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　6月1日の理事会におきまして、学校

法人東京歯科大学　第9代理事長に選任

して頂きました。理事長の任は、大変

な重責だと自覚しております。将来の

東京歯科大学の発展に少しでも貢献出

来る様努力する所存です。

　東京歯科大学は、本年で創立127年

目を迎えました。「歯科医師たる前に

人間たれ」の校訓のもとに、歯学に関

する専門の学術を教授研究すると共に、

豊かな教養と高い人格とを備えた人材

を育成し、人類の福祉に貢献する事を

目的として運営されています。これら

を達成するためには、法人として財務

基盤を強固に確立していなければなり

ません。そのため法人は、より高い教

育質保証を確保した上で、大学の効率

的な運営を心がけています。

　この一環として、井上裕元理事長の

英断により、千葉キャンパスからの移

転事業が計画されました。その後、移

転事業は熱田俊之助理事長、金子譲

理事長、水野嘉夫理事長に引き継が

れ、本年3月に教職員の協力の下、無

事完了の運びとなりました。しかしな

がら千葉キャンパスには、地域歯科医

療の拠点として、1日約800人の患者さ

んの診察にあたる千葉病院がありま

す。教職員の方々の努力により運営し

て頂いていますが、病院は耐震性が充

分とはいえず、また設備も一部老朽化

しています。その他、学生のための体

育施設、グラウンドの整備、さらに使

用されない教育施設の撤去等、多くの

問題が山積しています。この千葉キャ

ンパスの整備、特に千葉病院の今後の

運営方針を決定すること、さらに大学

の歯学教育の重要拠点であると同時

に、財務基盤の大きな部分を占める市

川総合病院の管理運営が、今期法人の

最大の課題と認識しています。

　現在日本が置かれている少子化と超

高齢化、グローバル化、経済の低成長、

これらの状況は必然的に大学にも大き

な影響を及ぼします。特に受験生の確

保、歯学部の定員削減問題、それに伴

う国家試験の合格基準の上昇、国から

の補助金の減額、医療費の削減など、

単科の歯科大学にとっては非常に困難

なことが待ち受けています。東京歯科

大学は他大学との競争に打ち勝ち、よ

り一層ブランド化を計る必要がありま

す。また同時に、歯科大学以外の大学

とも連携するなど、次なる世代のため

に大いに知恵を絞り、どの様な社会情

勢にも適用できる、より強い東京歯科

大学を教職員の皆様と共に造り上げて

行きたいと思います。宜しくご協力を

お願いし、就任の御挨拶と致します。

理事長　就任のご挨拶

井出吉信
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理事長就任 ニュース

井出吉信常務理事が第９代理事長に就任
　平成29年5月31日（水）をもって法人役員（寄附行為

第8条第1項に規定する理事を除く）が任期満了を迎え

るにあたり、去る5月30日（火）開催の第244回評議員

会において、寄附行為第8条第2項に規定する理事が

選任され、6月1日（木）開催の寄附行為第8条第3項に

規定する理事選任に関する会合において、寄附行為第

8条第3項に規定する理事が選任された。

　新役員が選任されたことに伴い、新理事による互選

により、井出吉信常務理事が理事長に選任された。ま

た、同日第709回理事会において寄附行為第9条に規

定する監事が選任され、井出理事長より、寄附行為第

15条に規定する「理事長の職務の代理及び代行を行う

者」に石井拓男常務理事が指名された。

井出理事長の略歴

埼玉県出身


昭和 22年7月25日生まれ


昭和47年　3月　東京歯科大学卒業
昭和47年　5月　第51回歯科医師国家試験合格
昭和47年　5月　歯科医籍登録（第60777号）
昭和47年　4月　東京歯科大学大学院歯学研究科
　　　　　　　　（解剖学専攻）入学
昭和51年　3月　東京歯科大学大学院歯学研究科
　　　　　　　　（解剖学専攻）修了
昭和51年　3月　歯学博士の学位受領（東京歯科大学）
昭和51年　4月　東京歯科大学解剖学講座助手
昭和52年　4月　東京歯科大学解剖学講座講師
昭和55年　4月　東京歯科大学解剖学講座助教授
昭和59年10月　東京歯科大学解剖学講座教授
平成　4年　6月　東京歯科大学研究部長
平成10年　6月　東京歯科大学教務部長
平成11年　6月　学校法人東京歯科大学評議員
平成16年　6月　東京歯科大学学監
　　　　　　　　学校法人東京歯科大学法人主事
平成19年　6月　東京歯科大学副学長
平成20年　4月　東京歯科大学父兄会参与
平成20年　8月　学校法人東京歯科大学理事
平成20年　8月　学校法人東京歯科大学常務理事
　　　　　　　　（建設担当）
平成22年　6月　学校法人東京歯科大学常務理事
　　　　　　　　（建設および庶務担当）
平成23年　7月　東京歯科大学学長（現在）
平成29年　6月　学校法人東京歯科大学理事長
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法人役員の選任・役員一覧
○学校法人東京歯科大学理事長の選任

第9代理事長　　井　出　吉　信

○平成29年6月1日からの法人役員新体制

井　出　吉　信　理事長　（総括）


石　井　拓　男　常務理事（財務・人事担当）


西　田　次　郎　常務理事（病院担当）


矢　﨑　秀　昭　常務理事（校友担当）


一　戸　達　也　常務理事（学務担当）


加　藤　靖　明　常務理事（庶務・建設担当）


鹿　島　隆　雄　理事


金　森　越　哉　理事


松　尾　邦　弘　監事


水　野　嘉　夫　監事


新任役員の紹介

略　　歴

昭和 31年7月14日生まれ

昭和 56年 3月 東京歯科大学歯学部卒業

昭和 56年 5月 第 69回歯科医師国家試験合格

昭和 56年 6月 歯科医籍登録（第 83623号）

昭和 56年 4月 東京歯科大学大学院歯学研究科

（歯科麻酔学専攻）入学

昭和 60年 10月 東京歯科大学大学院歯学研究科

（歯科麻酔学専攻）修了

昭和 60年 10月 歯学博士の学位受領（東京歯科大学）

昭和 60年 1月 東京大学医学部付属病院分院麻酔部医員
（昭和 60年 12月迄）

昭和 61年 1月 東京歯科大学歯科麻酔学講座講師

平成 3年 1月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教授

平成 4年 10月 Harbor/UCLA Medical Center 麻酔科

客員研究員（平成 6年 3月迄）

平成 14年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座教授

平成 16年 8月 東京歯科大学歯科麻酔学講座講座主任

平成 22年 6月 東京歯科大学水道橋病院病院長
（平成 25年 5月迄）

平成 22年 6月 学校法人東京歯科大学法人主事
（平成 28年 5月迄）

平成 22年 6月 学校法人東京歯科大学評議員

平成 25年 6月 東京歯科大学副学長

平成 28年 6月 東京歯科大学千葉病院長

平成 29年 6月 学校法人東京歯科大学理事

平成 29年 6月 学校法人東京歯科大学常務理事
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略　　歴

昭和 32年3月29日生まれ

昭和 55年 3月 明治大学政治経済学部経済学科卒業

昭和 55年 4月 シャープ電機株式会社（昭和 56年 3月迄）

昭和 56年 4月 東京歯科大学大学事務部庶務課

平成 3年 4月 東京歯科大学大学事務部庶務課給与係長

平成 7年 11月 東京歯科大学大学事務部教務課教務係長

平成 10年 4月 東京歯科大学大学事務部教務課長

平成 16年 7月 東京歯科大学千葉病院庶務課長

平成 18年 4月 学校法人東京歯科大学法人事務局庶務課長

平成 23年 4月 東京歯科大学大学事務局事務部長

平成 23年 7月 学校法人東京歯科大学評議員就任

平成 26年 10月 東京歯科大学大学事務局事務局長

東京歯科大学大学事務部事務部長（兼任）

学校法人東京歯科大学法人事務局事務部長

（兼任）

平成 27年 4月 東京歯科大学水道橋病院事務部長（兼任）

東京歯科大学大学事務局施設課　施設課長

（兼任・平成 28年 9月迄）

平成 29年 6月 学校法人東京歯科大学理事

平成 29年 6月 学校法人東京歯科大学常務理事
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東京歯科大学学務等役職者

