総合病院見学

■海外出張
〇齋藤 淳教授、石井善仁助教（歯周病学） 
8th Conference of the European Federation
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of Periodontologyにおいて発表およびチュー
リッヒ大学、Geistlich社との研究打ち合わせ
のため、6月1日（月）から11日（木）までイギリ
ス・ロンドン、スイス・チューリッヒへ出張。
○石塚洋一助教（衛生学）、備前島崇浩レジデン
ト、鈴木瑛一大学院生、武内崇博大学院生（歯
周病学） 
8th Conference of the European Federation
of Periodontologyにおいて発表のため、6月1
日（月）から8日（月）までイギリス・ロンドンへ
出張。 
〇大久保佳昭講師（市病・内科）
米国糖尿病学会において発表のため、6月5日
（金）から11日（木）までアメリカ・ボストンへ
出張。
〇中島庸也教授（市病・耳鼻咽喉科）
米国睡眠学会に参加およびスタンフォード睡
眠センターでの情報交換のため、6月5日（金）
から12日（金）までアメリカ・シアトルへ出張。
〇馬場 亮助教（市病・放射線科） 
European Society of Gastrointestinal and
Abdominal Radiology 2015において発表のた
め、6月8日（月）から13日（土）までフランス・
パリへ出張。
〇山岸民治助教（市病・循環器内科） 
25th European Meeting on Hypertension and 
Cardiovascular Protectionにおいて発表のた
め、6月12日（金）から16日（火）までイタリア・
ミラノへ出張。
〇西井 康講師、坂本輝雄講師、立木千恵助教、
飯島由貴大学院生、内山沙姫レジデント、
栗田容輔レジデント（歯科矯正学） 
91th Congress of European Orthodontic
Societyにおいて発表のため、西井講師は6月
13日（土）から20日（土）まで、坂本講師、立木
助教、飯島大学院生、内山レジデント、栗田
レジデントは6月13日（土）から21日（日）までイ
タリア・ヴェニスへ出張。
〇小川誠司助教（市病・産婦人科） 
31st Annual Meeting of ESHRE-Lisbon 2015
において発表のため、6月13日（土）から18日
（木）までポルトガル・リスボンへ出張。
〇小橋優子講師（市病・放射線科） 
European  Soc iety  of  Musculoske leta l
Radiologyにおいて発表のため、6月17日（水）
から22日（月）までイギリス・ヨークへ出張。
〇井上 賢助教（市病・脳神経外科） 
International Society for Stem Cell Research
（ISSCR 2015）Annual Meetingにおいて発表

のため、6月23日（火）から28日（日）までス
ウェーデン・ストックホルムへ出張。
〇四ツ谷 護講師（クラウンブリッジ補綴学）
ドイツkavo社セミナー参加・関連企業との研
究打ち合わせおよびHeidelberg大学Schindler
教授との研究打ち合わせのため、6月27日（土）
から7月3日（金）までドイツ・ミュンヘンへ出
張。
〇新谷誠康教授、桜井敦朗講師、米津卓郎講師、
本間宏実助教、大澤枝里大学院生、新居由紀
大学院生、永井宜子大学院生、米倉智子臨床
専修科生（小児歯科学） 
The  25th  Congress  of  the  International
Association of Paediatric Dentistryにおいて
発表および10th PDAA（第10回アジア小児歯
科学会）と第54回小児歯科学会合同開催の広報
を行なうため、新谷教授、櫻井講師、本間助
教、大澤大学院生、新居大学院生、永井大学
院生、米倉臨床専修科生は6月29日（月）から7
月6日（月）まで、米津講師は6月30日（火）から7
月6日（月）までイギリス・グラスゴーへ出張。
〇白石 建教授（市病・整形外科）
第22回国際先進脊椎外科学会（IMAST : The 
22nd International Meeting on Advanced
Spine Techniques）において座長・招待講演の
ため、7月7日（火）から7月12日（日）までマレー
シア・クアラルンプールへ出張。
○山口 朗客員教授（口腔科学研究センター）
インターナショナル・イスラミック・ユニバー
シティ・マレーシア（IIUM）における国家試
験の外部評価委員として参加するため、7月12
日（日）から16日（木）までマレーシア・クアン
タンへ出張。
〇海苔 聡助教（市病・形成外科）
トロント西部病院との共同研究打ち合わせの
ため、7月15日（水）から19日（日）までカナダ・
トロントへ出張。
〇村戸ドール臨床専修医（市病・眼科）
第2回ドライアイ国際ワークショップへ参加の
ため、7月29日（水）から8月2日（日）までフラン
ス・パリへ出張。
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大学日誌
平成27年6月
1（月）防火・防災安全自主点検日

