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　皆様、あけましておめでとうございます。短い休みでしたが、ご家族

と楽しくお過ごしになったことと思います。

　さて、水道橋移転は約10年前から計画しておりましたが、無事にこ

の３月でほぼ完了となります。これは皆様方の多大なるご協力があって

成しえたことと、深く感謝しております。建物、教育施設、病院、研究

室ができあがりましたが、実際はその中身が大切です。私も他大学に講

義に行くことがありますが、設備が新しいからといって良い教育、良い

研究を行っているというわけでは決してありません。そこにいる人々が

それぞれの努力によって、熱心に学生を育て患者さまを診ることによっ

て、始めて器と中身が伴ってくるのです。

　東京歯科大学は、今年で創立126年になります。いつもいわれること

ではありますが、伝統というものは決してすぐにできるものではなく、

改革の連続の中、築きあげていくものです。今年はぜひ、自ら考え、も

う一歩前に出て、職場環境を整えていただきたいと思います。臨床の現

場でも、事務の現場でも、是非とも未来の東京歯科大学の為に、後輩を

しっかりと育てていただきたいと思います。これが私から皆さんへの一

番のお願いでございます。

　今年一年も健康に気をつけて、頑張っていただければと思います。ど

うぞ宜しくお願い致します。

年頭のご挨拶

年頭にあたって
東京歯科大学

学長　井出吉信

年頭のご挨拶

丁　

ひのととり

年頭にあたって

学校法人東京歯科大学
理事長　水野嘉夫

　皆様　新年　あけましておめでとうございます。
　昨年の年頭挨拶では、主として5つのことをお話し
ましたので、その後の経過についてお話します。
１、西棟は予定通り無事に竣工いたし、一階のラウン
ジから始まり、診察室、手術室・短期大学の実習
室など種々の目的に有効活用がなされています。

２、本館１階外来待合室の改修も終わり、本格稼働を
開始しております。正に東京歯科大学水道橋病院
にふさわしい待合室になったと思います。

３、東京歯科大学短期大学歯科衛生学科は昨年8月に
文部科学省からの認可が下りました。現在、学生
募集を行っている最中であり、本年4月より第一
期生を迎えることになります。

４、千葉病院並びに千葉校舎跡地の検討も本格化し、
現状にては一部をスーパーに賃貸すること、学生
のための施設・設備の整備などを考えております。
しかし、病院自体はさらに十分な検討が必要と考
えられます。

５、市川総合病院に関しては、昨年4月に地域医療支
援病院として千葉県からの認可がおりました。紹
介患者に対する医療提供を通じて、第一線の地域
医療を担う、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等
を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病
院としてふさわしい構造・設備等を有するものと
して承認されたものです。救急医療の提供、地域
の医療従事者に対する研修の実地が必要であり、
市川市並びに周辺の地域の医師会・歯科医師会と
の連携を密にしています。

　今年は18歳人口が再度減りだす「2018年問題」を目
の前にして、生き残る大学は、大学の個性、強み、存
在価値がなお一層求められます。
　有名なチャールズ・ダーウィン（1809年～1882年）
は、「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知
的なものでもない。それは、変化に最もよく適応した
ものである。」と言っています。「変化に最もよく適応
する」ことはPDCAサイクルを数多く回すことであると
思います。
　PDCAサイクルとは、ご存知のように「Plan」「Do」
「Check」「Action」です。要は、なんでもまずは形にし
てやってみることではないかと思います。多くPDCA
サイクルを回しているということは失敗が多いという
ことになります。しかし、失敗でなく、そのたびに次
を考え実行し、改善することでありますから、それは
前進であると考えられます。回せば回すほど変化に適
応していくことに繋がります。その集積が強みとなり
ます。どんどん伸ばしていける機会が多くなればなる
ほど、その分野は得意分野となります。自分が得意な
ことをすることは、やっていると楽しく、自然とやり
たくなります。好きになります。そして、PDCAサイ
クルを早くに、どんどん回すことにより、来るべき変
化に適応していくことができます。そこに大学の個
性、強み、存在価値が見出されると思います。

　新しい年を迎え、本年が皆様にとりまして幸せな年
でありますことを祈念し、年頭の挨拶と致します。
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准教授就任のご挨拶

口腔病態外科学講座

笠原　清弘

平成 28 年 9 月１日付で、口腔病態外科学講座准教授の任

を拝命いたしました。その重責に身の引き締まる思いである

とともに、与えられた職務を全うできるよう決意も新たに

日々行動していきたいと存じます。

私は平成 3 年に本学を卒業後、口腔外科学第一講座の大

学院生として入局し野間弘康名誉教授をはじめ多くの先生方

にご指導をいただきました。大学院修了後は国立東京第二病

院（現国立病院機構東京医療センター）への出向を経て、平成

17年からは口腔外科学講座で柴原孝彦教授にご教授を賜り

ました。平成 20 年に水道橋病院に配置替えとなり、口腔健

康臨床科学講座口腔外科学分野において柿澤 卓名誉教授か

らご指導をいただきました。本学の水道橋移転に伴い、平成

25年からは口腔外科学講座、平成 27 年からは新たに設立

された口腔病態外科学講座において、片倉 朗教授のもと、

教育・研究・診療に従事させていただいております。

教育におきましては、121 期生の 3・4年次の学年副主任

を担当し、現在は 123 期生 ( 現 5 年生 ) の学年副主任を担

当しております。講義におきましては、できるだけ学生個々

のモチベーションが高まるよう、“わかりやすく、気持ちを

込めた授業 ” を心がけております。また、臨床実習におきま

しても、患者さんに対して思いやりの心に拠る医療を施すこ

とのできる、“人間力 ” を高めた学生の育成に取り組んでお

ります。今後も学生の成績動向を綿密に把握し、生徒一人一

人の個別ニーズに合わせたきめ細やかな指導を継続していく

所存です。

次に研究についてですが、私はこれまで主に、外科的矯正

治療の領域を専門として研究を行ってまいりました。特に国

際的なクライテリアである SIRS（全身性炎症反応症候群）に

ついては、世界に先駆けて顎矯正手術と術後合併症との関連

について論文発表させていただききました。今後は顎矯正手

術におけるプロジェクションマッピングやバーチャル手術シ

ミュレーションの開発にも取り組んでいきたいと考えており

ます。この分野は人間の脳における「空間認知能」の活性化

に関与するため、学生教育の分野でも大きな可能性を持った

領域であり、実りある発展をさせていきたいと考えておりま

す。

最後に診療に関してです。水道橋病院はこの度、病棟の改

装が完了となりました。病室のアメニティも向上し、これま

で以上に安全で良質な医療を患者様に提供できる環境が整っ

たと思います。このハードを生かすべく、高い医療技術と倫

理観を持った医局員、ならびに医療スタッフの育成を心がけ

ていく所存です。また、医療連携をこれまで以上に充実さ

せ、医療機関の枠を超えた地域の歯科医療の中核としての病

院機能が果たせるようにと考えております。

今後は、教育・研究・診療がより三位一体となる理想的な

環境の実現に向けて、一層精励いたす所存でございますの

で、何卒倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。
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准教授就任のご挨拶

歯科麻酔学講座

松浦　信幸

この度、平成 28 年 10 月 1 日付けで歯科麻酔学講座准教

授を拝命いたしました。伝統ある本学歯科麻酔学講座の准教

授就任は、身に余る光栄でありますとともに、その重責に身

が引き締まる思いであります。ご支援、ご指導いただきまし

た大学関係者ならびに諸先生方に心よりお礼申し上げます。

平成 12 年に本学卒業後、大学院歯学研究科で歯科麻酔学

を専攻し、金子 譲名誉教授、一戸達也教授のご指導のもと

教育、研究、臨床に従事させていただきました。

今後の教育の抱負といたしまして、急速な高齢化が進む日

本において、安心で安全な歯科治療を提供するために、歯科

麻酔学のコア（患者生命の安全を守るための全身状態の評価

と管理）とその重要性の教育に努めてまいります。また、高

い倫理観を持ち、高度な歯科医療が提供できる若手医局員の

育成も重要な責務と考えております。

研究に関しまして、これまで本学の HRC プロジェクト研

究に参加させていただき、三叉神経支配領域の疼痛認知の三

次元的局在と鎮痛薬の効果を脳神経生理的に解明いたしまし

た。現在は、静脈内鎮静薬の運動機能に与える影響、静脈内

鎮静薬の自律神経・呼吸に与える影響に関する研究を行って

おり、今後も基礎・臨床研究を通じ、新しい知見やエビデン

スを内外に発信してまいります。

診療では、現在水道橋病院歯科麻酔科部長代理として従事

しておりますが、これまでの歯科麻酔学の知識と臨床経験を

生かし、多様化する患者ニーズに対応しつつ、より安全で快

適な質の高い歯科医療の提供に努めてまいります。

微力ではございますが、本学の発展に少しでも寄与できる

よう精励し、また、歯科麻酔学の教育、研究、臨床に准教授

としての責務を果たせるよう、より一層の研鑽を積んでまい

ります。今後とも皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

准教授就任のご挨拶

口腔健康科学講座
摂食嚥下リハビリテーション研究室

杉山　哲也

平成 28 年 12 月 1 日付で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准教授を拝命致しました。その重責