任命期間：平成 28年 6月 1日～平成 31年 5月 31日（定年退職者は当該日まで） 平成 29年 6月 1日

※診療科部長 ･診療科科長 ･教育主任の任命期間は、平成 30 年 5 月 31 日まで （敬称略 ･順不同）

役　　　　職 氏　　　　名 役　　　　職 氏　　　　名
寄附行為規定役職者等 水道橋病院
学長 井　　出　　吉　　信 副病院長 末　　石　　研　　二
副学長 一　　戸　　達　　也 副病院長 山　　下　　秀 一 郎
副学長 橋　　本　　正　　次 副病院長 髙　　野　　正　　行
水道橋病院長 矢　　島　　安　　朝 保存科 部　長 古　　澤　　成　　博
市川総合病院長 西　　田　　次　　郎 小児歯科 部　長 新　　谷　　誠　　康
千葉病院長 一　　戸　　達　　也 口腔外科 部　長 片　　倉　　　　　朗
大学院歯学研究科長 櫻　　井　　　　　薫 歯科麻酔科 部　長 一　　戸　　達　　也
歯科衛生士専門学校長 井　　上　　　　　孝 歯科麻酔科 部長代理 松　　浦　　信　　幸

補綴科　 部　長 佐　　藤　　　　　亨
矯正歯科 部　長 末　　石　　研　　二

図書館長 田　　﨑　　雅　　和 放射線科 部　長 後　　藤　　多 津 子
分館長 中　　島　　庸　　也 口腔インプラント科 部　長 矢　　島　　安　　朝
分館長 加　　藤　　哲　　男 スポーツ歯科 科　長 武　　田　　友　　孝

口腔科学研究センター所長 東　　　　　俊　　文 摂食・嚥下リハビリテーショ
ン・地域歯科診療支援科 科　長 石　　田　　　　　瞭副所長 新　　谷　　誠　　康

教養科目協議会幹事 森　　田　　雅　　義 障害者歯科 科　長 福　　田　　謙　　一
基礎教授連絡会幹事 山　　本　　　　　仁 内科 科　長 山　　岸　　由　　幸
臨床教授連絡会幹事 古　　澤　　成　　博 眼科 科　長 ビッセン 　 弘　　子
教務部長 片　　倉　　　　　朗 臨床検査部長 井　　上　　　　　孝

副部長 望　　月　　隆　　二
副部長 阿　　部　　伸　　一
副部長 山　　本　　　　　仁 市川総合病院
副部長 平　　田　　創 一 郎 副病院長 菅　　　　　貞　　郎
副部長 上　　田　　貴　　之 副病院長 松　　井　　淳　　一

学生部長 佐　　藤　　　　　亨 副病院長 小 板 橋　　俊　　哉
副部長 杉　　原　　直　　樹 副病院長 中　　川　　　　　健
副部長 笠　　原　　正　　貴 副病院長 濵　　野　　孝　　子
副部長 後　　藤　　多 津 子 歯科・口腔外科 部　長 野　　村　　武　　史
副部長 髙　　際　　　　　睦 内科 部　長 寺　　嶋　　　　　毅

研究部長 石　　原　　和　　幸 消化器内科 部　長 西　　田　　次　　郎
副部長 村　　松　　　　　敬 消化器内科 部長代理 岸　　川　　　　　浩
副部長 後　　藤　　多 津 子 循環器内科 部　長 大　　木　　貴　　博

国際交流部長 齋　　藤　　　　　淳 神経内科 部　長 村　　松　　和　　浩
学会・学術出版部長 新　　谷　　誠　　康 呼吸器内科 部　長 寺　　嶋　　　　　毅
学会部主任 笠　　原　　正　　貴 小児科 部長代行 西　　田　　次　　郎
歯科学報主任 石　　原　　和　　幸 外科 部　長 松　　井　　淳　　一
欧文紀要主任 齋　　藤　　　　　淳 脳神経外科 部　長 菅　　　　　貞　　郎
研究機器管理部長 村　　松　　　　　敬 心臓血管外科 部　長 申　　　　　範　　圭
環境安全管理部長 杉　　原　　直　　樹 整形外科 部　長 穴　　澤　　卯　　圭
実験動物施設管理部長 笠　　原　　正　　貴 リハビリテーション科 部　長 堀　　田　　　　　拓
広報・公開講座部長 橋　　本　　貞　　充 産婦人科 部　長 髙　　松　　　　　潔
臨床教育委員長 山　　下　　秀 一 郎 眼科 部　長 島　　﨑　　　　　潤
臨床研修委員長 古　　澤　　成　　博 耳鼻咽喉科 部　長 中　　島　　庸　　也

副委員長 平　　田　　創 一 郎 泌尿器科 部　長 中　　川　　　　　健
総合講義・実習委員長 山　　本　　　　　仁 放射線科 部　長 最　　上　　拓　　児
臨床基礎実習室運営委員長 上　　田　　貴　　之 皮膚科 部　長 髙　　橋　　愼　　一
健康管理センター主任 山　　岸　　由　　幸 形成外科 部　長 田　　中　　一　　郎
情報システム管理委員長 池　　上　　健　　司 麻酔科 部　長 大　　内　　貴　　志
歯科医学教育開発センター 片　　倉　　　　　朗 精神科 部　長 森　　本　　陽　　子
主任 臨床検査科 部　長 佐 々 木　　　　　文
大学院研究科 緩和ケア科 部　長 小 板 橋　　俊　　哉
教務部長 齋　　藤　　　　　淳 救急科 部　長 鈴　　木　　　　　昌
学生部長 福　　田　　謙　　一 市川総合病院歯科教育主任 野　　村　　武　　史

市川総合病院医科教育主任 寺　　嶋　　　　　毅
角膜センター長 島　　﨑　　　　　潤

短期大学 （平成  29年 4月  1日～平成3  1年  5月  31日） リプロダクションセンター長 吉　　田　　丈　　児
学長 石　　井　　拓　　男 口腔がんセンター長 代　行 西　　田　　次　　郎
副学長 山　　田　　好　　秋
教学部長 杉　　戸　　博　　記 千葉病院
研究部長 山　　田　　好　　秋 副病院長 柴　　原　　孝　　彦
実習主任 白　　鳥　　た か み 副病院長 大 久 保　　　　　剛