臨床研修管理小部会（千病）
2（火）1・4年生HBワクチン接種

千葉校舎定期健康診断（〜 5日）（千病）
感染予防対策チーム委員会（水病）

3（水）6年生第1回総合学力試験（〜 4日）
リスクマネージャー・ICT会議（千病）
輸血療法委員会（千病）
臨床検査部運営委員会（千病）
臨床検査運営委員会（市病）
薬事委員会（水病）

4（木）カルテ指導委員会（千病）

感染制御委員会・ICT委員会（市病）

プログラム委員会（市病）


6（土）第299回東京歯科大学学会例会
8（月）第392回大学院セミナー


千葉病院協議会（千病）

個人情報保護委員会（千病）

医療安全管理委員会（千病）

感染予防対策委員会（ICC）
（千病）
診療記録管理委員会（千病）
薬事委員会（千病）
衛生委員会（千病）
業務連絡会（千病）
医療連携委員会（千病）
千葉病院研修会（千病）

9（火）手術室運営委員会（市病）

購買委員会（市病）

給食委員会（水病）


10（水）研究活動に係る不正行為の防止に関す
る研修会
救急委員会（市病）
研究不正行為防止研修会（市病）
ICU運営委員会（市病）
リスクマネージメント部会（水病）

11（木）午後のリサイタル（市病）
12（金）業務改善委員会（市病）
15（月）臨床教育委員会

環境清掃日
危険物・危険薬品廃棄処理日

16（火）講座主任教授会
人事委員会
情報システム管理委員会
褥瘡対策委員会（水病）

17（水）3・4年生定期健康診断
大学院運営委員会
大学院研究科委員会
5年生全体集合
褥瘡対策委員会（市病）

17（水） 衛生委員会（市病）
18（木）部長会（市病）

診療録指導委員会（水病）
医療安全管理委員会（水病）
感染予防対策委員会（水病）
個人情報保護委員会（水病）
病院運営会議（水病）

19（金）実験動物供養祭
20（土）学年主任・副主任による三者個別面談会

父兄会定時総会
全学年の保護者に対する大学からの修
学指導方針の説明
各学年主任・副主任による保護者に対
する説明
機器等安全自主点検日
第4回ロビーレクチャー（千病）
患者サロン（市病）

22（月）教務部事務連絡会
第145回歯科医学教育セミナー

23（火）教養科目協議会
NSTカンファレンス（市病）
診療記録・情報システム管理委員会（市病）
クリニカルパス委員会（市病）
教職員研修会（水病）

24（水）全体係長会（千病）
糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病）
業務連絡会（水病）
データ管理者会議（水病）
医局長会（水病）
診療録管理委員会（水病）

25（木）倫理審査委員会・利益相反委員会
第393回大学院セミナー
MRI画像展示・説明会（市病）
歯科診療録検討委員会（市病）
管理診療委員会（市病）

26（金）衛生委員会
MRI画像展示・説明会（市病）

27（土）歯科衛生士専門学校 学校説明会
29（月）医療安全管理委員会（市病）

キャンサーボード（市病）
30（火）国際交流部運営委員会

医療サービス委員会（千病）

平成27年7月
1（水）防火・防災安全自主点検日

リスクマネージャー・ICT会議（千病）
地域がん診療連携拠点病院更新講演会
（市病）

2（木）総合講義作業部会
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2（木）カルテ指導委員会（千病）
感染制御委員会・ICT委員会（市病）
災害対策委員会（市病）
MRI装置説明会（市病）
プログラム委員会（市病）

3（金）薬事委員会（水病）

4（土）入試ガイダンス


研修歯科医OSCE（水病）

6（月）臨床研修管理小部会（千病）


薬事委員会（市病）

7（火）感染予防対策チーム委員会（水病）


輸血療法委員会（水病）

8（水）1・4年生HBワクチン接種


救急委員会（市病）

ICU運営委員会（市病）
 
CPC（市病）

リスクマネージメント部会（水病）


9（木）手術室運営委員会（市病）
10（金）収支改善委員会（市病）

業務改善委員会（市病）
13（月）臨床教育委員会

総合講義作業部会
千葉病院協議会（千病）
個人情報保護委員会（千病）
医療安全管理委員会（千病）
感染予防対策委員会（ICC）（千病）
診療記録管理委員会（千病）
衛生委員会（千病）
業務連絡会（千病）
医療連携委員会（千病）
千葉病院研修会（千病）

14（火）臨床教授連絡会
講座主任教授会
人事委員会
第47回歯科学生総合体育大会結団式
歯科衛生士専門学校　臨床実習委員会
購買委員会（市病）
地域連携委員会（市病）

15（水）基礎教授連絡会
大学院運営委員会
大学院研究科委員会
環境清掃日
危険物・危険薬品廃棄処理日
輸血療法委員会（市病）
衛生委員会（市病）
市川リレーションシップカンファレンス
（市病）