を痛感するとともに、ご推挙を賜りましたこと厚く御礼申し

上げます。

私は昭和 58 年に本学卒業後、歯科補綴学第一講座に在籍

して故溝上隆男教授のご指導により大学院を修了し、後任の

櫻井 薫教授（現老年歯科補綴学講座主任教授）のもとで老年

歯科や有床義歯補綴に関する教育、研究、診療に携わって参

りました。近年、高齢者の急増とともに摂食機能障害を有す

る患者が増加してきたことを受け、平成 20 年、本学千葉病

院に摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科が

開設されました。科の開設にあたり、専任の石田瞭、

大久保真衣両先生をサポートする形で私が兼任として加わ

り、平成 23 年からは専任として摂食機能障害患者のリハビ

リや補綴診療にあたっております。

要介護高齢者の歯科診療、特に訪問歯科診療では、患者の

全身状態を把握したうえで診療を行うことはもちろん、外来

診療のように疾患の治癒を目標とするだけではなく、患者が

最期まで尊厳を持って生きることのお手伝いをすることが求

められます。さらには、医療職のみならず介護職等の他職種

との連携を取ることも必要とされます。このようなことは外

来診療を行っているだけでは修得できるものではありませ

ん。学生に対しては、少しでも訪問歯科診療を経験させたう

えで、歯科医師が社会すなわち患者やその家族あるいは他職

種から求められていること、さらにはかかりつけ医として一

生患者を診るために修得すべきことについて、効率的かつ効

果的に教育を行っていきたいと考えております。非常に難し

い分野ではありますが、社会が求める歯科医師の育成のため

に微力を尽くす所存でおります。今後とも皆様のご指導、ご

鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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野間弘康名誉教授が平成 28年秋の叙勲において瑞宝中綬章を受章される
本学元副学長野間弘康名誉教授が、平成 28 年秋の叙勲で

瑞宝中綬章を受章された。

野間名誉教授は､ 昭和 41年より口腔外科学第一講座助手､

講師､ 助教授を歴任された後､ 昭和 56 年９月に同講座教授

に就任された｡ 昭和 57 年１月に同講座主任教授､ 昭和 58

年６月に口腔外科部長に就任｡ 平成４年６月に学生部長、平

成７年６月に千葉病院長､ 平成 11 年６月に法人常務理事、

平成 13 年６月に副学長に就任され､ 平成 16 年５月に定年

退職となるまで､ 38 年の永きにわたり大学の発展に寄与さ

れた｡ 学外では､ 厚生省歯科医師国家試験委員､ 文部省学術

審議会専門委員､ 日本口腔外科学会常務理事､ 日本口腔科学

会理事､ 日本顎変形症学会理事､ 日本口腔腫瘍学会理事､ 日

本顎顔面インプラント学会理事長を歴任された｡

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｡

麻賀明雄千葉病院主任歯科技工士および萩田恵子千葉病院医療安全管理
室主任が平成 28 年度医学教育等関係業務功労者表彰を受賞

▲受賞した麻賀主任歯科技工士

平成 28 年 11 月 22 日（火）午後 2 時より、文部科学省に

おいて平成 28 年度医学教育等関係業務功労者表彰式が行わ

れた。本賞は歯学部・医学部及び附属病院等において、教

育・研究・患者診療等に長期間従事し、顕著な功績があった

者に贈られる賞である。

全国の大学等より推薦された候補者の中から、千葉病院の

麻賀明雄主任歯科技工士並びに萩田恵子医療安全管理室主任

が今年度の受賞者として選ばれた。

麻賀氏は昭和 52 年に入職し、39年余りにわたり歯科技

工士業務に携わり、千葉病院における当該業務の中心的役割

を長年担っている。また、幅広い業務に率先して取り組み、

▲受賞した萩田医療安全管理室主任

千葉病院の歯科技工部門の業務効率化へ向けて統括的な役割

を果たしている。

萩田氏は昭和 56 年に入職し、30年余りにわたり臨床検

査技師業務に携わり、業務の能率推進に多大なる貢献をして

きた。また、医療安全管理室の担当として、専門性の高い知

識を活かし、病院の医療の質の向上と安全の担保に尽力して

いる。

それぞれの立場において、他の職員の模範となり、千葉病

院の発展に貢献してきたことが評価され今回の受賞となった

ものである。
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第 48 回東歯祭フェスティバル 2016 開催
平成 28 年 10 月 29 日（土）と 30 日（日）、水道橋校舎新館

において、第 48 回東歯祭フェスティバル 2016 が開催され

た。

１日目は、水道橋校舎新館血脇記念ホールにおいて混声合

唱部、演劇部、Big Band Jazz 部、管弦楽部、M.L.S 部、ダ

ンス部のライブが行われ会場を盛り上げた。展示部門も新館

第１実習室において国際医療研究会、コンピュータークラ

ブ、美術部白堊会、写真部が出展した。また、同フロアには

各クラブのポスター紹介も展示された。

各クラブのライブ開催に合わせ、８階ラウンジ・ベランダ

で、ダーツゲーム・プラ板アクセサリーづくり・ヨーヨーす

くいの出店があり、多くの学生・父母が楽しんでいた。

２日目は、一昨年大好評を得たクラブ対抗「男装・女装コ

ンテスト」が行われ、各クラブの美男・美女が登場するたび

に大きな笑い声と声援が沸き起こり、会場を盛り上げた。

その後、結果発表が行われ入賞したクラブ員には井出吉信

学長から金一封が手渡され、興奮冷めやらぬままコンテスト

は終了した。

東歯祭終了後、歯学体成績報告会・東歯祭フェスティバル

2016 後夜祭が実施された。会場には運動系、文化系のクラ

ブが一堂に会し、溢れんばかりの熱気に包まれた。歯学体で

３位以上に入賞したクラブに学長賞、父兄会長賞、同窓会長

賞が授与され、盛会裏に祝宴を閉じた。

帰り際に、災害時に備蓄してある非常食が間もなく期限切

れになるということで、参加した学生全員に「ナビスコリッ

ツ」「アルファ米」「非常水」が配布され、皆、笑顔で持ち

帰っていた。

▶東歯祭結果報告をする趙 顯哲東歯祭実行委員長（第 4 学年）

▲ Big Band Jazz 部 ▲管弦楽部 ▲ダンス部

▲混声合唱部 ▲国際医療研究会 ▲演劇部
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平成 28 年度教育ワークショップ報告会開催

◀趣旨説明をする片倉教務部長

平成 28 年 10 月 25 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 28 年度教育ワークショップ報

告会が開催された。今年度は「臨床実習中の基礎科目教育の

在り方について」をテーマとし、片倉 朗教務部長を委員長

とするワーキンググループが検討を重ねてきた結果につい

て、発表および質疑応答が行われた。

臨床実習中の基礎科目教育については、これまでも各診療

科で取り組まれてきており、また今年度前期においては各班

４日間の「基礎系科目集中講義」が実施されている。さらな

る教育効果をあげるため、臨床実習において講義担当の基礎

系教員が一方的に講義をするのではなく、臨床実習担当教員

と連携した上でキーワードを抽出し、そのキーワードを基準

として講義、PBL、SGD、小テストといった方略にて教育を

行っていく旨説明があった。第 123 期生後期臨床実習より

保存科、補綴科、口腔外科において、各診療科に関連した基

礎系科目と連携しながらの取り組みが開始されているが、改

善すべき点においては、引き続きワーキンググループが中心

となり、修正を重ねながら第 124 期生臨床実習へと繋げて

いく旨説明があった。また、臨床系の教員も基礎科目の講義

ができるよう、教員の資質向上の観点、また基礎系科目につ

いては登院してからの教育は当然ながら、第４学年までの担

当学年でいかに習得させるか、といった側面についても検討

課題として提言された。

最後に閉会の辞において橋本正次副学長より、今回の報告

会で意見交換をされた内容をふまえ、ワーキンググループを

中心に実施に向けた全学的な協力体制の依頼があり、盛会の

うちに終了した。

平成 28 年度東京歯科大学三病院看護部合同連絡会開催

◀三病院看護部合同連絡会参加者記念撮影

平成 28 年 11 月 19 日（土）午後３時 30 分より、水道橋校

舎新館第２講義室において、東京歯科大学職員としての一体

感、帰属意識の高揚、情報共有、意見交換、親睦を目的とし

た三病院看護部合同連絡会が開催された。参加者は水道橋病

院、市川総合病院、千葉病院の看護師長および主任看護師、

計 25 名であった。会に先立ち 水野嘉夫理事長より挨拶と

本会の主旨説明がなされ、続いて井出吉信学長より東京歯科

大学の現状についての講演が行われた。その後、濵野孝子市

川総合病院看護部長による挨拶があり、質疑応答、意見交換

が行われた。最後に新館および本館の校舎見学の後、西棟１

階ラウンジに場所を移し懇親会が行われ、親睦を深めた。
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平成 28 年度第 7 回水道橋病院教職員研修会開催

▶医療機器安全の現状について説明する片田講師

平成 28 年 11 月 24 日（木）午後６時より、水道橋校舎本

館第１講義室において、平成 28 年度第７回水道橋病院教職

員研修会が開催された。

今回は、「医療機器安全の現状について」と題し、歯科矯

正学講座の片田英憲講師による講演が行われた。講演では、

はじめに医療安全管理義務化の概要と研修会受講の必要性に

ついて説明がなされた。続いて、PMDA（医薬品医療機器総

合機構）が紹介された。

PMDAとは、医薬品や医療機器の承認審査、医薬品の健

康被害救済、市販後の安全対策、を行う国民保健の向上を目

的とした機構で、市販後の安全対策においては、医療従事者

や医療機関からの不具合報告やヒヤリハット報告が重要とな

ることなどについても説明された。講演の最後には、院内の

AEDおよび消火器設置場所についても再確認がなされ、参

加した教職員にとって、医療機器安全について考える良い機

会となった。

第 156 回歯科医学教育セミナー開催
平成 28 年 11 月 28 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 156 回歯科医学教育セミナーが