副病院長 髙　　橋　　俊　　之
歯科衛生士専門学校 口腔外科系部長

（口腔外科、歯科麻酔科、放射線科） 柴　　原　　孝　　彦副校長 髙　　橋　　俊　　之
教務部長 杉　　山　　哲　　也 育成歯科系部長

（矯正歯科、小児歯科） 米    　津　  卓  　  郎学生部長 久　　永　　竜　　一
予防処置室長 髙　　橋　　俊　　之 一般歯科系部長

（保存科、補綴科、総合診療科） 髙　　橋　　俊　　之教務主任 永　　井　　由 美 子
（平成  29年 4月  1日～平成3  0年 3月  31日）

専門歯科系部長
（口腔インプラント科、臨床検査部、摂食嚥下リハビリ
テーション科、健康スポーツ歯科、口腔ケアセンター）

伊　　藤　　太　　一

内科 科　長 大 久 保　　　　　剛
総合予診室長 髙  橋  俊  之
千葉病院教育主任 今　　井　　裕　　樹

5
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理事長退任にあたって

みず の よし お

水野嘉夫

昭和18年4月9日生まれ

学　　歴

昭和 43年  3月

昭和 43年10月

昭和 44年  1月

昭和 51年  9月

慶應義塾大学医学部卒業

第46回　医師国家試験合格

医籍登録（第201263号）

医学博士号の学位受領

職　　歴

昭和 44年  4月

昭和 45年  4月

昭和 52年10月

昭和 54年 11月

昭和 56年 11月

昭和 56年12月

平成 4年  6月

平成 11年  3月

平成 11年  4月

平成 14年  4月

平成 15年  4月

平成 18年  4月

平成 19年  9月

平成 23年  5月

平成 25年  6月

平成 26年  6月

平成 27年  7月

平成 29年  6月

慶應義塾大学医学部内科学教室入室

中野総合病院内科に出向（昭和48年4月迄）

慶應義塾大学医学部消化器内科医長

Hospital for Sick Children（Toronto,Canada）

研究所免疫部門に留学（昭和56年11月迄）

慶應義塾大学医学部内科学講師

東京歯科大学教授

東京歯科大学市川病院内科部長

東京歯科大学市川総合病院院長（平成10年5月迄）

学校法人東京歯科大学評議員（平成11年3月迄）

学校法人東京歯科大学理事（平成11年3月迄）

東京歯科大学市川総合病院退職

日本鋼管株式会社日本鋼管病院院長（平成15年3月迄）

学校法人東京歯科大学評議員

医療法人社団こうかん会理事長兼日本鋼管病院院長
（平成19年8月迄）

学校法人東京歯科大学理事

医療法人社団こうかん会理事長兼日本鋼管病院名誉院長
（平成23年5月迄）

医療法人社団こうかん会日本鋼管病院名誉院長

学校法人東京歯科大学常務理事

学校法人東京歯科大学理事長

慶應義塾大学病院特定臨床研究監査委員（現在）

学校法人東京歯科大学監事（現在）

　1968年に医学部を卒業した。理事長を退任するに

あたり内科医50年を振り返ってみる。

　シュヴァイツァーの思想に憧れ、クローニンの小

説に魅了され、医学の道に進んだ。籠球部の素晴ら

しい仲間と学生生活を過ごし、今もその絆は固い。

　大学での教育に満足せず大学を飛び出した。市中

病院で生涯の臨床の師となった故岡島重孝先生に巡

り合った（日本実業出版社「全図解病気のしくみ事

典」（2000年）を共著で出版）。

　3年後、大学に帰局し、故土屋雅春先生（後の消化

器内科教授）に出合い、厳しい指導を受けた（中公新

書「医者からみた福沢諭吉」（1996年）を執筆され、

歯科・東京歯科大学との関係部分のお手伝いをし

た）。

　1979年カナダ・トロントの「Hospital for sick 

children」の免疫研究部門（Prof.Erwin Gelfand）に留

学した（教授の持論は「Data and publications are 

short-lived but friendships are forever.」で、今でも

交流が続いている）。

　1981年12月、東京歯科大学市川病院に赴任を命

ぜられ、帰国する。以来、36年間東京歯科大学と共

に過ごした（約12年間の日本鋼管病院院長の時代が

あるが、この間も本学と繋がりは続いていた。故

井上裕元理事長の広い心、公正な判断、ご指導は、

先生の座右の銘である「得意淡然失意泰然」と共

に、私の生き方に大きな影響を与えた）。

　本学での、教授、内科部長、病院長、理事、常務

理事、理事長の経験をさせて戴いたことは、折々に

戴いた諸先輩からのご指導、ご理解の賜物以外の何

物でもない。

　歯科との関係での単著は、「内科学エッセンス　歯

科臨床医のための内科学」（1999年）、「内科学エッセ

ンス２　歯科医師が知っておくべき全身疾患」（2014

年）の2冊を一世出版から出版した。

　最後に、縁があって私と45年間連れ添った妻、

久美子に感謝すると共に、福沢諭吉、血脇守之助の

思想を持った大学に学び奉職できた栄誉に感謝し、

内村鑑三著「後世への最大の遺物」の最後にある

「アノ人はこの世の中に生きているあいだは真面目

なる生涯を送った人であるといわれるだけのこと

を後世の人に遺したいと思います」の言葉で閉じ

ることにする。
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平成 29 年度 市川総合病院臨床研修医トレーニングプログラム開催
平成 29年 5月 20日（土）から 21日 ( 日 ) の 2日間、テ

ルモメディカルプラネックス（神奈川県秦野市）において、市

川総合病院臨床研修医を対象とした臨床研修医トレーニング

プログラムが開催された。本研修プログラムは、医科研修医

と歯科研修医が合同で行う市川総合病院が企画する毎年恒例

の研修である。本年は教職員 17 名、医科研修医 8 名、歯科

研修医 6 名の総勢 31 名が参加した。

到着後記念撮影をした後、オーラルメディシン・口腔外科

学講座の野村武史教授が開会の挨拶を行いプログラムがス

タートした。最初は医科歯科合同で循環器内科の大木貴博准

教授から研修医としての心構えについての講義や医療安全管

理室の渡部昌幸看護師長からスタンダードプリコーションな

ど感染対策に関する講義が行われた。その後は、医科と歯科

に分かれ、中心静脈カテーテルの挿入や採血、皮下注射や筋

肉注射などの基本手技の実習を行い、1日目を終了した。夜

は、施設の近くにある温泉施設「万葉の湯」で懇親会を行

い、親睦を深めた。2日目は前日の復習とともに、実際の臨

床の現場を想定した設定で救急蘇生やフィジカルアセスメン

トなどのシミュレーション実習を行い、麻酔科の大内貴志准

教授の閉会挨拶でプログラムを終了した。

▲研修の様子

本研修プログラムでは、実際の臨床の場に近い形で、高度

なシミュレーターを用い、基本手技を学ぶことができた。ま

た、１泊２日という時間を医科歯科の研修医が共有すること

で、総合病院で必要とされるチーム医療の礎を学ぶことにも

つながる、大変有意義な企画であった。

▲集合写真

7
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第 162 回歯科医学教育セミナー開催

▲説明する一戸副学長 

▲講演する音成講師

平成 29 年 5 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 162 回歯科医学教育セミナーが開

催された。市川総合病院と千葉校舎には、テレビ会議システ

ムで中継された。今回は、「第 110 回 歯科医師国家試験結

果の分析」と題し、一戸達也副学長から説明が行われた。

はじめに、歯科医師国家試験と総合学力試験の試験結果を

もとに試験領域ごとの正答率や傾向を比較・分析した内容に

ついて説明があった。

つづいて、歯科医師国家試験制度改善検討部会報告書（平

成 28 年 3 月 29 日）の内容について、問題数の変更や新た

な出題形式と追加される出題基準の項目について紹介があ

り、出題が予想される分野について、具体的考察がなされ

た。

最後に、平成 30 年版歯科医師国家試験出題基準につい

て、改定の基本的な考え方について説明があった。

平成 29 年度第 2 回水道橋病院教職員研修会開催
平成 29 年 5 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 29 年度第 2 回水道橋病院教職員

研修会が開催された。

今回は「放射線機器に関する研修」と題して、歯科放射線

学講座の音成実佳講師、歯科放射線科の相澤主任診療放射線

技師による講演が行われた。講演は、はじめに相澤光博主任

診療放射線技師から予約方法やオーダー方法、撮影時の注意

点などについて説明があり、続いて音成講師から新設された

CBCT 装置について説明があった。CTと CBCT の使い分け

や画像観察時の注意点などについて、具体的な症例をあげな

がらわかりやすい説明がなされた。改修により増設された医

療機器を教職員が有効活用していく上で、大変有意義なもの

となった。

第 303 回東京歯科大学学会例会開催
平成 29年 6 月 3 日（土）午前 9時より、水道橋校舎新館に

おいて第 303回東京歯科大学学会例会が開催された。午前

は、口演 17題が第 1および第 2講義室、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、生理学講座の木村麻記助教と千葉病院の備前島崇浩

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 教授による右の特別講演が行われた。

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。

1.	 「生殖医療の歩みと当リプロダクションセンターの実際」
吉田丈児教授（市川総合病院リプロダクションセンター
産婦人科）

2. 「泌尿器科治療：キーワードは低侵襲」
中川 健教授（市川総合病院泌尿器科）

3. 「薬理学講座の今後の展開」
笠原正貴教授（薬理学講座）

4. 「歯周組織の構造と機能」
橋本貞充教授（生物学研究室）
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平成 29 年度父兄会定時総会開催

父兄会総会で挨拶する清水父兄会会長▶

平成 29 年 6 月 17 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 29 年度父兄会定時総会が開

催された。総会には約 600 名の保護者が出席した。血脇記

念ホールに入れない保護者は、新館第 3 講義室に移動して

血脇記念ホールの映像を視聴した。

総会は、山口和彦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清水 泰会長から新任の挨拶と施政方

針などが述べられた。井出吉信名誉会長 ( 学長 ) からの挨拶

の後、第 6 学年保護者の小林容子氏が議長に選出され、議

事が進められた。

平成 28 年度会計収支決算、平成 29 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 29 年度父兄会

役員が選任された。（右のとおり）

修学指導方針説明会開催
平成 29年 6月 17日（土）午後 2時 20分より、水道橋校

舎新館血脇記念ホールにおいて、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た。井出吉信学長か

ら大学の修学に関する総括説明、橋本正次副学長から学生

指導の基本方針、片倉 朗教務部長から勉学に関する指導方

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。また、会場満席の

ため第 6 学年の保護者は、新館第 1 講義室へ移動して、井

出学長から国家試験についての話などがあった。なお、当日

は総会に先立ち、午前 9 時から本館 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。

会　　　　　 長：清水泰
副　　会　　長：山口和彦、阿部真理、伴野和夫、

鈴木千枝子
常務理事（庶務）：黒河宏之、渡辺和宏
常務理事（会計）：鈴木幸一、大内仁之
常務理事（奨学）：森 正浩、芹澤誠一
常務理事（傷害）：山田由美子、大西泰斗
常務理事（広報）：安藤雄一、池谷恭子
理　　　　　事：石河信高、中島信也、溝口ちづ子、