16（木）5年生全体集合
医療連携講演会（千病）
部長会（市病）
診療録指導委員会（水病）
医療安全管理委員会（水病）

16（木）感染予防対策委員会（水病）
個人情報保護委員会（水病）
病院運営会議（水病）

18（土）1〜 4年生夏季休暇（〜 9/3）
歯科衛生士専門学校 学校説明会
患者サロン（市病）
I型DMカフェ（市病）

20（月）大学・同窓会共催学年代表者会
21（火）台湾・国立陽明大学友好協定調印式

学生部課事務連絡会
情報システム管理委員会
機器等安全自主点検日
診療記録・情報システム管理委員会
（市病）
クリニカルパス委員会（市病）

22（水）糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病）
ケアプロセス大会（市病）
業務連絡会（水病）
データ管理者会議（水病）
医局長会（水病）
診療録管理委員会（水病）

23（木）倫理審査委員会・利益相反委員会
管理診療委員会（市病）

24（金）衛生委員会
保険診療検討委員会（市病）

25（土）歯科衛生士専門学校 1・2年生 夏季休暇
（〜 8/31）

27（月）教務部事務連絡会
第146回歯科医学教育セミナー
医療安全管理委員会（市病）
NSTカンファレンス（市病）

28（火）医療サービス委員会（千病）
教職員研修会（水病）

29（水）四種ウイルス抗体検査
褥瘡対策委員会（市病）
医療安全講演会（市病）

30（木）図書委員会
歯科診療録検討委員会（市病）
放射線運営委員会（市病）
治験審査・倫理審査委員会（市病）

31（金）第47回全日本歯科学生総合体育大会
（〜 8/12）
国際交流部運営委員会
歯科衛生士専門学校 3年生 夏季休暇
（〜 8/30）
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平成28年度東京歯科大学入学試験要項
推薦入学選考（一般公募制）

募集人員	 約45名	（指定校制推薦を含む） 

	 （全募集人員128名中）
（趣旨）
　人物・学力ともに優秀で、歯科医療担当者とし
ての能力・適性について高等学校長が責任をもっ
て推薦するもので、本大学への入学を強く希望す
る者に対し、本大学の選考方法によって入学を許
可するものである。
（出願資格）
　次の各条件を満たし、かつ高等学校長が責任を
もって推薦する者。
　1.平成27年3月高等学校卒業者または平成28年
3月高等学校卒業見込の者。

　2.人物・性格ともに優れ、健康である者。
　3.入学を許可された場合、必ず本大学に入学す
ることを確約できる者。

選考内容
（1）小 論 文
（2）小テスト〔外国語（英語）、数学、理科

（物理・化学・生物から1科目選択）〕
（出題範囲は一般入試（Ⅰ期）に準ずる）

（3）面 接
出願期間
平成27年11月2日（月）から平成27年11月10日（火）
（期間内必着のこと）
選考日・選考会場
選 考 日	 平成27年11月14日（土）
選考会場	 東京歯科大学　水道橋校舎本館 

	 東京都千代田区三崎町2-9-18
合格通知日
平成27年11月17日（火）夕刻
入学手続
平成27年11月19日（木）から平成27年11月27日（金）
正午まで

帰国子女・留学生特別選抜

募集人員 若干名（全募集人員128名中）
（趣旨）
　帰国子女または日本に留学しようとする外国籍
を有する外国人で、本大学において歯科医学教育
を受けることを強く希望する者に対し、本大学の
選考方法によって入学を許可するものである。
（出願資格）
　次の各項のいずれかに該当する資格を有し、入
学を許可された場合、日本語での授業を理解でき
る者。
　1.外国において、学校教育における12年の課程
を修了した者または平成28年3月31日までに修
了見込の者またはこれらに準ずる者で文部科
学大臣の指定した者。

　2.スイス民法典に基づく財団法人である国際バ
カロレア事務局が授与する国際バカロレア資
格を有する者で平成28年3月31日までに18歳に
達する者。

　3.ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資
格として認められているアビトゥア資格を有
する者で平成28年3月31日までに18歳に達する
者。

　4.フランス共和国において大学入学資格として
認められているバカロレア資格を有する者で平
成28年3月31日までに18歳に達する者。

選考内容
次の試験を日本語で行う。
（1）小 論 文
（2）小テスト〔外国語（英語）、数学、理科

（物理・化学・生物から1科目選択）〕
（出題範囲は一般入試（Ⅰ期）に準ずる）

（3）面 接
出願期間
平成27年11月2日（月）から平成27年11月10日（火）
（期間内必着のこと）
選考日・選考会場
選 考 日 平成27年11月14日（土）