開催された。

今回は、学生部長の佐藤 亨教授より「移転後の学生の課

外活動等について」と題した講演が行われた。

昨年９月より設置の投書箱や各種学内アンケート、他大学

の調査に基づき、充実したキャンパスライフを創造するため

の、教職員の指導体制とサポート体制の現在と今後の展望に

ついて詳細な説明があった。講演テーマは下記の通り。

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。質疑応答も大変活発に行われ、大変有意義なセ

ミナーとなった。

１．学年別学生数と男女比、父兄の職業

２．出身県と居住地域

３．千葉病院臨床実習時の宿舎（ミランダ）について

４．第 79 回私立歯科大学学生生活協議会より

５．本年度の学生へのオリエンテーション指導事項

６．第 49 回全日本歯科学生総合体育大会での厳守事項

７．学生生活の現状（大学生活、正課教育、課外活動）

８．国家試験とオールデンタル

９．水道橋移転後の学生の課外活動について（現状と展望）

▲教育セミナーで講演する佐藤学生部長 ▲講演テーマ
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員に浸透させるためのものであり、今回、若手・中堅教員を

中心に初めて実施されたものである。今回の目的は、授業方

法の中の一斉講義に主眼を置き、その効果的な実施方法を探

ることにある。

はじめに、山本 仁教務副部長より、効果的な講義技法の

事例解説と題し、①講義の進め方、②パワーポイント、③板

書の事例等について説明を受けた。次に、３グループに分か

れて、参加者それぞれが事前に録画した授業ビデオに基づ

き、良い点・改善点を挙げ、効果的な講義に必要な項目の抽

出を行った。グループ内でフィードバック終了後、井出吉信

学長より、学生参加型の質問を有効活用した模擬授業の実演

▲模擬授業をする井出学長
があった。

次のセッションでは、前セッションで抽出した効果的な講

義に必要な項目について、模擬授業を行い、意見を出し合っ

平成 28 年 12 月 3 日（土）午後 1 時より、水道橋校舎新館 た。

において、第 1 回「効果的な授業を行うワークショップ」 参加者とスタッフを合わせて 28 名が出席し、活発な討議

が開催された。 が行われ、最後に、受講者全員に修了証書が授与され、午後

本ワークショップは、本学教員による授業（講義・演習・ ６時 30 分に盛会のうちに終了した。

実習等）を効果的に実施するためにその改善点を抽出し、教

▲模擬授業をする後藤教授

第１回「効果的な授業ワークショップ」開催

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催
平成 28 年 12 月 17 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する

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、卒後進路状況、平成

29年度入学試験の概要等についての説明が行われ、各入試

科目の一般入試で出題される同等レベルの例題を提示したう

えでの問題の解説がなされた。

また、歯科放射線学講座の後藤多津子教授による「4D画

像で体内を診る　－アゴ、顔、脳機能－」と題した模擬授業

が行われた。授業内容は受験生にもわかりやすい内容で構成

されており、参加者は大変熱心に聞き入っていた。 

そして、希望者による見学では、第 5 学年生が本館をガ

イドし参加者から普段の学生生活や入試にむけた学習方法に

ついて質問に答えながらの案内となった。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。
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短期大学一般入試説明会開催
平成 28 年 12 月 18 日（日）午前 10 時より、水道橋校舎本

館第 1 講義室において、短期大学一般入試説明会が開催さ

れた。はじめに、石井拓男短期大学準備委員会委員長より挨

拶があり、その後、入学試験に関する解説や希望者へのキャ

ンパスツアー、個別相談が行われた。当日は、父兄をあわせ

て 52 名の参加があった。

▶説明会会場の様子

平成 28 年仕事納めの会開催

▲挨拶をする橋本副学長 ▲乾杯の挨拶をする矢島水道橋病院長 ▲千葉校舎で挨拶をする井出学長

平成 28 年 12 月 28 日（水）、水道橋校舎、市川総合病院、

千葉校舎において平成 28 年仕事納めの会が開催された。

水道橋校舎では、午後６時 15 分より水道橋校舎新館血脇

記念ホールにおいて井出吉信学長より一年を締め括る挨拶

が述べられた。引き続き場所を南棟大会議室に移し、「平成

28年仕事納めの会」が開催された。教職員、大学院生、臨

床研修歯科医等で満場となった会場で、橋本正次副学長、

熱田俊之助常務理事より挨拶をいただき、矢島安朝水道橋病

院長による乾杯のご発声で会は始まった。参加者が互いに一

年間の労をねぎらい、親睦を深めた。賑やかな雰囲気となっ

た会は、矢﨑秀昭同窓会長の中締めにより閉会となった。

市川総合病院では、午後６時より講堂において平成 28 年

仕事納めの会が開催された。小林友忠市川総合病院事務部長

の司会のもと、水野嘉夫理事長、西田次郎市川総合病院長よ

り一年を締め括る挨拶が述べられた。

千葉校舎では、午後 1 時より千葉校舎厚生棟食堂におい

て平成 28 年仕事納めの会が開催された。会場には教職員、

大学院生、臨床専門専修科生等が多数集まり、菅沼弘春千葉

病院事務部長の司会のもと、井出学長、一戸達也千葉病院長

より一年を締めくくるご挨拶をいただいた。引き続き、

柴原孝彦千葉病院副病院長のご発声により、一同乾杯、今年

一年の労を互いにねぎらい、会は賑やかに進行した。
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平成 29 年仕事始めの会開催

▲挨拶をする西田市川総合病院長 ▲挨拶をする水野理事長　

◀挨拶をする一戸副学長・千葉病院長

平成 29 年１月５日（木）、水道橋校舎、市川総合病院、千

葉校舎において平成 29 年仕事始めの会が開催された。

水道橋校舎では、午前８時 45 分より水道橋校舎新館血脇

記念ホールにおいて平成 29 年仕事始めの会が開催された。

教職員、大学院生並びに臨床研修歯科医等が出席し、

渡辺和輝大学庶務課長の司会のもと、水野嘉夫理事長より年

始の挨拶が述べられた。つづいて井出吉信学長による年頭の

挨拶が行われ、一同、新たな気持ちで新年を迎えた。

市川総合病院では、午後６時より講堂において平成 29 年

仕事始めの会が開催された。小林友忠市川総合病院事務部長

の司会のもと、水野嘉夫理事長、西田次郎市川総合病院長よ

り、市川総合病院教職員に対して年頭の挨拶が行われ、市川

総合病院の一年の幕開けになった。

千葉校舎では、午後６時より千葉校舎歯科臨床研修医室に

おいて平成 29 年仕事始めの会が開催された。教職員、大学

院生、臨床専門専修科生等が多数出席し、菅沼弘春千葉病院

事務部長の司会のもと、一戸達也副学長・千葉病院長から年

頭の挨拶が行われた。

12
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第 408 回大学院セミナー開催

▶講演される鍛冶屋先生

平成 28 年 11 月 7 日（月）午後６時より、水道橋校舎新館

第 1 講義室において、第 408 回大学院セミナーが開催され

た。今回は、福岡歯科大学細胞分子生物学講座・細胞生理学

講師の鍛冶屋 浩先生をお招きして、「ビスホスホネート製剤

による新規の骨吸収抑制機序とその副作用予防」と題した講

演をいただいた。窒素含有ビスホスホネート製剤（NBP）は、

メバロン酸合成系のファーネシル２リン酸合成酵素を阻害す

る骨吸収抑制薬（AR）であり、これらによる顎骨壊死

（ARONJ）の発症が歯科臨床上の問題となっている。本講演

では、NBPであるゾレドロン酸が破骨細胞分化・形成過程

を抑制すること、また骨吸収時の酸分泌輸送体である Cl - 輸

大学院入学試験（Ⅰ期）実施
平成 28 年 12 月 3 日（土）午前９時 30 分より水道橋校舎

新館第１講義室において、平成 29 年度大学院入学試験（Ⅰ

期）が実施され、外国語（英語）試験および志望講座における

主科目試験・面接が行われた。また、同日にがんプロフェッ

ショナル養成基盤推進プラン、社会人特別選抜の試験も実施

送体活性を抑制することが紹介された。顎骨壊死モデルマウ

スの研究では、骨小腔の空洞化や骨細胞の凝集など、骨壊死

とともに破骨細胞数の減少が認められたが、これらの効果は

メバロン酸代謝物の併用により減弱する事が紹介された。こ

れらから、NBPは、骨リモデリングの障害を誘発すること

で、顎骨壊死が発症することが示された。さらに NBP とメ

バロン酸代謝物を併用すると、この障害が回復することか

ら、両者併用が、顎骨壊死の発症予防や治療の一助となる可

能性が示唆された。基礎医学から臨床医学にわたる、極めて

有意義な大学院セミナーであった。

された。本年度は、志願者 31 名（一般 28 名、がんプロ

フェッショナル養成基盤推進プラン１名、社会人特別選抜２

名）が受験し、12月９日（金）正午に合格者 30 名の発表が行

われた。なお、大学院入学試験（Ⅱ期）は平成 29 年 3 月 4 日

（土）に実施される予定である。
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井上 孝教授が第 104 回 FDI ポーランド・ポズナン大会に日歯代表団として出席