森 玲子、加藤士郎、青木弘興、
髙柳篤史、阿南啓子、大野文敬、
木村泰朗、鈴木雅幹、北村秀和、
金澤 香、渡邉和明、藤島 浩

監　　　　　 事：福田紳一、藤関雅嗣

▲全保護者に修学指導方針の説明する井出学長

9
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学内ニ ュ ー ス 

園田満子元市川総合病院副看護部長が平成 29 年春の叙勲において
瑞宝単光章を受章
本学元市川総合病院副看護部長　園田満子氏が、平成 29

年春の叙勲で瑞宝単光章を受章された。

園田氏は、昭和 50 年より看護職として経歴を重ね、平成

3年 12 月より本学市川総合病院に勤務し、同病院において

平成５年 3 月に看護師長へ昇任、平成 21 年 4 月には副看護

部長へ昇任し、看護職員の教育研修、人事、看護師確保対策

を担当された。平成 26 年に定年退職後も引き続き副看護部

平成 29 年度実験動物供養祭開催
平成 29年 6月 16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 29 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、井出吉信学長が祭文を奉読された。

歯科医学教育や研究にその生命を捧げた動物諸霊に対し深

長 ( 嘱託 ) として看護師確保対策を中心とした業務を担当

し、平成 28 年 3 月に退職されるまで、長きにわたり看護業

務に精励するとともに、人材の育成ならびに看護の質の向上

に貢献された。

長年にわたるこれらの功績が評価され、今回の受章となっ

た。

く哀悼と感謝の意を込め、教職員、大学院生、第 3 学年学

生代表の赤堀元彦君、沖村尚信君、川西 舞さん、小林勇太

君、嶋村薫穂さん、長屋櫻子さん、長谷川 陽さん、森 心汰

君が順次献花を行い、滞りなく終了した。

▲祭文を奉読する井出学長 ▲献花を終え、祭壇の前で実験動物の冥福を祈る学生代表達

10
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大学院ニ ュ ー ス 

第 417 回大学院セミナー開催

講演される石丸先生▶

平成 29 年 5 月 10 日（水）午後 6 時より、水道橋校舎本館

西棟ラウンジにおいて、第 417 回大学院セミナーが顎骨疾

患プロジェクトと共催で開催された。今回は、徳島大学大学

院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野教授の石丸直澄先生を

お招きし、「シェーグレン症候群疾患モデルを用いた病態機

序の解明と新規治療戦略」と題した講演をいただいた。　　

シェーグレン症候群は涙腺・唾液腺などの外分泌腺を標的

とする自己免疫疾患であり、その病態は複雑であるために根

本的な治療法の確立に至っていないが平成 27 年 1 月に厚生

労働省からシェーグレン症候群が指定難病とされ、日本では

年間 2 万人の患者がシェーグレン症候群として受診してい

るとされているが、潜在的な患者はさらに多くなるものと想

定されることが説明された。

石丸先生らはこれまでにシェーグレン症候群の疾患モデル

を開発し、多角的なアプローチからこの難病の病態の一部を

解き明かしてきたことが報告された。シェーグレン症候群の

疾患モデルを用いた基礎研究から、実際の診断や治療法に向

けた臨床応用の可能性について説明があった。性ホルモン、

自己抗体、T細胞シグナル、ケモカイン、脂質代謝などの多

くのキーワードがシェーグレン症候群の病理と結びつき多面

的検討が今後の課題であることが示された。

11
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鈴木瑛一助教、武内崇博レジデント、青木栄人レジデントNational Symposium
Osteology Japan 2017 年大会における発表で、最優秀ポスター賞、優秀ポスター賞を受賞

◀左から青木レジデント、鈴木助教、武内レジデント

平成 29年 6月 3日（土）から 6月 4日（日）に、御茶ノ水

ソラシティ（千代田区）で行われた National Symposium

Osteology Japan 2017 年大会において、Poster Presentation

Basic Research 部門で、歯周病学講座の鈴木瑛一助教が最優

秀賞を、武内崇博レジデントと青木栄人レジデントが優秀賞

をそれぞれ受賞した。国内外からの多くの演題から優秀なポ

スター発表者が Finalist として事前選考され、当日英語によ

るプレゼンテーション及び、マドリード・コンプルテンセ大

学の Mariano Sanz 教授をはじめとする 4 名の審査員との質

疑応答を経て、決定された。

受 賞 演 題 は「Identification of key factors in bone

formation by using transgenic mice」( 鈴木 )、「Elucidation 

of periodontal healing mechanism following application of a 

self-assembling peptide nanofiber hydrogel」( 武 内 )、

「Investigation of the role of RUNX2 during osteoblastic 

differentiation using iPS cells generated from Runx2 homo-

deficient mouse」( 青木 ) であり、研究デザインや臨床応用

への具体性、ポスタークオリティ、英語による質疑応答など

の点において、高い評価が得られた。

今回受賞した 3 名はそれぞれ、遺伝子改変マウスを使用

した未分化細胞から骨細胞への分化機序（鈴木）、自己組織化

ペプチドハイドロゲルによる歯周組織再生メカニズム（武

内）、iPS 細胞の骨芽細胞分化過程における Runx2 の役割

（青木）について、研究を行っている。いずれも、再生療法の

発展に重要な基礎研究である。今後のさらなる研究により、

臨床応用への有効な足がかりになることが期待される。

Osteology 財団は、口腔周囲組織修復・再建および材料学

的知見に基づいた新しい生体材料や外科技術の発展を目的と

して 2003 年に設立された。1995 年よりシンポジウムが始

まり、今回は 2014 年以来 3 年ぶりの日本開催となった。

シンポジウムは「State of the art in oral and maxillofacial 

regenerative therapies. From evidence-based to clinical

implementation」をテーマとし、国内外の著名な演者陣に

よる講演が行われた。国内外から多くのポスターが応募さ

れ、最新の研究内容が掲示された。



図書館から

282 号　2017年 6月 30日発行

 

文献検索講習会開催

文献検索講習会の風景▶

　平成 29年 5月 15日 ( 月 ) から 6月 16日 ( 金 ) の期間、

水道橋校舎本館図書館グループ学習室において、文献検索講

習会を開催した。1コマあたり 45 分程度の内容となってお

り、「医中誌 Web」、「PubMed」、「Scopus」では、医学文献

の検索に必須のデータベースの基本的な使い方から応用的・

効率的な検索方法について、演習を混じえて解説を行った。

また、「電子ジャーナル・学認」では、検索でヒットした文

献を効率よく入手する方法などを紹介した。

寄贈資料紹介
平成 29 年 3 月 15 日（水）、阿部晴弘先生（昭和 46 年卒）

のご紹介で、筑波大学名誉教授の小澤俊夫先生より貴重な

資料を 3 冊（『父を語る』『父を語るその二』『北京の碧い空

を 復刻版』）ご寄贈いただいた。小澤先生のご尊父である、

小澤開作先生は本学の前身校である東京歯科医学校の卒業と

されており、本学とは非常に馴染の深い人物である（詳しく

は『東京歯科大学同窓会報』第 407 号（平成 29 年 2 月 25

日号）および第 408 号（平成 29 年 6 月 25 日号を参照）。寄

贈された資料は本学の大切な資料として所蔵していく所存で

ある。

▶『︎父を語る』 小澤征爾（編），小澤さくら , 1972.
『︎父を語るその二』 小澤征爾（編），小澤さくら , 1975.