選考会場 東京歯科大学　水道橋校舎本館


東京都千代田区三崎町 2-9-18




 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

（22） 第273号 平成27年7月31日発行東 京 歯 科 大 学 広 報

合格通知日
平成27年11月17日（火） 夕刻
入学手続 
平成27年11月19日（木）から平成27年11月27日（金）
正午まで

一般入学試験（Ⅰ期）

募集人員 約50名（全募集人員128名中）
試験内容
（1）学力試験
　①外国語
英語：コミュニケーション英語 Ⅰ、コミュニ
ケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ。
ただし、実際に音声を使ったリスニングテス
トは行わない。 

　②数 学
数学：数学Ⅰ（［（4）データの分析］を除く）、
数学Ⅱ、数学A、数学B（［（2）数列］と［（3）ベ
クトル］を範囲とする）

　③理 科
（物理、化学、生物の 3科目のうち 1科目を試
験場で選択する。）
物理：物理基礎、物理
化学：化学基礎、化学
生物：生物基礎、生物

（2）小 論 文
（3）面 接
※大学入試センター利用試験（Ⅰ期）を併願する者
は、一般入試（Ⅰ期）の「小論文」「面接」試験の受験
をもって大学入試センター利用試験（Ⅰ期）の「小
論文」「面接」試験にかえる。
出願期間
平成27年12月16日（水）から平成28年1月27日（水）
（郵送の場合、必着）
（平成27年12月28日（月）から平成28年1月4日（月）
の間および土・日・祝日は窓口での受付は行わな
い。）
試験日 ・試験会場
試 験 日 平成28年2月2日（火）
試験会場 1）東京会場　東京歯科大学水道橋校舎本館

東京都千代田区三崎町 2-9-18
2）大阪会場　TKP新大阪ビジネスセンター
大阪府大阪市淀川区西中島 5-13-9

新大阪MTビル4階
3）福岡会場　TKP博多駅前シティセンター
福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1
日本生命博多駅前ビル8階

合格通知日
平成28年2月4日（木）夕刻
入学手続 
平成28年2月5日（金）から平成28年2月15日（月）
正午まで

大学入試センター利用試験（Ⅰ期）

募集人員 13名（全募集人員128名中）
出願資格
　平成28年度大学入試センター試験を受験した者
で、本学が利用する教科・科目を解答した者。
試験内容
（ 1）大学入試センター試験を受験する際、次の科
目を受験しておくこと。
教　科 科　　　目 配　点
外国語 「英語（リスニングを除く）」 100点
数　学 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」の2科目 1 0 0点

理　科

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」から2科
目または「物理」、「化学」、「生物」から1科目
※理科について、2科目を受験した場合は、高得点の
科目を合否判定に使用する。（「物理基礎」、「化学
基礎」、「生物基礎」については選択した2科目の点
数を1科目の得点として扱う）

1 0 0点

（2）小 論 文
（3）面 接
※一般入試（Ⅰ期）を併願する者は、一般入試（Ⅰ
期）の「小論文」「面接」試験の受験をもって大学入
試センター利用試験（Ⅰ期）の「小論文」「面接」試験
にかえる。
出願期間
平成27年12月16日（水）から平成28年1月27日（水）
（郵送の場合、必着）
（平成27年12月28日（月）から平成28年1月4日（月）
の間および土・日・祝日は窓口での受付は行わな
い。）
試験日 ・試験会場 
試 験 日 平成28年2月2日（火）
試験会場 1）東京会場　東京歯科大学水道橋校舎本館

東京都千代田区三崎町2-9-18
2）大阪会場　TKP新大阪ビジネスセンター
大阪府大阪市淀川区西中島5-13-9
新大阪MTビル4階
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3）福岡会場　TKP博多駅前シティセンター
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1
日本生命博多駅前ビル8階

合格通知日
平成28年2月4日（木）夕刻
入学手続 
平成28年2月5日（金）から平成28年2月15日（月）
正午まで

一般入学試験（Ⅱ期）

募集人員 約15名（全募集人員128名中）
試験内容
（1）学力試験（出題範囲は一般入試（Ⅰ期）と同様と

する。）
　①外国語（英語）
　②数学・物理・化学・生物のうち1科目を試験
場で選択

（2）小 論 文
（3）面 接
※大学入試センター利用試験（Ⅱ期）を併願する者
は、一般入試（Ⅱ期）の「小論文」「面接」試験の受験
をもって大学入試センター利用試験（Ⅱ期）の「小
論文」「面接」試験にかえる。
出願期間
平成28年2月19日（金）から平成28年3月4日（金）
（郵送の場合、必着）
（土・日・祝日は窓口での受付は行わない。）
試験日 ・試験会場 
試 験 日 平成28年3月12日（土）
試験会場 東京歯科大学　水道橋校舎本館