◀理事として参加する井上教授（右から２番目）

現在 FDI では、アジア太平洋地域（Asia Pacific Regional

Organization）から、理事（東歯大：井上）、学術委員（昭和大

歯：上條教授）、教育委員（日本歯科医師会国際渉外委員長：

阪大卒平野）、財務サポート会議委員（日本歯科医師会常務理

事：東歯大卒小林）を送っており、今後の世界の歯科情勢に、

アジア太平洋地域から、大きな影響を与えることができると

感じている。しかし、参加国は 140 を超え、宗教、経済、

習慣は相当異なり、未だにアマルガムの討議が 1 日行われ

ている状況で、ISO などとの連携により、廉価で安全な材料

の開発が望まれている。また、未だにブラッシングなどの必

要な国も少なくなく、多くの政策声明が出されるものの、万

国共通とは言えない現実を見直す必要がある。日本でも、厚

労省・文科省などにも働きかけ、FDI の用語や声明などが、

日本の歯科界に役立つものにしていく必要がある。

（臨床検査病理学講座教授　井上 孝）
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関根理予助教　第 61 回日本口腔外科学会総会・学術大会で第 16 回学術奨励賞
を受賞

▶受賞した関根助教（右）と柴原孝彦教授

平成 28年 11月 25日（金）から 27日（日）、千葉・幕張

メッセ（千葉市）で開催された第 61 回日本口腔外科学会総

会・学術大会で、口腔顎顔面外科学講座の関根理予助教が第

16回学術奨励賞を受賞した。この賞は日本口腔外科学会雑

誌 お よ び Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,

Medicine, and Pathology に掲載された論文の筆頭著者で、

若手会員の優秀な業績に対して授与される。関根助教が 

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and

Pathology に 発 表 し た「A study on the intrapapillary 

capillary loop detected by narrow band imaging system in

early oral squamous cell carcinoma」と題する論文の学術的

価値が高く、研究の活性化に貢献するものと評価され今回の

受賞に至った。

関根助教は、これまで同講座の藥師寺 孝講師とともに

Narrow Band Imaging（NBI Ⓡ）システム搭載拡大内視鏡を用

い、病変とその周囲 の上皮乳頭内毛細血管ループ

（Intrapapillary Capillary Loop : IPCL）のパターンを分類する

ことで早期癌の描出に成果をあげており、IPCL の３次元構

築画像を作成、各病態における IPCL の血管径や密度などに

ついて比較検討し、粘膜の悪性化に伴う IPCL 形態変化につ

いて報告したことが特に高く評価された。拡大内視鏡検査

は、簡便で非侵襲的なスクリーニング検査方法であることに

利点があるが、一方で扁平苔癬といった炎症性疾患では、血

管が拡張していることが多く、悪性疾患との鑑別の難しさが

課題であった。現在、IPCL の形態変化と血管新生因子の発

現状況から、より正確な診断が行えないかといった研究も開

始されている。今後、臨床へのフィードバックが大きく期待

される研究であり、拡大内視鏡を用いた口腔扁平上皮癌の診

断法の確立、正診率の向上を目指す。
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三邉正樹大学院生、第 61 回日本口腔外科学会総会・学術大会で優秀ポスター
発表賞（ゴールドリボン賞）を受賞

平成 28年 11月 25日（金）から 11月 27日（日）に幕張

メッセ 国際会議場・国際展示場（千葉市）で開催された第 61

回日本口腔外科学会総会・学術大会においてオーラルメディ

シン・口腔外科学講座の三邉正樹大学院生が優秀ポスター発

表賞（ゴールドリボン賞）を受賞した。本賞は、100 を超え

るエントリー演題の中から事前抄録を審査後、50演題がノ

ミネート演題として採択され、学術大会における発表内容の

優れた 20 演題に授与されるものである。受賞は、昨年の優

秀口演発表賞に続き 2 回目となる。

学会の国際化によりポスターは英文で作成され、受賞演題

は「Development of the therapeutic model of oral cancer by 

drug delivery system with non-pathologic pemphigus

antibody」である。口腔扁平上皮癌（OSCC）ではデスモグレ

イン３（Dsg3）が高発現しており、バイオマーカーとして注

目されている。これまでに天疱瘡患者からクローニングされ

◀受賞した三邉大学院生（右）と指導医の市川総合病院皮膚科 河野通良講師

た病原性を持たない抗 Dsg3 抗体 Px44 と癌抑制分子 TRAIL

をつなげた融合タンパク Px44TRAIL を作製し、口腔癌を対

象とした選択的治療モデルの開発を目指してきた。今回、５

人の OSCC 患者の原発巣と転移リンパ節から樹立された 10

種類の細胞株に対する Px44TRAIL の効果を検討した。この

結果から、Px44TRAIL は Dsg3 を発現している OSCC 細胞

に特異的に結合し、アポトーシスを誘導することが示され

た。また、OSCC はリンパ節転移すると Dsg3 の発現が上昇

する傾向があり、原発巣で Dsg3 の発現がない場合も、リン

パ節転移し Dsg3 の発現を獲得することで Px44TRAIL の治

療のターゲットとなると考えられた。今回、Px44TRAIL は

特に OSCC の転移リンパ節に対する有効な治療薬となる可能

性が示された。

今後、OSCC に対する選択的口腔癌治療の実現を目指した

さらなる研究が期待される。
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学生会ニ ュ ー ス

平成 28 年度父兄会定時総会・修学指導方針説明会開催

▲修学指導方針を説明する井出学長 ▲６年生保護者へ学業を中心に説明する古澤成博学年主任

平成 28 年 6 月 18 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 28 年度父兄会定時総会が開催

され、約 500 名の保護者が出席した。

総会は、村上雅一副会長の開会の辞で始まり、原島 晃会

長から挨拶と施政方針などが述べられた。続いて井出吉信名

誉会長 ( 学長 ) から挨拶をいただいた後、第 6 学年保護者の

藤田雄二氏が議長に選出され、議事が進められた。

平成 27 年度父兄会事業報告、平成 27 年度父兄会経常会

計収支決算、平成 27 年度父兄会傷害共済基金収支決算、平

成 27 年度父兄会特別事業積立金収支決算、平成 28 年度父

兄会事業計画（案）、平成 28 年度父兄会会計収支予算（案）、

平成 28 年度父兄会傷害共済基金収支予算（案）、平成 28 年

度父兄会特別事業積立金収支予算（案）などが審議され、いず

れも提案どおり承認可決された。また、本年 3 月に水道橋

校舎本館西棟が竣工されたことを祝して「水道橋校舎本館西

棟竣工に伴う寄付について」動議が上程され、平成 28 年度

父兄会特別事業積立金から一千万円を大学へ寄付することが

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 28 年度父兄会役員が選任された（業務分担はつ

ぎのとおり）。

父兄会定時総会に続き、午後 2 時 20 分から大学主催によ

る在学生の保護者を対象にした修学指導方針説明会が開催さ

会 長：原島 晃（※ 9 月 30 日付辞任）

副 会 長：村上雅一、瀧上恵美子、丹沢朝彦

藤関雅嗣（※ 12 月 1 日付会長就任）

常務理事（庶務）：清水 泰、黒河宏之

常務理事（会計）：山口和彦、鈴木幸一

常務理事（奨学）：阿部真理、森 正浩

常務理事（傷害）：伴野和夫、山田由美子

常務理事（広報）：鈴木千枝子、安藤雄一

理 事：渡辺和宏、大内仁之、芹澤誠一

大西泰斗、池谷恭子、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

監 事：荻原俊美、福田紳一

▲平成 28 年度父兄会役員

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」、片倉 朗教務部

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。
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第 48 回全日本歯科学生総合体育大会結団式挙行

◀結団式で選手宣誓をする山本君（第 4 学年）

平成 28 年７月 15 日（金）午後６時 30 分より、水道橋校 いた。

舎新館血脇記念ホールにおいて、第 48 回全日本歯科学生総 続いて柔道部主将で運動部長の近藤 周君（第 4 学年）が挨

合体育大会（歯学体）結団式が挙行された。 拶、選手宣誓を水泳部主将の山本 圭君（第４学年）が力強く

橋本正次副学長から「昨年は５位という結果でした。各ク 行った。弓道部主将の稲田宇絋君（第４学年）の司会で、各ク

ラブの一人ひとりが東京歯科大学の代表として優勝を目指し ラブ主将から戦いに挑む決意表明が行われた。最後に参加者

て怪我のないように頑張ってください」とのご挨拶をいただ 全員で校歌を斉唱し、閉会した。

第 48 回全日本歯科学生総合体育大会夏期大会開催
平成 28 年８月１日（月）から８月 12 日（金）まで第 48 回 358 名の部員が大会に参加した。

全日本歯科学生総合体育大会（歯学体）夏季大会が東京医科歯 部門では、少林寺拳法が準優勝、硬式野球・サッカー・バ

科大学歯学部が事務主管となり行われ、北は宮城県、南は福 レーボール・水泳・フットサルが 3 位入賞となった。得点

岡県の各地で熱戦が繰り広げられた。本学からは、21部門 は、99.5。総合第 6 位となった。

図書館から

本学教員著書について
本学教員の著書についても、特に収集に努めております。著書発刊の折には、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。

■本学教員著作リスト　（本学の教員名が標題紙に記載されているものに限る）�

柴原孝彦［ほか］編著「臨床口腔外科学：一からわかる診断から手術」医歯薬出版、2016
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国際交流部ニ ュ ー ス