　全日程で 24 名の参加があり、アンケートでは、「文献検

索に関して、全くの初心者だったので、丁寧に教えていただ

き、分かりやすかった」「実際にパソコンを見ながら、手を

動かしながらだったので、理解しやすかった」「今までも論

文を検索する機会はありましたが、今回教えていただいたよ

うな効率の良い検索方法が分かって良かった」「検索が楽に

なりそうです」といった回答があり、大変好評を得た結果と

なった。
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短期大学ニ ュ ー ス 

平成 29 年度第１回オープンキャンパス開催
平成 29 年 5 月 28 日（日）、水道橋校舎本館短期大学にお

いて平成 30 年度の東京歯科大学短期大学への入学希望者を

対象とした、第１回オープンキャンパスが午前 10 時、午後

1時、午後３時の 3 回に分けて行われた。参加者は 129 名

66 組であった。

オープンキャンパスでは、まず短期大学第 1 教室で参加

者全体に歯科衛生士の職務・将来性、短期大学の概要、学生

募集要項についてなど、スライドを交えて説明を行った。そ

の後、短期大学実験室へ場所を移し、基礎実習のデモンスト

レーションを行った。さらに、小グループに分かれ、教員と

短期大学１年生の学生とともに、水道橋校舎本館西棟短期大

学実習室および水道橋病院の見学を行った。見学終了後に

は、入学試験、学生生活、学費・奨学金、授業内容などにつ

いて、自由に質問することのできる個別相談会を開催し、教

職員および学生が対応にあたった。

◀杉戸博記教学部長による参加者全体への説明

▲短期大学実験室で基礎実習体験 ▲教員と学生による個別相談会

14
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国内見学者来校

市川総合病院 ■東邦大学医療センター大森病院（眼科医師 1 名　眼科レジ

■タイ・チェンマイ大学歯学部（Elective Study）（5年生 5 デント 5 名）

名 国際交流部 2 名） 平成 29 年 6 月 10 日（土）　角膜センター見学

平成 29 年 5 月 31 日（水）市川総合病院見学

海外出張

■佐々木穂高講師（口腔インプラント学）

カリフォルニア大学ロサンゼルス校においてインプラント治

療におけるオッセオインテグレーションの改善法の確立を主

軸に骨組織を対象とした基礎研究の技術を習得するため、平

成 29 年 4 月 1 日（土）アメリカ・ロサンゼルスへ出発。帰国

は平成 30 年 3 月 31 日（土）の予定。

■小田由香里レジデント、安岡はるかレジデント、喜田晃一

レジデント、飯島典子大学院生（口腔インプラント学）

ITI World Symposium 2017 に出席するため、5月 2 日（火）

から 8 日（月）までスイス・バーゼルへ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

ASCRS（American Society of Cataract and Refract ive

Surgery）に座長として出席、および発表、会議出席のため 5

月 2 日（火）から 12 日（金）までアメリカ・ロサンゼルスへ出

張。

■島崎 潤教授、山口剛史講師、柿栖康二助教、中山直彦臨

床専修医（市病・眼科）

ARVO 2017 Annual Meeting に出席、および発表のため、

山口講師は 5 月 6 日（土）から 12 日（金）まで、島崎教授、

柿栖助教、中山臨床専修医は 5 月 6 日（土）から 13 日（土）ま

でアメリカ・バルチモアへ出張。

■新谷誠康教授、米倉智子レジデント（小児歯科学）

アジア小児歯科学会の board meeting（理事会）に出席、前回

大会の報告のため 5 月 12 日（金）から 15 日（月）までシンガ

ポールへ出張。

■小板橋俊哉教授（市病・麻酔科）

EAPC2017（15th  Wor ld  Congress  o f  the  European

Association for Palliative Care） に（ヨーロッパ緩和ケア学会）

出席、および発表のため 5 月 17 日（水）から 22 日（月）まで

スペイン・マドリッドへ出張。

■小橋優子講師（市病・放射線科）

Asia Radiology（AOSOR）2017 に出席、および招待講演のた

め 5 月 18 日（木）から 21 日（日）までシンガポールへ出張。

■青山龍馬講師、二宮 研助教、鈴木悟士助教（市病・整形外

科）

第 33 回ヨーロッパ頚椎学会（CSRS 2017）に出席、および発

表のため 5 月 23 日（火）から 29 日（月）までオーストリア・

ザルツブルグへ出張。

■髙野正行准教授（口腔顎顔面外科学）

ADT（Advancing Digital Technology in Head ＆ Neck

Reconstruction）6th Triennial Congress に出席、および発表

のため 5 月 29 日（月）から 6 月 5 日（月）までフランス・ア

ミアンへ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科） 

30th Asia-Pacific Association of Cataract and Refractive

Surgeons に出席、講演、および会議出席のため 6 月 1 日

（木）から 4 日（日）まで中国・広州市へ出張。

■中島庸也教授（市病・耳鼻咽喉科）

アメリカ睡眠学会（APSS）（Associated Professional Sleep

Societies）に出席、および発表のため 6 月 3 日（土）から 8 日

（木）までアメリカ・ボストンへ出張。

■末石研二教授、宮崎晴代講師、石井武展講師、石川宗理大

学院生

93rd Congress of the European Orthodontic Society に出席

および発表のため末石教授、石井講師は 6 月 5 日（月）から

11日（日）まで、宮崎講師は 6 月 4 日（日）から 11 日（日）ま

で、石川大学院生は 6 月 5 日（月）から 10 日（土）までスイ

ス・モントルーへ出張。

■原田麗乃非常勤講師（歯科理工学）

24th World Congress on Dentistry and Oral Health 2017 に

出席、および発表のため 6 月 11 日（日）から 15 日（木）まで

イギリス・ロンドンへ出張。
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■小橋優子講師（市病・放射線科）

European Skeletal Society of Radiology （ESSR）に出席、およ

び発表のため 6 月 13 日（火）から 19 日（月）までイタリア・

バーリへ出張。

■塚本昌子助教（市病・内科） 

EULAR Madrid 2017 Annual  European Congress  of

Rheumatology（ヨーロッパリウマチ学会）に出席、および発

表のため 6 月 13 日（火）から 19 日（月）までスペイン・マド

リッドへ出張。

■山本 仁教授（組織・発生学）

18th International Congress of Developmental Biology に出

席、および発表のため 6 月 18 日（日）から 23 日（金）までシ

ンガポールへ出張。

■武田友孝准教授（口腔健康科学）

35th Annual Symposium Academy for Sports Dentistry およ

び Naval Medical Center San Diego Dental Provider Meeting 

において講演のため 6 月 21 日（水）から 30 日（金）までアメ

リカ・サンフランシスコ、サンディエゴへ出張。

■ 吉 成 正 雄 客 員 教 授（口 腔 科 学 研 究 セ ン タ ー）、

Akram Mohialdin Al-Wahabi 大学院生（臨床検査病理学）

TERMIS（Tissue Engineering and Regenerative Medicine

International Society）EU2017 に出席、および発表のため

吉成客員教授は 6 月  25 日（日）から  7 月  2 日（日）まで、

Akram Mohialdin 大学院生は 6 月 24 日（土）から 7 月 3 日

（月）までスイス・ダボスへ出張。
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大学日誌 

平成 29年 6月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉病院・歯科衛生士専門学校 

6 年生第 1 回総合学力試験（〜2日） ICC・ICT 委員会
木

［防火・防災安全自主点検日］プログラム委員会
カルテ指導委員会 

金 

土 第 303 回東歯学会例会 

日 

総合講義検討委員会、短大 教授会
月
臨床教育委員会（水病） 

保健安全管理委員会
火 ワークスタディ奨学生選考委員会
感染予防対策チーム委員会（水病） 

水 薬事委員会（水病） 臨床検査運営委員会
リスクマネージャー・ICT 会議
輸血療法委員会
臨床検査部運営委員会 

前期健康診断（〜14日）
木

手術室運営委員会 

金 

土 白菊会総会 

日 

月

衛生委員会、病院協議会
個人情報保護委員会
医療安全管理委員会
感染予防対策委員会（ICC）
診療記録管理委員会
薬事委員会、業務連絡会
医療連携委員会、研修管理小部会 

臨床教授連絡会、講座主任教授会
火 人事委員会、口腔科学研究センター会議 地域連携委員会、診療材料検討委員会 
給食委員会（水病）

水 リスクマネージメント部会（水病） 救急委員会、ICU 運営委員会 

図書事務連絡会、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）

木
個人情報保護委員会（水病）、病院運営会議（水病）

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］ 

実験動物供養祭、5年生全体集合
金
倫理審査委員会・利益相反委員会 

土 父兄会総会 患者サロン 

日 

月 第 163 回歯科医学教育セミナー 医療安全管理委員会 

褥瘡対策委員会（水病）
火

［機器等安全自主点検日］ 

水 大学院運営委員会、大学院研究科委員会 衛生委員会 

木 衛生委員会 部長会、管理診療委員会 

金 NST カンファレンス 

土 

日 

月 国際交流部運営委員会、教務部協議会 医療サービス委員会 

学生部（課）協議会 診療記録・情報システム管理委員会
火
教職員研修会（水病） クリニカルパス委員会 

情報システム管理委員会、業務連絡会（水病）、
水 データ管理者会議（水病）、診療録管理委員会（水病）
医局長会（水病） 

木 教職員研修会 ビデオ上映（水病） 午後のリサイタル、キャンサーボード 

金
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30
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財務の概要 

平成 28 年度財務の概要

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 28 年度において、（収入の部）では、寄付金収入が西

棟建設に係る寄付金などで対予算約 7,700 万円増となった。

医療収入は水道橋病院で予算を上回ったものの、市川総合病

院と千葉病院で予算額を下回り、対予算で約 2 億 6,200 万

円減となった。前年度との比較では 5,800 万円の減となっ

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

交付金の増によるものである。前受金収入は、大学・短期大

学の平成 29 年度入学生からの学納金ほかである。その他の

収入は、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 718 億 4,800 万円となった。前年度繰越