東京都千代田区三崎町2-9-18
合格通知日
平成28年3月14日（月）夕刻
入学手続 
平成28年3月15日（火）から平成28年3月22日（火）
正午まで

大学入試センター利用試験（Ⅱ期）

募集人員 5名（全募集人員128名中）
出願資格
　平成28年度大学入試センター試験を受験した者
で、本学が利用する教科・科目を解答した者。

試験内容
（ 1）大学入試センター試験を受験する際、次の科
目を受験しておくこと。
教　科 科　　　目 配　点
外国語 「英語（リスニングを除く）」 100点
数　学 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」の2科目 1 0 0点

理　科

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」から2科
目または「物理」、「化学」、「生物」から1科目
※理科について、2 科目を受験した場合は、高得点
の科目を合否判定に使用する。（「物理基礎」、「化
学基礎」、「生物基礎」については選択した2科目の
点数を1科目の得点として扱う）

1 0 0点

（2）小 論 文
（3）面 接
※一般入試（Ⅱ期）を併願する者は、一般入試（Ⅱ
期）の「小論文」「面接」試験の受験をもって大学入
試センター利用試験（Ⅱ期）の「小論文」「面接」試験
にかえる。
出願期間
平成28年2月19日（金）から平成28年3月4日（金）
（郵送の場合、必着）
（土・日・祝日は窓口での受付は行わない。）
試験日 ・試験会場 
試 験 日 平成28年3月12日（土）
試験会場 東京歯科大学　水道橋校舎本館

東京都千代田区三崎町 2-9-18
合格通知日
平成28年3月14日（月） 夕刻
入学手続
平成28年3月15日（火）から平成28年3月22日（火）
正午まで

編入学試験A

募集人員 若干名
（編入年次）
第2学年4月に編入
（出願資格）
次のいずれかを満たす者とする。
①4年制大学卒業者または平成 28年 3月卒業見込
の者
②医療技術系短期大学を卒業した者または平成
28年3月卒業見込の者
※医療技術系短期大学とは、看護・歯科衛生・
歯科技工・臨床検査・診療放射線・理学療法・
作業療法・臨床工学・言語聴覚等の分野を履
修する短期大学
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③4年制大学に 2年以上在学し、所定の単位を取
得した者
※所定の単位は、総単位数 65単位以上とし、う
ち数学・物理学・化学・生物学に関する科目
について合計 16単位以上を必要単位数とす
る。

試験内容
（1）小 論 文
（2）小テスト（英語・数学・理科に関する基礎学力

テスト）
※数学・理科については、数学、物理、化学、生
物から1科目選択。
（出題は推薦入試に準ずるが、基礎的な内容を出
題する）
（3）面 接（グループ面接・個人面接）
※学士等特別選抜 Aを併願する者は、編入学試験
Aの「小論文」「小テスト」「面接」試験の受験をもっ
て学士等特別選抜Aの「小論文」「小テスト」「面接」
試験にかえる。
出願期間
平成27年11月2日（月） から平成27年11月10日（火）
（期間内必着のこと）
試験日 ・試験会場 
試 験 日 平成27年11月14日（土）
試験会場 東京歯科大学　水道橋校舎本館

東京都千代田区三崎町 2-9-18
合格通知日
平成27年11月17日（火）夕刻
入学手続 
平成27年11月19日（木）から平成27年11月27日（金）
正午まで

編入学試験B

募集人員 若干名
（編入年次）
第2学年4月に編入
（出願資格）
次のいずれかを満たす者とする。 
①4年制大学卒業者または平成 28年 3月卒業見込
の者
②医療技術系短期大学を卒業した者または平成
28年3月卒業見込の者
※医療技術系短期大学とは、看護・歯科衛生・

歯科技工・臨床検査・診療放射線・理学療法・
作業療法・臨床工学・言語聴覚等の分野を履
修する短期大学
③4年制大学に 2年以上在学し、所定の単位を取
得した者
※所定の単位は、総単位数 65単位以上とし、う
ち数学・物理学・化学・生物学に関する科目
について合計 16単位以上を必要単位数とする。

試験内容
（1）小 論 文
（2）小テスト（英語・数学・理科（物理・化学・生物）

の基礎知識問題）
（中学・高校での履修内容のごく基礎的な内容を
出題する）
（3）面 接（グループ面接・個人面接）
※学士等特別選抜 Bを併願する者は、編入学試験
Bの「小論文」「小テスト」「面接」試験の受験をもっ
て学士等特別選抜Bの「小論文」「小テスト」「面接」
試験にかえる。
出願期間
平成28年2月19日（金）から平成28年3月4日（金）
（郵送の場合、必着）
（土・日・祝日は窓口での受付は行わない。）
試験日 ・試験会場
試 験 日 平成28年3月12日（土）
試験会場 東京歯科大学　水道橋校舎本館