Elective Study Programでの海外からの学生訪問
今年度本学では Elective Study Programとしてアジアの３

大学から合計７名の学生を受け入れた。

平成 28 年７月 19 日（火）から 29 日（金）に台北医学大学

口腔医学院４年生の Yu-Hsin Chen さんと Chen-Jun Yu さ

んの２名、８月 18 日（木）から 24 日（水）に延世大学歯科大

学校５年生の Hosik Jang さん、Hyungwook Yu さん、

Sangmin Song さんの３名、また 12 月５日（月）から９日

（金）にマレーシア国際医科大学４年生の Tan Yue Yu さんと

Nurul Jannah Kamarul Arrifin さんの２名が臨床各科で見学

した。

アジアの歯科大学では日本の歯科大学で行われている歯科

医療や歯科教育に注目しており、学生たちからは多くの事柄

を吸収しようという姿勢と熱意が窺えた。見学終了後に

井出吉信学長より Certificate が授与された。

▶台北医学大学口腔医学院からの見学生

▲延世大学校歯科大学校からの見学生 ▲マレーシア国際医科大学からの見学生
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歯科衛生士校ニ ュ ー ス 

第 66 期生３年生修学旅行実施

▶雄大な富士山をバックに

平成 28 年 11 月 27（日）から 28 日（月）において、歯科衛

生士専門学校では、第３学年（第 66 期生）を対象に１泊２日

で山梨県および静岡県への修学旅行を実施した。

初日は午前８時 15 分に学校に集合し、先生方の見送りの

中、修学旅行がスタートした。一行は、まずは歯科衛生士国

家試験合格祈願のため、湯島天神へと向かった。一同揃って

祈祷を受け、全員の合格を願い絵馬を結んだ。その後バス

は、１か所目の観光スポットであるシャトー勝沼を目指し中

央道を走った。シャトー勝沼は本場フランス仕込みのワイン

造りを 130 余年手がけている歴史あるワイナリーで、施設

見学後は、11月に解禁されたばかりの新酒の試飲を楽しみ

つつ、各自家族やお世話になった先生方へのお土産を選ん

だ。その後、双葉ＳＡで昼食をとり、バスはシャトレーゼ白

州工場へと向かった。シャトレーゼ白州工場の目玉はなんと

いってもアイスクリームの食べ放題。お菓子の製造工程を見

学後、12月下旬並みの寒さもものともせず、何種類ものア

イスクリームを頬張り大満足のうちに工場を後にした。夕

刻、一行は宿泊場所である下部温泉郷にある「下部ホテル」

に到着。同温泉郷は、富士山の西側、富士川に注ぐ下部川沿

いに展開し、古くから湯治場として栄えた場所である。名湯

100 選にも選ばれた源泉の効能を堪能した後、お楽しみの

宴会が行われた。美味しい料理に舌鼓を打った後、カラオケ

大会などが行われ、盛り上がりをみせた。宴会終了後は下部

ホテル恒例の餅つき大会に参加し、他の宿泊者の方々と「よ

いしょ！よいしょ！」という威勢の良い掛け声とともに和気

藹々と餅つきを楽しんだ。

２日目は午前９時にホテルの方々に見送られ、本栖湖へと

向かった。前日の小雨がうそのように晴れ、富士山が全景に

広がった瞬間、車内からは歓声が溢れた。雄大な富士を背に

記念撮影を行い、再び第 66 期生全員の国家試験合格を祈っ

た。その後、一行は河口湖にあるオルゴールの森美術館へ向

かった。軽やかな音色を奏でるオルゴールに癒され、おだや

かなひと時を過ごした後、バスは次の目的地が控える静岡県

を目指し、富士五湖道路を走った。到着した御殿場高原の時

之栖では、色とりどりのビュッフェとともに、３種の御殿場

高原ビールを心行くまで堪能した。しばしの休憩の後、一行

は最後の目的地である富士サファリパークへと向かった。車

窓からはクマやライオン、ヒョウ、キリン、カバ、シマウマ

等たくさんの動物達が活発に動き回る様子を観察でき、車内

は終始歓声の渦であった。すべての行程が無事終了した後

は、ジブリ映画を車内で鑑賞しつつ帰路へとついた。そして

戻った学校では先生方の出迎えを受け、その後皆元気よく解

散した。

笑顔溢れる貴重な時間を一緒に過ごし、これから待ち受け

る国家試験そして卒業に向けて、クラスがさらに一致団結す

るきっかけとなる旅行であった。
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第 11 回卒業研究発表会開催

◀研究発表会の一コマ

平成 28 年 11 月 24 日（木）、午前９時より千葉校舎第２

教室において、全学年の学生と論文指導の諸先生やその他の

参加者を集め、第３学年による第 11 回卒業研究発表会が開

催された。

研究発表会は学会形式をとり、受付、座長、タイムキー

パーなどの役割をすべて第３学年が受け持ち運営された。午

前９時、井上 孝校長の開会の挨拶に続き、５分間のスライ

ドを用いた口頭発表と２分間の質疑応答が始まった。緊張し

ながらも自分の研究について懸命に発表する姿や、フロアか

らの質問に一つひとつ丁寧に答える様子は大変印象的で、３

年間の学生生活の集大成としてふさわしいものであった。研

究テーマは基礎から臨床の幅広い分野で行われ、それぞれが

非常に興味深い内容であった。また、水道橋校舎と千葉校舎

を行き来する学生も多く、限られた時間を有効に活用しなが

らの研究となった。

第 66 期生 49 名の研究成果は、391 ページにもおよぶ分

厚い卒業研究論文集としてまとめられた。これは学生一人ひ

とりの努力の結果であるのはもちろんのこと、東京歯科大学

および歯科衛生士専門学校の担当教員による、長時間にわた

る親身な指導の賜物である。完成した論文集を手にした学生

からは、初めて行った研究を形にすることで、こんなにも達

成感が得られるとは思わなかったという喜びの声とともに、

もっと知識があれば、より良い論文に仕上げられたのではな

いかという反省の声もあがった。自分自身が疑問に思ったこ

とを研究し、論文を書き上げ発表するという一連のプロセス

を通じて得られた経験が、考える力を持つ歯科衛生士に成長

するための一助となると思われる。

夕方にまでおよんだ研究発表会は、高橋俊之卒業研究正講

師からの総評をもって閉会した。閉会後は、歯科衛生士専門

学校にてささやかな懇親会が開かれ、なごやかで楽しい時間

を過ごし、互いの労をねぎらった。
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回想と抱負 2016-2017

石井善仁
歯周病学講座助教

河地 誉
オーラルメディシン・口腔外科学講座助教

　2016 年、歯周病学講座に大学院生として入局してから

10年目を迎えました。若手でいたのもつい最近のことに思

えますが、気づけば中堅と言われる立場になり責任ある仕事

を任せていただき、臨床・研究・教育と仕事に充実感を感じ

ております。私事ですが昨年に子どもが誕生し家族が増えま

した。子どもと触れ合い、笑顔をみることが仕事の原動力と

なっています。

　2017 年はお世話になった東京歯科大学を離れ、私にとっ

て新たな一歩を踏み出す年となります。これからも本学で学

んだ向上心を忘れることなく、さらに飛躍できるよう日々心

がけていきたいと思います。

石川 昂
組織・発生学講座助教

　2015 年 10 月、京都府立医科大学法医学教室から東京歯

科大学組織・発生学講座へ研究の場を移しました。学生時代

を過ごした稲毛から水道橋へ本校舎が移転し、着任当時は多

少の戸惑いがあったことを覚えています。

　専門としている法医学（法歯学）分野では、これまで歯科医

師として個人識別を主軸とし、死因や死後経過時間の推定等

の業務を行ってまいりました。これらの業務には、解剖学は

もちろんのこと、組織学・病理学・放射線学・衛生学など多

岐にわたる学問の知識が求められます。そのため、今後は所

属講座が組織学である利点を活かし、組織学的な観点から法

医学研究を推進し、より専門性を高めた法科学者になること

をめざし努力してまいります。

伊藤知花
口腔科学研究センター

　学生時代、インターンシップ期間で口科研にお世話になっ

たこともあり、東京歯科大学に来て約２年目が経ちました。

昨年は、研究者としてではなく技術員として求められる技量

や知識の差異に戸惑い、勉強が足りないと痛感する日々が多

いように思いました。そんな躓いた時に様々な方からご指導

いただける環境にいることが、すごく恵まれているなと感じ

た１年でもありました。

　また、昔取得した資格や研究の知識を引っ張り出すことが

多くあり。嬉しい半面、数年前の知識を引き出すのに中々苦

労しています。2017 年は精進すると共に頭の中の引き出し

をスッと取り出せるように努めてまいります。本年もよろし

くお願いいたします。

　2016 年は、私にとって「実りの多い１年」であったと思

います。口腔外科学を志して以来、目標にしていた口腔外科

専門医試験に合格し、日本がん治療認定医機構のがん治療認

定医試験にパスすることができました。自分一人では、決し

て成し遂げることができないことを、多くの素晴らしい指導

医の先生方に指導いただいたおかげで、クリアすることがで

きました。御指導いただいた先生方には、とても感謝してい

ます。

　日々の努力が目に見える結果として現れたことは、次の努

力をする糧になります。まだまだ力足らずのことも多いです

が、2017 年は、今までの経験を生かし、少しでも皆様に還

元しつつ、自分の力を伸ばしていきたいと思います。日常の

診療、学生に対する教育、自身の研究面に対しても、手を抜

くことなく、こだわりを持って、真摯に取り組みたいと思い

ます。

木村基善
小児歯科学講座大学院 3 年

　2016 年は 9 月から千葉から水道橋へ異動となり、研究が

生活のメインになった１年でした。多くの先生方からアドバ

イスをいただきながら検討したプロトコルで得られたデータ

を吟味したり、あるいは失敗して再検討したりと臨床とはま

た違った難しさで頭を悩ませる日々だったように思います。

そんな中でも結果が出た時は非常に嬉しく、最近ではようや

く研究の面白さが少しはわかってきたのかな、と感じます。

年が明け、いよいよ大学院生としての節目を迎えます。学会

発表や論文審査といったイベントが待ち構えていますが時間

に追われることのないよう注意しながら卒業までの課題一つ

ひとつを確実にこなして仕上げることができるように努力し

たいと思います。

切替未帆
歯科衛生士専門学校第２学年

　昨年の 10 月に登院してから２か月が経ち、臨床の現場に

携わる責任を実感するとともに、歯科衛生士、歯科医師、他

職種の方々にご指導いただきながら学びが増えてゆき、大変

充実した日々を送っています。慣れない環境での実習で、不

安や緊張から手が震えることもありましたが、今では次の言

動をどうとるべきかを考えて実習に臨めるようになりまし

た。今まで学んできた知識や技術に加え、実習中に学んだこ

とをしっかり復習し、今後の実習を有意義なものにしたいで
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す。