支払資金約 41 億 2,600 万円を加えた収入の部合計は、約

759 億 7,400 万円となった。

一方、（支出の部）では、人件費は教員・職員人件費支出と

も対予算比減となったが、対前年度比では約 3 億 1,300 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は対

予算比減となった。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 719 億 6,300 万円となり、支

払資金約 40 億 1,100 万円が次年度へ繰越となった。

18
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財務の概要 

平成 28 年度　資金収支計算書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで� （単位：千円）

科　目 平成 28 年度予算 平成 28 年度決算 差　異

（収入の部）

� 1．学生生徒等納付金収入 

� 2．手数料収入 

� 3．寄付金収入 

� 4．補助金収入 

� � 　（国庫補助金収入）

� � 　（地方公共団体補助金収入）

� 5．資産売却収入 

� 6．付随事業・収益事業収入 

� 7．医療収入 

� 8．受取利息・配当金収入 

� 9．雑収入 

10．借入金等収入 

11．前受金収入 

12．その他の収入 

13．資金収入調整勘定 

4,776,870 

42,730 

59,540 

955,380 

（943,240）

（12,140）

-

454,860 

20,198,340 

7,310 

670,440 

-

1,211,190 

31,571,310 

△ 4,562,670 

4,821,578 

49,601 

136,702 

947,502 

（935,144）

（12,358）

-

515,806 

19,935,998 

4,509 

873,458 

-

1,210,550 

48,195,534 

△ 4,842,265 

44,708 

6,871 

77,162 

△ 7,878 

（△ 8,096）

（218）

-

60,946 

△ 262,342 

△ 2,801 

203,018 

-

△ 640 

16,624,224 

△ 279,595 

小計 55,385,300 71,848,973 16,463,673 

14．前年度繰越支払資金 4,044,170 4,126,008 81,838 

収入の部合計 59,429,470 75,974,981 16,545,511 

（支出の部）

� 1．人件費支出 

� 2．教育研究経費支出 

� 3．管理経費支出 

� 4．借入金等利息支出 

� 5．借入金等返済支出 

� 6．施設関係支出 

� 7．設備関係支出 

� 8．資産運用支出 

� 9．その他の支出 

10．［予備費］

11．資金支出調整勘定 

12,800,090 

9,181,720 

2,637,250 

28,780 

289,280 

1,708,540 

2,184,480 

26,095,920 

1,674,670 

（2,770） 

282,590 

△ 1,518,040 

12,514,430 

8,346,057 

2,407,156 

28,769 

289,280 

1,633,405 

1,669,947 

44,971,096 

1,581,320 

△ 1,478,093 

△ 285,660 

△ 835,663 

△ 230,094 

△ 11 

-

△ 75,135 

△ 514,533 

18,875,176 

△ 93,350 

△ 282,590

39,947 

小計 55,365,280 71,963,365 16,598,085 

12．次年度繰越支払資金 4,064,190 4,011,616 △ 52,574 

支出の部合計 59,429,470 75,974,981 16,545,511 

平成 27 年度決算 増　減

4,824,981 △ 3,403

46,459 3,142

106,683 30,019

954,011 △ 6,509

（939,855） （△ 4,711）

（14,156） （△ 1,798）

8,791 △ 8,791

492,509 23,297

19,994,808 △ 58,810

13,244 △ 8,735

719,042 154,416

- -

1,265,120 △ 54,570

45,661,866 2,533,667

△ 4,686,743 △ 155,522

69,400,773 2,448,200

3,996,731 129,277

73,397,504 2,577,477

12,200,753 313,677

8,478,679 △ 132,622

2,366,000 41,155

31,669 △ 2,900

289,280 -

3,980,871 △ 2,347,466

720,918 949,028

41,875,653 3,095,444

1,741,071 △ 159,752

△ 2,413,398 935,304

69,271,496 2,691,869

4,126,008 △ 114,392

73,397,504 2,577,477

※科目ごとに千円未満で四捨五入しているため、合計などにおいて差異が生じる場合がある。
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財務の概要 

平成 28 年度　活動区分資金収支計算書

平成 28 年度財務の概要

平成28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで� （単位：千円）

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

科　目 金　額

学生生徒等納付金収入 4,821,578

手数料収入 49,601

特別寄付金収入 61,634

一般寄付金収入 12,000

経常費等補助金収入 935,008

付随事業収入 195,806

医療収入 19,935,998

雑収入 871,496

教育活動資金収入計 26,883,121

支
出

人件費支出 12,514,430

教育研究経費支出 8,346,057

＜教育研究経費支出＞ 〈2,700,044〉

＜医療経費支出＞ 〈5,646,013〉

管理経費支出 2,404,212

＜管理経費支出＞ 〈2,404,212〉

教育活動資金支出計 23,264,698

差引 3,618,423

調整勘定等 △ 400,450

教育活動資金収支差額 3,217,973

施
設
整
備
等
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

施設設備寄付金収入 63,068

施設設備補助金収入 12,494

減価償却引当特定資産取崩収入 30,264,950

施設整備等活動資金収入計 30,340,512

支
出

施設関係支出 1,633,405

設備関係支出 1,669,947

減価償却引当特定資産繰入支出 30,497,061

大学移転寄付特定資金繰入支出 63,068

施設整備等活動資金支出計 33,863,480

差引 △ 3,522,968

調整勘定等 67,324

施設整備等活動資金収支差額 △ 3,455,644

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資
金収支差額） 

△ 237,670

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

退職給与引当特定資産取崩収入 14,356,922

大学奨学金特定資産取崩収入 6,461

貸付金回収収入 166,335

預り金受入収入 3,248

敷金保証金受入収入 385

長期預り金受入収入 6,042

　小計 14,539,393

受取利息・配当金収入 4,509

収益事業収入 320,000

為替換算差額収入 0

過年度修正収入 1,962

その他の活動資金収入計 14,865,863

支
出

借入金等返済支出 289,280

退職給与引当特定資産繰入支出 14,401,368

大学奨学金特定資産繰入支出 9,600

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

支
出

貸付金支払支出 9,591

仮払金支払支出 852

敷金保証金支払支出 20

　小計 14,710,711

借入金等利息支出 28,769

為替換算差額支出 78

過年度修正支出 2,866

その他の活動資金支出計 14,742,423

差引 123,440

調整勘定等 △ 162

その他の活動資金収支差額 123,278

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支
差額） 

△ 114,392

前年度繰越支払資金 4,126,008

翌年度繰越支払資金 4,011,616

※科目ごとに千円未満で四捨五入しているため、合計などにおいて差異が生じる場合
がある。

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。� （単位：千円）

項目
資金収支計算
書計上額

教育活動によ
る資金収支

施設設備等
活動による
資金収支

その他の活
動による資
金収支

前受金収入 1,210,550 1,210,550 - -

前期末未収入金収入 3,391,190 3,391,190 - -

期末未収入金 △ 3,577,131 △ 3,564,637 △ 12,494 -

前期末前受金 △ 1,265,134 △ 1,265,134 - -

収入計 △ 240,524 △ 228,030 △ 12,494 -

前期末未払金支払支出 1,461,794 1,461,111 - 684

前払金支払支出 - - - -

期末未払金 △ 1,286,009 △ 1,285,487 - △ 522

前期末前払金 - - - -

長期前払費用支払支出 110 110 - -

建設仮勘定振替 △ 79,818 - △ 79,818 -

短期前払費用支払支出 108,952 108,952 - -

前期末短期前払費用 △ 112,266 △ 112,266 - -

支出計 92,763 172,420 △ 79,818 162

収入計─支出計 △ 333,287 △ 400,450 67,324 △ 162

20
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財務の概要 

事業活動収支計算書

平成 28 年度決算での基本金組入前当年度収支差額は約

14億 9,300 万円で、対予算では約 16 億 6,800 万円の増、

対前年度実績では約 3 億 6,800 万円の減となった。

平成 28 年度の事業活動収入計は約 273 億 200 万円とな

り、予算より約 1 億 2,400 万円増となった。医療収入が対

予算で約 2 億 6,200 万円減となったものの、学生生徒等納

付金や、臨時の退職者による退職金財団交付金の増等による

雑収入が増加した。

一方、事業活動支出計は約 258 億 900 万円となり、予算

より約 15 億 4,300 万円の減となった。教員・職員人件費と

も対予算比減で、人件費は予算より約 2 億 8,700 万円減と

なった。教育研究経費総額では予算より約 8 億 3,400 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 2 億 3,000 万円の減と

なった。また管理経費総額では予算より約 2 億 5,800 万円

減となった。

教育活動収支差額は支出の減により約 14 億 5,700 万円の

対予算比増となり、特別収支の特別支出で予備費を当てたも

のの、特別収支差額も含め全体に安定した執行となった。

基本金組入額合計は、約 28 億 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。学校法人では短期大学開学に向けた施設整備を行い、水