東京都千代田区三崎町 2-9-18
合格通知日
平成28年3月14日（月） 夕刻
入学手続 
平成28年3月15日（火）から平成28年3月22日（火）
正午まで

学士等特別選抜A

募集人員 若干名（全募集人員128名中）
（入学年次）
第1学年4月に入学
（出願資格）
次のいずれかを満たす者とする。 
①4年制大学卒業者または平成 28年 3月卒業見込
の者
②医療技術系短期大学を卒業した者または平成
28年3月卒業見込の者
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※医療技術系短期大学とは、看護・歯科衛生・
歯科技工・臨床検査・診療放射線・理学療法・
作業療法・臨床工学・言語聴覚等の分野を履
修する短期大学
③4年制大学に 2年以上在学し、所定の単位を取
得した者
※所定の単位は、総単位数 65単位以上とし、う
ち数学・物理学・化学・生物学に関する科目
について合計  16単位以上を必要単位数とす
る。

試験内容
（1）小 論 文
（2）小テスト（英語・数学・理科に関する基礎学力

テスト）
※数学・理科については、数学、物理、化学、生
物から 1 科目選択。
（出題は推薦入試に準ずるが、基礎的な内容を出
題する）
（3）面 接（個人面接）
※編入学試験 Aを併願する者は、編入学試験 Aの
「小論文」「小テスト」「面接」試験の受験をもって学
士等特別選抜Aの「小論文」「小テスト」「面接」試験
にかえる。
出願期間
平成27年11月2日（月） から平成27年11月10日（火）
（期間内必着のこと）
試験日 ・試験会場 
試 験 日 平成27年11月14日（土）
試験会場 東京歯科大学　水道橋校舎本館

東京都千代田区三崎町 2-9-18
合格通知日
平成27年11月17日（火）夕刻
入学手続
平成27年11月19日（木）から平成27年11月27日（金）
正午まで

学士等特別選抜B

募集人員 若干名（全募集人員128名中）
（入学年次）
第1学年4月に入学
（出願資格）
次のいずれかを満たす者とする。 
①4年制大学卒業者または平成 28年 3月卒業見込

の者
②医療技術系短期大学を卒業した者または平成
28年3月卒業見込の者
※医療技術系短期大学とは、看護・歯科衛生・
歯科技工・臨床検査・診療放射線・理学療法・
作業療法・臨床工学・言語聴覚等の分野を履
修する短期大学
③4年制大学に 2年以上在学し、所定の単位を取
得した者
※所定の単位は、総単位数 65単位以上とし、う
ち数学・物理学・化学・生物学に関する科目
について合計 16単位以上を必要単位数とする。

試験内容
（1）小 論 文
（2）小テスト（英語・数学・理科（物理・化学・生物）

の基礎知識問題）
（中学・高校での履修内容のごく基礎的な内容を
出題する）
（3）面 接（個人面接）
※編入学試験 Bを併願する者は、編入学試験 Bの
「小論文」「小テスト」「面接」試験の受験をもって学
士等特別選抜Bの「小論文」「小テスト」「面接」試験
にかえる。
出願期間
平成28年2月19日（金）から平成28年3月4日（金）
（郵送の場合、必着）
（土・日・祝日は窓口での受付は行わない。）
試験日 ・試験会場
試 験 日 平成28年3月12日（土）
試験会場 東京歯科大学　水道橋校舎本館

東京都千代田区三崎町 2-9-18
合格通知日
平成28年3月14日（月）夕刻
入学手続
平成28年3月15日（火）から平成28年3月22日（火）
正午まで

<学納金 >…全入試制度共通
　入　　学　　金 600,000 円 （入学時のみ）
　授　　業　　料 3,500,000 円
　歯学教育充実費 4,300,000 円 （入学時のみ）
　施 設 維 持 費 1,000,000 円
　合　　　　　計 9,400,000 円
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平成28年度東京歯科大学大学院歯学研究科（博士課程）
学　生　募　集　要　項 

　○募 集 人 員　歯学専攻34名
　 　　　　社会人特別選抜（若干名）

口腔がん研究を臨床に活かせる専門歯科医師養成コース
がん治療支持療法のための歯科医師養成コース　を含む

　○入学願書受付期間
第Ⅰ期　平成27年10月　1日（木）〜 平成27年11月20日（金）まで
第Ⅱ期　平成28年　1月12日（火）〜 平成28年　2月26日（金）まで

　  ○試 験 科 目
　　・一般
　　・口腔がん研究を臨床に活かせる専門歯科医師養成コース
　　・がん治療支持療法のための歯科医師養成コース

1）外国語（英語：辞書（電子辞書）の持込み可）
2）専攻主科目試験および面接

　　・社会人
1）外国語（英語：辞書（電子辞書）の持込み可）
2）口頭試問（面接）（提出書類の審査によって社会人としての業務歴または

研究内容、基礎学力の評価を総合的に判断し選考する）
3）専攻主科目試験および面接
※社会人特別選抜については、原則として基礎系講座・研究室のみを志望できる。

　○選考日・選考会場
第Ⅰ期　平成27年12月　5日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎
第Ⅱ期　平成28年 3月　5日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎

　○合格者発表
第Ⅰ期　平成27年12月11日（金）正午　ホームページにて発表
第Ⅱ期　平成28年 3月11日（金）正午　ホームページにて発表

　○学　　　費
入　学　金　　300,000円
授　業　料　　600,000円
学生会費　　　　2,000円
施設維持費　　100,000円（入学当初のみ）ただし、本学を卒業した者からは徴収しない。

　※受験資格（一般）
1）歯科大学または大学歯学部を卒業した者。
平成18年4月以降に歯科医師免許を取得した（する）者は、原則として1年以上の歯科医師臨床
研修を修了していること。
2）1）と同等以上の学力があると認められた者。

　※受験資格（社会人）
　開業医、大学、研究所の勤務医・教員・研究者等として原則2年以上の経験を有し、入学後も
その身分を有する者で、以下の資格を満たしている者。
1）歯科大学または大学歯学部を卒業した者。
2）1）と同等以上の学力があると認められた者。
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■資金収支計算書
学校法人会計での資金収支計算書を作成する目
的は、第一に当該会計年度の諸活動に対応する全
ての収入及び支出の内容を明らかにすること、第
二に当該会計年度での支払資金の収入と支出とそ
の顛末を明らかにすることである。当該年度はも
とより、前年度以前あるいは次年度以降の諸活動
に関する資金も含め、当該会計年度の中で実際に
動きのあった全ての支払い資金（現金預金）の収支
の動きを明らかにするため調整項目を設けてい
る。また、その他の収入・資産運用支出の科目は、
繰り返し発生する年中の資金の出入りを総額で表
示しているため大きな額となっている。
平成 26年度において、（収入の部）では、寄付

金収入で前年に奨学研究寄付金や大学移転計画寄
付金が多くあり、前年比減となった。寄付金収入
は、実際の資金の収入ではない現物寄付金は除い
ている。補助金収入では私立大学等経常費補助金
が約 10億 1,700万円となり、対予算・対前年度実
績ともに増となっている。医療収入では、市川総
合病院、水道橋病院では予算額を上回り、対予算
で約 1億 8,100万円増となった。前年度との比較
では 5億 5,500万円の増となった。雑収入の対予
算増は、主に臨時的な退職者の退職金財団交付金
の増である。借入金等収入は、本館西棟建設・本
館改修工事関係資金としての借入である。前受金
収入は、学部・歯科衛生士専門学校の平成 27年
度入学生からの学納金ほかである。その他の収入

平成 26年度 財務の概要
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は、各特定資産からの繰入収入、前期末未収入
金収入、貸付金回収収入などである。以上、収
入の総額から資金収入調整勘定の期末未収入金・
前期末前受金などを差し引いた収入の部小計は、
約 504億 3,700万円となった。前年度繰越支払資
金約 39億 7,700万円を加えた収入の部合計は、約
544億 1,400万円となった。
一方、（支出の部）では、人件費は市川総合病院
での看護師増などで膨らみ、本俸支出に予備費
2,000万円を充当した。前年度実績と比較すると、
約 4億 1,500万円増となった。教育研究経費支出
から設備関係支出まで対予算では予算残がある。
施設設備関係支出は、水道橋校舎新館建設工事が
あった前年度と比べ、大幅減となっている。資産
運用支出は、退職給与引当特定資産への繰入支
出・減価償却引当特定資産への繰入支出などを総
額表示している。その他の支出は、貸付金支払支
出、前期末未払金支払支出などである。以上、支
出総額から資金支出調整勘定の期末未払金等を差
し引いた支出の部小計は、約 504億 1,700万円と
なり、支払資金約 39億 9,700万円が次年度へ繰越
となった。

■消費収支計算書
平成  26年度決算での帰属収支差額は約  17億
5,400万円で、対予算では約  9億  9,600万円の増、
対前年度実績では約 1億 3,400万円の減となった。
平成 26年度の消費収入の部では、帰属収入合
計は、約 272億 3,700万円となり、予算より約 6億
5,100万円増（2.4%増）となった。医療収入が水道
橋病院と市川総合病院の増により約 1億 8,100万
円増となったほか、その他の科目では、学生生徒
等納付金は増、寄付金では奨学研究寄付金や大学
移転計画寄付金により増、補助金は私立大学等経
常費補助金が予算より約 1億 300万円増となった。
事業収入では、収益事業収入と受託事業収入の増
で対予算比約 5,500万円の増となった。雑収入は、
臨時の退職者による退職金財団交付金の増等で約
1億 9,900万円の増となった。
基本金組入額合計は、約 7億 8,500万円を計上
した。第 1号基本金組入額は、新たな固定資産の
取得額から本年度の除却および廃棄する固定資産
の額を差し引いた額を組み入れた。市川総合病院
での更新工事による建物取得のほか、学校法人で