　大変なことも多いですが、67期生全員で立派な歯科衛生

士になれるよう、情報を共有し助け合いながら、乗りきって

いきたいと思います。

庄司長高
大学庶務課

　昨年の３月に大学を卒業し、4月に入職、それからの時間

の経過の早さは驚くべきものでした。入職後 3 部署を経て、

7月に正式に庶務課の給与係として働き、気づけばもうすぐ

1年が経とうとしています。様々な経験をさせていただきま

したが、瞬く間に終わっていったような印象です。

　以前何かで知って大いに納得したことなのですが、例えば

5歳の人にとって１年の長さは、自身が生きた時間の 1/5、

50 歳の人では 1/50 となるために、歳を重ねるごとに１年

の時間がより早く感じられるようになるそうです。今後さら

に、時間が短く感じるようになるというのは何とも怖いもの

ですが、だからこそ一日一日を大切にして過ごしていきたい

と思います。

中島 啓
臨床検査病理学講座助教

　2016 年は「始動」の年でした。研究面では、自身の論文

が公表され英文雑誌の表紙に選ばれました。そして 5 名の

学生が卒業研究を希望し、新たな分野のテーマの研究がス

タートしました。教育面では学生実習を任され、新たな閲覧

システムを用いた実習を行いました。臨床面では、水道橋病

院に病理部門が移動し、新しいシステムを用いた病理診断が

始まりました。私生活では第一子が誕生し、子供にデレデレ

な生活環境に変化しました。また、毎週チェックする番組と

して「ねほりんぱほりん」が新たに加わりました。

　2017 年は、スタートしたことを「発展・継続」する年に

なると思います。できる限り多くのことを続けていけるよう

に勇往邁進します。

成ヶ澤ちひろ
千葉病院医事課

関口祥子
図書課

　私事ですが、昨年から猫を飼い始めました。ベンガルとい

う種類の女の子なのですが可愛くて仕方ないです。そんなこ

の子のために今年はキャットウォークを DIY しようかと計

画しています。DIY 女子です。匠の技、極めます。

　また、今年の 6 月 20 日で猫が 1 歳になるのでお婿さん探

しをしようかと思っています。お知り合いにベンガル君がい

ましたら紹介してください！ ( 笑 ) もはや両親には猫より自

分の婿探しが先だろう、と呆れられていますがこれでいいの

です。猫の幸せが私の幸せ！愛する猫のため、今年もより一

層職務に励みたいと思います。

　昨年は、４月に点数改正などがあり色々な業務を教えてい

ただく機会も増え、新たに学ぶ事が多くありました。また私

生活では、無事に結婚式を迎える事ができました。慣れない

家事と仕事の両立は大変で、戸惑いもありましたがたくさん

の方にご支援いただきとても充実した１年になりました。

　今年は１月より千葉病院医事課長の異動により新体制にな

りますので、医事課一丸となって新課長を盛り上げて行きた

いと思います。まだまだ未熟な私ですが、今まで以上にたく

さんのことを学び日々成長していきたいです。今年もよろし

くお願いいたします。

原 正樹
市川総合病院病院運営企画室室長

高際 睦
数学研究室准教授

　寝耳に水の指名で、昨年４月に学生副部長を拝命した。そ

れから１年弱、今まではまったく関わりのなかった行事や気

楽な立場で参加していた行事に、当事者として関わるように

なった。それはそれで貴重な経験ができたと実感している。

また、これらの行事を通して、学生課の職員たちの縁の下的

なサポートにはいつもいつも頭が下がる思いである。と言う

ことで、今年の抱負（のひとつ）は学生課職員に負けないよう

にしっかりと学生たちの手助けをしたいと思っているが……。

　東京歯科大学に就職してから 19 回目の新年を迎えまし

た。昨年は 2 回の異動を経て 12 年ぶり２度目の市川総合病

院勤務となりましたが、12年前に在籍していたことを覚え

てくれている職員の方もいて、嬉しく思っています。当時か

ら年齢は 1.4 倍になり、体重は 1.3 倍ほどになりました。体

形以外のところで存在感を増やし、体重は少し減らすのが今

年の目標ですが、ついよなごの揚げ物ランチを頼んでしまい

ます。プライベートでは、今年 3 人の子供のうち１人が小

学校入学、1人が幼稚園入園を迎えます。９年後に小中高同

時卒業を迎えることがわかっているので、クライシスとなら

ないよう今のうちから計画を練っていきたいと思います。ま

ずは食費抑制かな。

平井三峰子
水道橋病院歯科矯正科レジデント

　2016 年はサービス向上委員会での水道橋病院のホーム

ページリニューアルに携われました。今はホームページが当
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たり前の時代であり、ホームページでの新患集客率はとても