道橋病院で水道橋校舎本館改修工事による建物取得、市川総

合病院での空調設備更新工事などにより第 1 号基本金に約

27億 9,400 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 1,100 万円を組み入

れている。
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財務の概要 

平成 28 年度　事業活動収支計算書

平成 28 年度財務の概要

平成28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで� （単位：千円）

科　目 平成 28 年度予算 平成 28 年度決算 差　異

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

1．学生生徒等納付金 

2．手数料 

3．寄付金 

4．経常費等補助金 

� 　（国庫補助金）

� 　（地方公共団体補助金）

5．付随事業収入 

6．医療収入 

7．雑収入 

4,776,870 

42,730 

56,800 

911,660 

（899,520）

（12,140）

154,860 

20,198,340 

669,440 

4,821,578 

49,601 

76,115 

935,008 

（922,650）

（12,358）

195,806 

19,935,998 

871,496 

44,708 

6,871 

19,315 

23,348 

（23,130）

（218）

40,946 

△ 262,342 

202,056 

教育活動収入計 26,810,700 26,885,602 74,902 

事
業
活
動
支
出
の
部

1．人件費 

2．教育研究経費 

� ＜教育研究経費＞ 

� ＜医療経費＞ 

3．管理経費 

4．徴収不能額等 

12,846,620 

11,129,340 

5,237,150 

5,892,190 

3,042,060 

7,470 

12,558,876 

10,295,192 

4,633,769 

5,661,423 

2,783,323 

5,462 

△ 287,744 

△ 834,148 

△ 603,381 

△ 230,767 

△ 258,737 

△ 2,008 

教育活動支出計 27,025,490 25,642,852 △ 1,382,638 

教育活動収支差額 △ 214,790 1,242,750 1,457,540 

教
育
活
動
外
収
支

収
入
の
部

1．受取利息・配当金 

2．その他の教育活動外収入 

7,310 

300,000 

4,509 

320,018 

△ 2,801 

20,018 

教育活動外収入計 307,310 324,527 17,217 

支
出
の
部

1．借入金等利息 

2．その他の教育活動外支出 

28,780 

520 

28,769 

78 

△ 11 

△ 442 

教育活動外支出計 29,300 28,847 △ 453 

教育活動外収支差額 278,010 295,680 17,670 

経常収支差額 63,220 1,538,430 1,475,210 

特
別
収
支

収
入
の
部

1．資産売却差額 

2．その他の特別収入 

-

59,260 

-

92,047 

-

32,787 

特別収入計 59,260 92,047 32,787 

支
出
の
部

1．資産処分差額 

2．その他の特別支出 

137,410 

2,870 

134,457 

2,866 

△ 2,953 

△ 4  

特別支出計 140,280 137,323 △ 2,957 

特別収支差額 △ 81,020 △ 45,275 35,745 

［予　備　費］
（90,910） 

157,640 △ 157,640

基本金組入前当年度収支差額 △ 175,440 1,493,155 1,668,595 

基本金組入額合計 △ 2,846,480 △ 2,805,263 41,217 

当年度収支差額 △ 3,021,920 △ 1,312,109 1,709,811 

前年度繰越収支差額 △ 24,846,490 △ 23,989,648 856,842 

基本金取崩額 41,260 916,655 875,395 

翌年度繰越収支差額 △ 27,827,150 △ 24,385,102 3,442,048 

（参　考）

平成 27 年度決算 増　減

4,824,981 △ 3,403

46,459 3,142

63,181 12,933

954,011 △ 19,003

（939,855） （△ 17,205）

（14,156） （△ 1,798）

172,509 23,297

19,994,808 △ 58,810

717,919 153,577

26,773,870 111,733

12,241,889 316,987

10,289,151 6,041

4,366,939 266,830

5,922,212 △ 260,789

2,705,912 77,411

7,802 △ 2,340

25,244,753 398,099

1,529,117 △ 286,367

13,244 △ 8,735

320,000 18

333,244 △ 8,717

31,669 △ 2,900

120 △ 42

31,788 △ 2,941

301,456 △ 5,776

1,830,572 △ 292,142

8,762 △ 8,762

58,041 34,006

66,804 25,244

32,452 102,005

3,326 △ 460

35,778 101,545

31,026 △ 76,301

1,861,598 △ 368,444

△ 1,027,311 △ 1,777,953

834,287 △ 2,146,396

△ 25,647,673 1,658,025

823,738 92,917

△ 23,989,648 △ 395,454

27,173,917 128,259

25,312,319 496,703

事業活動収入計 27,177,270 27,302,176 124,906 

事業活動支出計 27,352,710 25,809,022 △ 1,543,688 

※科目ごとに千円未満で四捨五入しているため、合計などにおいて差異が生じる場合がある。
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財務の概要 

平成 28 年度　貸借対照表　

平成 29年 3月 31日現在
資産の部� （単位：千円）

科　目 本年度末 前年度末 増　減

固定資産 （（62,575,368）） （（61,315,214）） （（1,260,154））

有形固定資産 （46,845,377） （45,940,377） （905,000）

土　地 15,630,453 15,630,453 -

建　物 24,936,260 24,511,604 424,655

構築物 558,917 664,486 △ 105,569

教育研究用機器備品 4,529,732 3,844,311 685,422

管理用機器備品 324,667 362,437 △ 37,771

図　書 864,141 845,722 18,419

車　両 396 734 △ 338

建設仮勘定 812 80,630 △ 79,818

特定資産 （15,600,826） （15,258,063） （342,763）

退職給与引当特定資産 4,818,226 4,773,780 44,446

減価償却引当特定資産 10,497,061 10,264,950 232,111

大学移転寄付特定資金 130,961 67,893 63,068

大学奨学金特定資産 154,579 151,440 3,139

その他の固定資産 （129,164） （116,774） （12,390）

施設利用権 4,509 5,268 △ 759

ソフトウェア 18,268 4,040 14,228

収益事業元入金 52,070 52,070 -

長期貸付金 53,694 53,581 113

長期前払費用 422 1,249 △ 826

敷金保証金等 201 566 △ 365

流動資産 （（9,659,966）） （（9,892,810）） （（△ 232,844））

現金預金 4,011,616 4,126,008 △ 114,392

未収入金 3,576,787 3,396,222 180,565

貯蔵品 176,027 191,685 △ 15,658

短期貸付金 1,784,769 2,066,628 △ 281,859

短期前払費用 109,888 112,266 △ 2,378

仮払金 879 - 879

資産の部合計 72,235,334 71,208,024 1,027,310

負債の部

科　目 本年度末 前年度末 増　減

固定負債 （（8,401,259）） （（8,646,203）） （（△ 244,944））

長期借入金 3,576,320 3,865,600 △ 289,280

長期未払金 671 6,823 △ 6,152

長期預り金 6,042 - 6,042

退職給与引当金 4,818,226 4,773,780 44,446

流動負債 （（2,998,741）） （（3,219,642）） （（△ 220,901））

短期借入金 289,280 289,280 -

未払金 1,292,792 1,462,444 △ 169,652

前受金 1,210,564 1,265,147 △ 54,583

預り金 206,105 202,770 3,334

負債の部合計 11,400,000 11,865,845 △ 465,845 
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財務の概要 

純資産の部

科　目 本年度末 前年度末 増　減

基本金 （（85,220,436）） （（83,331,827）） （（1,888,609））

第 1 号基本金 83,324,255 81,446,836 1,877,418

第 4 号基本金 1,896,181 1,884,991 11,190

繰越収支差額 （（△ 24,385,102）） （（△ 23,989,648）） （（△ 395,454））

翌年度繰越収支差額 △ 24,385,102 △ 23,989,648 △ 395,454

純資産の部合計 60,835,333 59,342,179 1,493,155

負債及び純資産の部合計 72,235,334 71,208,024 1,027,310

※科目ごとに千円未満で四捨五入しているため、合計などにおいて差異が生じる場合がある。

学生募集要項

平成 30 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 29 年 3 月高等学校卒業者または平成 30 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 29 年 10 月 30 日（月） から平成 29 年 11 月 7 日（火）（期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日　平成 29年 11月 11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 29 年 11 月 14 日（火）夕刻　

◦入学手続
平成 29 年 11 月 16 日（木）から平成 29 年 11 月 24 日（金）正午まで

＜推薦入学選考（公募制・指定校制）の入学手続について＞
※�入学手続並びに学費・諸納付金納入を期限までに行わない者は、推薦入学制度の
意図に反するものとして出身高等学校長への通達をもって、合格を無効とする。