の本館西棟建設工事および本館改修工事に伴う組
入れなど、第 1号基本金に約 7億 5,300万円を組み
入れている。第 4号基本金組入額は、恒常的に保
持すべき資金として約 3,200万円を組み入れてい
る。
一方、消費支出の部では、消費支出の部合計
は、約  254億  8,300万円となり、予算より約  3億
4,400万円減（1.3%減）となった。人件費は、市川
総合病院の看護師増で本俸 2,000万円、臨時退職
者の増で職員退職給与引当繰入金額 6,000万円の
予備費を充当し、予算より 1,000万円減となった。
教育研究経費総額では予算より約 5,700万円減と
なった。 <教育研究経費 >では多くの科目で予算
内執行となり、<医療経費 >では全体で約 3億 9,700
万円の増となった。また管理経費総額では予算よ
り約 1億 1,200万円減となった。
その結果、短期的な経営指針である帰属収支差
額でみると約 17億 5,400万円の黒字計上となり、
予算を約 9億 9,600万円上回った。帰属収入に対
する消費支出比率は 93.6%となった。また、長期
的運営指針である消費収入−消費支出では、基本
金組入額の減などで約 9億 6,900万円の収入超過
となった。また、基本金取崩額は、主に千葉病
院の医療用機器備品の除却により、全体で約 3億
7,400万円となった。
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［訂正］
第 272号の記事中に次の間違いがありましたので、お詫びして訂正いたします。

40頁　博士（歯学）学位記授与
関　根　理　予（オーラルメディシン・口腔外科）　→　関　根　理　予（口腔外科）

編集後記
　台湾・国立陽明大学との友好協定調印式は、第4学年 洪 敬倫君の同時通訳により和やかな空気のうちに終了
しました。会場に駆けつけた、台湾を訪問した学生たちとの再会も、両校の絆を後押ししていきます。

　ひと気のない部屋に残された東京歯科大学の校旗にそっと手を触れてみる。とても90年の歳月を経ていると
は思えないほどの、深い群青色の生地の、ぬめるような重くしっとりとした感触と、縁を彩る縒り紐の軽やか
な黄金いろの鮮やかな対比。　
　Takayama Dental College / 髙山歯科医学院以来の、時代の変遷を超えて連綿と引き継がれてきた
T・D・C の意匠が、金糸､銀糸の絹の刺繍で浮かびあがり、中央で重なりあう。宮廷御用達、京都・高島屋謹
製、最高の天皇旗製作技術で創りあげられた東京歯科大学の校旗。
それは、遙か昔。昭和のはじめ、学生たちが熱望し、学生会が委員総会で校旗校歌制定の動議を満場一致で可
決した、その学生たちの情熱が学校を動かしてつくられたもの。
　昭和2年11月。関東大震災の廃墟の中から復興したばかりの、芥子色のタイルで装飾された真新しい校舎の
中庭で開かれた校旗校歌発表式の壇上に、血脇守之助校長のたった一言の宣言が響く。「諸君、これをもって
本校の校旗と定めます」と。

　第3学年の桒原正浩君が鹿児島市で開催された第34回日本歯科医学教育学会で、同級生と一緒にまとめた研
究を、ポスター発表しました。テーマは、「歯科医学教育の質を学習者の視点から評価する。こんな授業は受
けたくない！」。
　確かに、多くの制約のなか、学生たちが満足するような受けたい授業はなかなかできることではありませ
ん。こんな授業は受けたくない！と心の中で叫んでいる学生が、確かにいるということを忘れないでいたい。
何十人もの学生たちが、なるほど！と思い、興味を持って耳を傾けてくれる授業の時間にできるとしたら。も
し、授業の時間を潰すことしかできな
かった学生の耳を開き、目を向けさせる
ことができるとしたら…。　

今、どれほどの思いを持って東京歯科
大学の学生として、教職員として日々の
生活を紡ぎ、ここにいるのか…と。 群青
の校旗が自身の鏡となって、教える側の
情熱と、それを受け取る学生一人ひとり
のやる気とを、問いかけている…。

（広報・公開講座部長 : 橋本貞充）

東京歯科大学広報　編集委員
橋本貞充（委員長）
阿部潤也　石塚順子　井上直記　上田貴之　岡部陽子　鎌田美樹　田島大地
中村弘明　日塔慶吉　旗手重雅　久永竜一　藤倉隆行　前田健一郎　百﨑和浩
山本祐樹
（平成27年7月現在）　　

「学生たちの思いが織り込まれた東京歯科大学の校旗」
　 90年の時を経てもなお、その輝きが失われることはありません。