高くなっています。そんな時に、このような大きな病院の

ホームページ制作に参加できたことはとても大きな経験とな

りました。とても楽しかったです。また今年は、水道橋病院

矯正科診療室が改装されました。矯正科は７割の患者さまを

成人が占めており、パーテーションが各ユニットに設置され

たことによって患者さまのプライバシーを守れるようになり

ました。また、院内実習生が治療を見学しやすくなりまし

た。環境が変わったことでとても新鮮な１年になりました。

2017 年は矯正科を卒業となりますが、水道橋病院がさらに

発展していくのを楽しみにしております。

古川真代
市川総合病院看護部看護師長

　2016 年を漢字一文字で表すと、「新」という文字が浮か

びます。2016 年は様々な新しい出来事が起こった年でし

た。まず今年度「新任師長」となったこと、また異動も重な

り「新部署」へ配属となり、新たなスタートを切りました。

最初はかなり戸惑いがあり悩みましたが、HCUのスタッフ

をはじめ看護部や周囲の皆様のご協力により、何とか無事に

今年度が終われそうだと感じています。

　また「新しい地」での生活が始まった年でもありました。

慣れ親しんだ土地を離れるのは寂しくもありましたが今では

すっかり千葉県民です。

　昨年は様々な種まきをした年でありました。では今年の抱

負は…「花になる」です。

古谷明子
法人事務局短期大学準備委員会

　昨年４月に入職し、11月からは短期大学準備委員会の一

員となりました。ここまであっという間で、不安でもありま

したが、周りの方々に支えられ、楽しい毎日でもあります。

なんだか止まっていた時間が突然に動き出したような、水は

どこまでもどんな形にも流れていくのだなという印象です。

　今年も引き続き、日々のちょっとした楽しみを忘れずに、

雑事も雑事と思わずに、心を通わせて、毎日を過ごしていき

たいです。

水野郁美
教務課

　2016 年は体調を崩しがちな１年でした。2017 年こそは、

周りの方々にご迷惑をお掛けするまい！と意気込むものの、

新年早々風邪を引いてしまいました。それでも懲りずに今年

も「健康でいること」を第一の目標にしたいと思います。

　もうひとつの抱負は「学ぶ姿勢を大切にする」ということ

です。

　私の５歳になる甥は、以前から歴史に興味津々。我が家に

来た時には嬉しそうに「歴史の問題出して」と言ってきまし

た。答えられなかった場合は、丁寧に教えてあげようなんて

思っていると、甥は８～９割正解しただけでなく、問題を作

れなくなった私に「もうクイズ終わりなの？」と悲しげな表

情を見せました。自分の浅学ぶりに情けなくなると同時に、

甥に対して不甲斐ない叔母で申し訳ないと反省しました。そ

んなこともあり、年末年始に読んでいた教育に関する本の

「学ぶことのプロフェッショナルであるからこそ、教える側

に立つことができる」という一節が印象に残っています。

　今年は健康でいること、学ぶ姿勢を大切にするという２点

を意識していきたいと思います。

森井雅子
歯学部第 5 学年

　2016 年は４年生のテストラッシュに始まり、春からの登

院実習は楽しみでもあり不安でもありました。５年生になり

出席番号が今までと違う方法で割り当てられとても戸惑いま

した。班員のほとんどが話したことのない人達で、その中で

やっていけるか不安でしたが今ではとても居心地のいいメン

バーです。私達はさいかち坂校舎第１期生なので、今回の登

院で初めて千葉校舎での生活を経験しました。また、宿舎は

加湿器等も完備されておりとても快適でした。来年は６年生

になり国家試験へ向けた勉強の日々が増えますが、登院で臨

床の場を体験でき将来への希望も膨らみました。その希望を

叶えられるよう残り少ない登院生活を有意義なものにしたい

と思います。

油木淳子
水道橋病院庶務課

　2016 年、私にとっては大きな変化のあった１年でした。

異動が決まり、入職以来 11 年間お世話になった市川総合病

院を離れる寂しさは想像以上のもので、周囲の方々に支えら

れて今の自分があるのだなと改めて実感しました。しかし、

そんな余韻に浸る間もなく始まった水道橋病院での勤務も、

早くも１年が過ぎようとしています。こちらでの勤務も、周

囲の方々に助けていただきながら大分慣れてきたように思い

ます。

　そして 2017 年、これまで仕事と趣味を両立？し、身軽な

独身生活を謳歌していた私も、ついにその生活に終止符を打

つことになりました。仕事とプライベートのバランスを保っ

ていくことに少々不安を感じていますが、力まず頑張ってい

きたいと思います。

24
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人物往来

国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院 市川総合病院

■一般社団法人 南埼玉郡市医師会 久喜看護専門学校（学生

34名、教員 6 名）

平成 28 年 11 月 1 日（火）、解剖学実習室、標本室見学

■さいたま赤十字看護専門学校（学生 32 名、教員 2 名）

平成 28 年 12 月 6 日（火）、解剖学実習室、標本室見学

■学校法人福岡保健学院 八千代リハビリテーション学院

（27日：学生 85 名、28日：学生 78 名）

平成 28 年 12 月 27 日（火）～ 28 日（水）、解剖学実習室見学

■国立国際医療研究センター 国府台病院（教職員 6 名）

平成 28 年 11 月 7 日（月）、市川総合病院見学

■杏林大学保健学部（学生 3 名、教員 1 名）

平成 28 年 11 月 11 日（金）、角膜センター・アイバンク見

学

■昭和学院中学校（学生 4 名）

平成 28 年 11 月 24 日（木）、25日（金）、市川総合病院見学

（職場体験学習のため）　

■医療法人玉栄会 東京天使病院（歯科部長 1 名）

平成 28 年 12 月 15 日（木）、市川総合病院見学

■学校法人 福岡学園（役職者 4 名、職員 1 名）

平成 28 年 12 月 21 日（水）、市川総合病院見学

海外出張

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科） ■髙野正行准教授（口腔顎顔面外科学）、西井 康講師、金 亨俊

The 48th  Myanmar  Orthopaed ic  Annua l  Sc ient i f i c 臨床専門専修科生（歯科矯正学） 

Conference での招待講演のため 11月 2日（水）から 6日 The  55 th  Cong r e s s  o f  t h e  Ko r e an  A s so c i a t i on  o f

（日）までミャンマー・マンダレーへ出張。 Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgeons 学会発表
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および同学会と日本顎変形症学会合同会議参加のため、髙野

准教授は 11 月 4 日（金）から 6 日（日）まで、西井講師、金臨

床専門専修科生は 11 月 3 日（木）から 6 日（日）まで韓国・光

州広域市へ出張。

■武本真治講師、木下英明講師、原田麗乃助教、染屋智子大

学院生（歯科理工学）、吉成正雄客員教授（口腔科学研究セン

ター）、亀山敦史准教授、春山亜貴子講師（歯科保存学）、

三宅菜穂子講師、田中章啓大学院生（パーシャルデンチャー

補綴学）

International Dental Materials Congress 2016 に出席、およ

び発表のため武本講師、木下講師、原田助教、染屋大学院

生、三宅講師、田中大学院生は 11 月 3 日（木）から 6 日（日）

まで、吉成客員教授、亀山准教授、春山講師は 11 月 4 日

（金）から 7 日（月）までインドネシア・バリへ出張。

■山口剛史講師（市病・眼科）、平沢 学助教（水病・眼科） 

The 116th Annual Meeting of the Korean Ophthalmological 

Society に出席、および講演のため 11 月 5 日（土）から 6 日

（日）まで韓国・ソウルへ出張。

■新谷誠康教授、荒井 亮助教、木村基善大学院生、田中亜生

大学院生（小児歯科学）

同済大学児童口腔医学研究所との共同研究実施のため 11 月

6日（日）から 10 日（木）まで中国・上海へ出張。

■中川 健教授（市病・泌尿器科）

WCE2016 第 36 回世界エンドロジー学会議にて講演のため

平成 28 年 11 月 8 日（火）から 13 日（日）まで南アフリカ・

ケープタウンへ出張。

■柴原孝彦教授（口腔顎顔面外科学）

12th Asian Conference of Oral and Maxillofacial Surgery に

て講演のため 11 月 9 日（水）から 11 日（金）までフィリピ

ン・マニラへ出張。

■瀬田範行准教授、塚本昌子助教（市病・内科）

アメリカリウマチ学会（ACR annual meeting）に出席、およ

び発表のため 11 月 12（土）から 17 日（木）までアメリカ・ワ

シントン DC へ出張。

■島崎 潤教授（市病・眼科）

Asia Dry Eye Summit 2016 に出席するため 11 月 17 日（木）

から 19 日（土）まで中国・廈門市（アモイ）へ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

10th International Conference on Clinical ＆ Experimental

Ophthalmology に出席、および講演のため 11 月 19 日（土）

から 23 日（水）までアラブ首長国連邦・ドバイへ出張。

■山下秀一郎教授、田坂彰規講師、小峯明子大学院生、

加藤芳実大学院生、中村美伽代大学院生（パーシャルデン

チャー補綴学）

ハイデルベルク大学補綴科との研究打合せおよび、デジタル

デンティストリーに関する最新情報を収集するため、11月

20日（日）から 25 日（金）までドイツ・ハイデルベルクへ出

張。

■渡邊 章講師（口腔顎顔面外科学）、岡田玲奈臨床専修医（市

病・麻酔科）

ベトナムにて口唇口蓋裂児への医療援助・技術指導および学

術調査のため 11 月 27 日（日）から 12 月 3 日（土）までベト

ナム・ホーチミン市へ出張。

■石田 瞭教授（摂食・嚥下リハ）

台湾歯科医学会（障害者歯科、口腔ケア部門）にて招待講演の

ため 12 月 2 日（金）から 4 日（日）まで台湾・台北へ出張。

■池村辰之介助教（市病・呼吸器内科） 

International Association for the Study of Lung Cancer 2016

（第 17 回世界肺癌学会）に出席、および発表のため 12 月 3

日（土）から 8 日（木）までオーストリア・ウィーンへ出張。

■ LONG KIU SUEN第 2 研究生（歯科放射線学）

香港大学において研究データの収集、会合およびセミナーを

行うため 12 月 6 日（火）から 19 日（月）まで香港へ出張。

■清水映輔臨床専修医（市病・眼科） 

The 5th Biennial Scientific Meeting Asia Cornea Society

2016 に出席、および講演のため 12 月 8 日（木）から 10 日

（土）まで韓国・ソウルへ出張。

■越智健介講師（市病・整形外科）

フランスでの外科学会に出席、および講演のため 12 月 14

日（水）から 17 日（土）までフランス・パリへ出張。
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大学日誌 

平成 28年 11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 3 回総合学力試験
短期大学推薦入学選考願書受付開始

1 火
［高等学校長推薦、社会人・学士等特別選抜］
1〜6年生インフルエンザワクチン接種日
感染予防対策チーム委員会（水病）

［防火・防災安全自主点検日］

公認会計士中間監査（市病）
臨床検査運営委員会（市病）

教職員インフルエンザワクチン接種日
（千病） 

2 水
1、2年生 Elective Study 説明会
薬事委員会（水病）

リスクマネージャー ･ICT 会議（千病）　
教職員インフルエンザワクチン接種日
（千病） 

3 木 文化の日 

金
文部科学省履行状況調査フォローアップ・意見交換

医療安全講演会 DVD視聴会（市病）
総合講義検討委員会

土
新電子カルテシステム運用リハーサル
（第 2 回）（市病） 

日 

月
教職員インフルエンザワクチン接種日

公認会計士中間監査
第 408 回大学院セミナー

（市病）
薬事委員会（市病）

千葉市保健所立入検査（千病） 

火 衛生士校　臨床実習委員会（千病） 

水

推薦、帰国・留学生選抜　願書受付締切 内視鏡室委員会（市病）
学生部（課）事務連絡会 プログラム委員会（市病）
保健安全管理委員会 診療材料検討委員会（市病）

短期大学推薦入学選考願書受付締切［高等学校長推薦、救急委員会（市病）
社会人・学士等特別選抜］ ICU 運営委員会（市病） 
解剖慰霊祭、リスクマネージメント部会（水病） CPC（市病） 

木

教職員インフルエンザワクチン接種日
（市病）
ICC・ICT 委員会（市病）
手術室運営委員会（市病）
治験審査・倫理審査委員会（市病）
研修管理委員会（市病）

カルテ指導委員会（千病） 

金 内部監査（一般）（市病） 

土 推薦入学選考、帰国子女・留学生特別選抜 

日
短期大学推薦入学選考（高等学校長推薦、社会人・学士
等特別選抜） 

月
教職員インフルエンザワクチン接種日

臨床教育委員会
（市病）

内部監査（後期）（千病・衛校）
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）
千葉病院研修会（千病）
研修管理小部会（千病） 

火

臨床教授連絡会
講座主任教授会［推薦、帰国・留学生選抜 合格判定を
含む］

地域連携委員会（市病）
人事委員会、口腔科学研究センター会議
教職員インフルエンザワクチン接種日（1日目）

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

図書館事務連絡会
基礎教授連絡会

16 水
大学院運営委員会
大学院研究科委員会

監事監査、法人理事会
理事者・監査法人ディスカッション

17 木
倫理審査委員会・利益相反委員会
診療録指導委員会（水病）

教職員インフルエンザワクチン接種日
（市病）
輸血療法委員会（市病）
衛生委員会（市病） 

災害対策委員会（市病）

27

15
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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）