※納入された学費・諸納付金は、理由の如何を問わず一切返還しない。

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 30 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．�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 30 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 30 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 30 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者。

　5．�グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格とし
て認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーショ
ン・アドバンスト・レベル（GCEA レベル）資格を有する者で平成 30 年 3 月 31
日までに 18 歳に達する者。
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◦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 29 年 10 月 30 日（月） から平成 29 年 11 月 7 日（火）（期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日　平成 29年 11月 11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 29年 11月 14日（火）夕刻

◦入学手続
平成 29 年 11 月 16 日（木）から平成 29 年 11 月 24 日（金）正午まで
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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 29 年 12 月 15 日（金）から平成 30 年 1 月 26 日（金）（郵送の場合、必着）　

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 30 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 100 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）

100 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。

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 30 年 2 月 16 日（金）から平成 30 年 3 月 2 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。）


（土・日・祝日および平成 29 年 12 月 28 日（木）から平成 30 年 1 月 4 日（木）の間は
窓口での受付は行わない。）

◦試験日・試験会場
試 験 日　平成 30年 2月 2日（金）　


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


　　　　　（H30.1.1 から「東京都千代田区神田三崎町 2-9-18」に町名変更）


　　　　　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 1 号館 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 30年 2月 5日（月）夕刻

◦入学手続
平成 30年 2 月 6 日（火）から平成 30 年 2月 13日（火）正午まで

◦出願期間
平成 29 年 12 月 15 日（金）から平成 30 年 1 月 26 日（金）（郵送の場合、必着）　
（土・日・祝日および平成 29 年 12 月 28 日（木）から平成 30 年 1 月 4 日（木）の間は
窓口での受付は行わない。）

◦試験日・試験会場
試 験 日　平成 30年 2月 2日（金）　


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


　　　　　（H30.1.1 から「東京都千代田区神田三崎町 2-9-18」に町名変更）


　　　　　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 1 号館 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 30年 2月 5日（月）夕刻

◦入学手続
平成 30年 2 月 6 日（火）から平成 30 年 2月 13日（火）正午まで

◦試験日・試験会場
試 験 日　平成 30年 3月 10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


　　　　　（H30.1.1 から「東京都千代田区神田三崎町 2-9-18」に町名変更）


◦合格通知日
平成 30年 3 月 13 日（火） 夕刻

◦入学手続
平成 30 年 3 月 14 日（水）から平成 30 年 3 月 22 日（木）正午まで
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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 30 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。

�

（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。

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 100 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）

100 点 

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。


　① 4 年制大学卒業者または平成 30 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 30 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

　③ �4 年制大学に 2 年以上在学し、所定の単位を取得した者、または平成 30 年 3
月までに 4 年制大学に 2 年以上在学し、所定の単位を取得見込の者

　　※�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）


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）
※編入学試験 A と同様

◦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 30 年 2 月 16 日（金）から平成 30 年 3 月 2 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 30年 3月 10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


　　　　　（H30.1.1 から「東京都千代田区神田三崎町 2-9-18」に町名変更）

◦合格通知日
平成 30 年 3 月 13 日（火） 夕刻

◦入学手続
平成 30 年 3 月 14 日（水）から平成 30 年 3 月 22 日（木）正午まで

（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 29年 9月 26日（火） から平成 29 年 10月 3日（火）（期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　平成 29年 10月 7日（土）


試験会場　東京歯科大学　さいかち坂校舎


　　　　　東京都千代田区神田駿河台 2-9-7


◦合格通知日
平成 29年 10月 10日（火） 夕刻

◦入学手続
平成 29 年 10 月 12 日（木）から平成 29 年 10 月 20 日（金）正午まで

◦出願期間
平成 30 年 2 月 16 日（金）から平成 30 年 3 月 2 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 30年 3月 10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


　　　　　（H30.1.1 から「東京都千代田区神田三崎町 2-9-18」に町名変更）


◦合格通知日
平成 30 年 3 月 13 日（火） 夕刻　

◦入学手続
平成 30 年 3 月 14 日（水）から平成 30 年 3 月 22 日（木）正午まで

26
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学生募集要項

    

  

       

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）
※編入学試験 A と同様

◦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 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 29年 9月 26日（火） から平成 29年 10月 3 日（火）（期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　平成 29年 10月 7日（土）


試験会場　東京歯科大学　さいかち坂校舎


　　　　　東京都千代田区神田駿河台 2-9-7　


◦合格通知日
平成 29 年 10 月 10 日（火） 夕刻　

◦入学手続
平成 29 年 10 月 12 日（木）から平成 29 年 10 月 20 日（金）正午まで

＜入学辞退期限について＞　・・・　全入試制度共通（推薦入学を除く）
入学手続後、入学を辞退する場合は、入学辞退届を添えて、平成 30 年 3 月 31 日
（土）正午までに申し出ること。この場合、入学金については返還しない。
4月 1 日以降に入学を辞退する場合は、理由の如何を問わず入学金およびその他の
諸経費についても一切返還しない。

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）
※編入学試験 A と同様

◦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 30 年 2 月 16 日（金）から平成 30 年 3 月 2 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 30年 3月 10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


　　　　　（H30.1.1 から「東京都千代田区神田三崎町 2-9-18」に町名変更）


◦合格通知日
平成 30年 3 月 13 日（火） 夕刻　

◦入学手続
平成 30 年 3 月 14 日（水）から平成 30 年 3 月 22 日（木）　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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 東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（平成29年6月現在）

橋本貞充

阿部潤也　　井上直記
上田貴之　　大塚　健
鎌田美樹　　菊地聡子
佐藤正樹　　篠塚侑佳里
髙橋恭子　　田島大地
多田美穂子　久永竜一
藤倉隆行　　船山雅史
前田健一郎　山本美紀
渡辺　賢

第281号の記事中に次の間違いがありましたので、お詫びして訂正します。
10頁　平成28年度臨床研修医修了式挙行　写真キャプション
　　　春山亜希子副委員長　→　春山亜貴子副委員長
19頁　平成29年度新入生学外セミナー開催　写真キャプション
　　　講演される渡辺先生　→　渡部先生

さいかち坂の8階から見る東京の街。
日々の時間の流れのなかで様々な表情を映していきます。
この一瞬の風景・・・。

編集後記

　平成29年6月1日、井出吉信学長が第9代の理事長に就任

され、新体制の法人役員と共に、高いブランド力を持つ、よ

り強い東京歯科大学を造りあげるべく、次なる大学の運営が

始まりました。

　井上裕元理事長の時代から始まった水道橋への移転計画

が、十数年の時を経て完了した今、千葉キャンパスの整備や

千葉病院の運営方針の決定、市川総合病院の管理運営など、

いくつもの大きな課題が、東京歯科大学の未来に向けて検討

されていきます。

　水野嘉夫前理事長の「退任にあたって」のなかに、

シュヴァイツァーやクローニンをはじめ、水野先生の50年

にわたる内科医としての生き方に影響を与えた、いくつもの

言葉と、ひととの出逢いが記されていました。

　大学を飛び出して生涯の臨床の師となる先生との巡り会

い。“Friendships are forever” と言い合える留学先の教授と

のあたたかな交流。福沢諭吉と血脇守之助の思想と、東京歯

科大学で受けた故井上裕元理事長の大きな影響。

　さまざまなひととの深い関わりが、自分自身を成長させ、

前へと進ませていきます。

　そして、文章は、「真面目なる生涯を送った人であるとい

われるだけのことを後世の人に遺したい」との、内村鑑三の

言葉で締めくくられています。

　ひとはどれほど、自分自身のなかに眠っている、ほんとう

の自分自身に気付くことができる勇気を持って、生きること

ができるのでしょうか。

　その静かな勇気を持って、自分自身のなかにある本当の力

を呼び覚まし、それを信じて前に進みなさい、とのメッセー

ジが、あとに続くものたちの背中を押していきます。

　東京の街も2020年に向けて大きく変化しています。

　ひとつの細胞がオートファジー（autophagy 自己貪食）

によって、古くなった細胞器官をリサイクルして新しいもの

に造り替えていくように。

　ひとつのからだのなかでたくさんの細胞が生まれ、それと

同じだけの細胞達がアポトーシス（apoptosis プログラムさ

れた細胞死）によって死んでいくように。

　ひとつのいのちがつながっていく動的平衡の流れのなか

で・・・。

　気がつかないうちに、昔からあった家やビルが壊されて新

しい街へと変容し、そこに生活する人たちは、常に入れ替わ

っていく。日々の中で、すこしずつ東京歯科大学が変わって

いくように・・・。

広報・公開講座部長：橋本貞充
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