教職員インフルエンザワクチン接種日
NST カンファレンス（市病）

（千病）18 金 内部監査（法人・大学・水道橋病院）
栄養管理委員会（市病）

医療連携協議会（千病） 

19 土 患者サロン（市病） 

20 日 

医療安全管理委員会（市病）


教職員インフルエンザワクチン接種日（2日目）
 褥瘡対策委員会（市病）
21 月

［機器等安全自主点検日］市川リレーションシップカンファレン
ス（市病） 

診療記録・情報システム管理委員会
22 火 図書委員会 （市病）

クリニカルパス委員会（市病） 

23 水 

衛生委員会 部長会（市病）
24 木 衛生士校　卒業研究発表会

教職員研修会（水病） 管理診療委員会（市病）

がん薬物療法小委員会（市病）
25 金 5年生全体集合日

業務改善委員会（市病） 

26 土 修学指導関係者・父兄個別面談会 

27 日 衛生士校　3年生修学旅行（〜28日） 

国際交流部運営委員会
28 月 医療サービス委員会（千病）

第 156 回歯科医学教育セミナー

29 火 情報システム管理委員会 

教養科目協議会、業務連絡会（水病）、データ管理者会
糖尿病教室（市病）

30 水 議（水病）
糖尿病教室カンファレンス（市病）

医局長会（水病）、診療録管理委員会（水病）

平成 28年 12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 

短期大学推薦入学選考願書受付開始（高等学校長推薦、 教職員後期健康診断（市病）
木 社会人・学士特別選抜） ICC・ICT 委員会（市病）

［防火・防災安全自主点検日］プログラム委員会（市病）
カルテ指導委員会（千病） 

金 教職員後期健康診断（市病） 

大学院入学試験（Ⅰ期） 新電子カルテシステム運用リハーサル
土
効果的な授業を行うワークショップ （第 3 回）（市病） 

日 

月 キャンサーボード（市病） 

学生部（課）事務連絡会

6 火
Elective Study 選考委員会
1年生 HB ワクチン接種、保健安全管理委員会

臨床検査運営委員会（市病） 

感染予防対策チーム委員会（水病）、

大学院運営委員会、大学院研究科委員会 教職員後期健康診断（市病）
水
薬事委員会（水病） ICU 運営委員会（市病）

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） 

木 

金 大学院入学試験（Ⅰ期）合格発表 

土 歯学教育認証評価事業報告シンポジウム 

日 

月 臨床教育委員会（水病）

衛生委員会（千病）
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）
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業務連絡会（千病）
医療連携委員会（千病）
研修管理小部会（千病） 

13 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会
人事委員会、短期大学準備委員会
口腔科学研究センター会議、給食委員会（水病）

手術室運営委員会（市病）
診療材料検討委員会（市病）

衛生士校　教員会 

14 水

後期定期健康診断
センター試験監督者打合せ・全体会議、リスニング講
習会（於：日本歯科大学）
図書館事務連絡会、リスクマネージメント部会（水病）

電子カルテ全体説明会（市病）
救急委員会（市病）

衛生士校　3年生卒業試験（・16日） 

15 木

倫理審査委員会・利益相反委員会
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）
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］

部長会（市病）
医療ガス安全管理委員会（市病） 

16 金
一般（Ⅰ期）、センター（Ⅰ期）願書受付開始（〜1/27）
第 409 回大学院セミナー

NST カンファレンス（市病） 

17 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス 患者サロン（市病） 

18 日 短期大学一般入試説明会 

19 月
1〜4年生前期追・再試験（〜22日）
第 157 回歯科医学教育セミナー

医療安全管理委員会（市病） 

20 火
情報システム管理委員会、褥瘡対策委員会（水病）

［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） 

21 水
短期大学推薦入学選考願書受付締切（高等学校長推薦、
社会人・学士特別選抜）
共用試験 OSCE 小部会

糖尿病カンファレンス（市病）
褥瘡対策委員会（市病）
衛生委員会（市病） 

22 木
第 1 回予算委員会、衛生委員会
教職員研修会（水病）

歯科診療録検討委員会（市病）
管理診療委員会（市病） 

23 金 天皇誕生日 

24 土 衛生士校　学生冬期休暇（〜1/7） 

25 日
短期大学推薦入学選考（Ⅱ期）、 1〜 4 年生冬期休暇（〜
1/7） 

26 月 5年生全体集合日、国際交流部運営委員会 

27 火
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） 

28 水 仕事納めの挨拶 仕事納めの挨拶（市病） 仕事納めの挨拶（千病） 

29 木 年末年始休（29日〜H29年 1 月 4 日） 年末年始休（29日〜H29年 1 月 4 日） 年末年始休（29日〜H29年 1 月 4 日） 

30 金 

31 土
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平成 29 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 28 年 3 月高等学校卒業者または平成 29 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

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 29 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 29 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 29 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 29 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者。

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 28 年 10 月 31 日（月）から平成 28 年 11 月 8 日（火）（期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日　平成 28年 11月 12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 28 年 11 月 15 日（火）夕刻

◦入学手続
平成 28 年 11 月 17 日（木）から平成 28 年 11 月 25 日（金）正午まで

◦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 28 年 10 月 31 日（月）から平成 28 年 11 月 8 日（火）（期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日　平成 28年 11月 12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 28 年 11 月 15 日（火）夕刻

◦入学手続
平成 28 年 11 月 17 日（木）から平成 28 年 11 月 25 日（金）正午まで

◦出願期間
平成 28 年 12 月 16 日（金）から平成 29 年 1 月 27 日（金）（郵送の場合、必着）　
（平成 28 年 12 月 28 日（水）から平成 29 年 1 月 4 日（水）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 29年 2月 2日（木）　
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 29 年 2 月 4 日（土）夕刻

◦入学手続
平成 29 年 2 月 6 日（月）から平成 29 年 2 月 13 日（月）　正午まで
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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 29 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 29 年 2 月 17 日（金）から平成 29 年 3 月 3 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。）

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 29 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

◦出願期間
平成 28 年 12 月 16 日（金）から平成 29 年 1 月 27 日（金）（郵送の場合、必着）　
（平成 28 年 12 月 28 日（水）から平成 29 年 1 月 4 日（水）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 29年 2月 2日（木）　
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 29 年 2 月 4 日（土）夕刻

◦入学手続
平成 29 年 2 月 6 日（月）から平成 29 年 2 月 13 日（月）　正午まで

◦試験日・試験会場
試 験 日　平成 29年 3月 11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 29 年 3 月 14 日（火）夕刻

◦入学手続
平成 29 年 3 月 15 日（水）から平成 29 年 3 月 22 日（水）　正午まで

◦出願期間
平成 29 年 2 月 17 日（金）から平成 29 年 3 月 3 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 29年 3月 11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 29 年 3 月 14 日（火）夕刻

◦入学手続
平成 29 年 3 月 15 日（水）から平成 29 年 3 月 22 日（水）　正午まで

（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。
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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 29 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 29 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
　　　※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。

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。

（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 28 年 10 月 1 日（土）から平成 28 年 10 月 11 日（火）（期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　平成 28年 10月 16日（日）
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 10 月 18 日（火）夕刻

◦入学手続
平成 28 年 10 月 20 日（木）から平成 28 年 10 月 28 日（金）正午まで

◦出願期間
平成 29 年 2 月 17 日（金）から平成 29 年 3 月 3 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 29年 3月 11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 29 年 3 月 14 日（火）夕刻

◦入学手続
平成 29 年 3 月 15 日（水）から平成 29 年 3 月 22 日（水）　正午まで

◦出願期間
平成 28 年 10 月 1 日（土）から平成 28 年 10 月 11 日（火）（期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　平成 28年 10月 16日（日）
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 10 月 18 日（火）夕刻

◦入学手続
平成 28 年 10 月 20 日（木）から平成 28 年 10 月 28 日（金）正午まで
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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 29 年 2 月 17 日（金）から平成 29 年 3 月 3 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 29年 3月 11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 29 年 3 月 14 日（火）夕刻

◦入学手続
平成 29 年 3 月 15 日（水）から平成 29 年 3 月 22 日（水）　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

平成 29 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 28 年 10 月 3日（月）～平成 28 年 11 月 18 日（金）まで


第Ⅱ期　平成 29 年 1月 10 日（火）～平成 29 年 2月 24 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のみを志望できる。

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


第Ⅱ期　平成 29 年 3月 4日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎


◦合格者発表
第Ⅰ期　平成 28 年 12 月 9日（金）正午　ホームページにて発表


第Ⅱ期　平成 29 年 3月 10 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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学生募集要項

 

 

 

平成 29 年度東京歯科大学短期大学学生募集要項

推薦入学選考（高等学校長推薦）

◦募集人員　約 40 名

◦出願資格
次の条件をすべて満たす女子。
1．平成 29 年 3 月高等学校（中等教育学校を含む）卒業見込みの者、あるいは平成
28年 3 月高等学校を卒業した者。

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

◦出願期間
平成 28 年 11 月 1 日（火）〜平成 28 年 11 月 9 日（水）（期間内必着のこと）

推薦入学選考（社会人・学士等特別選抜）

◦出願資格
　本学の一般入学試験の受験資格を有する者で、歯科医療従事者の一員として社会に
貢献するために、本学への入学を強く希望する者。さらに入学を許可された場合、必
ず本学に入学することを確約できる者。次の項目のいずれかに該当する女子。
1．平成 29 年 3 月末までに 2 年以上の就業経験を有すること。
2．大学、短期大学を卒業、あるいは平成 29 年 3 月卒業見込みであること。

◦出願期間
平成 28 年 11 月 1 日（火）〜平成 28 年 11 月 9 日（水）（期間内必着のこと）

◦選考内容
1．書類審査（自己推薦書・最終学歴の調査書又は成績証明書）
2．小論文
3．面接

一般入学試験（Ⅰ期・Ⅱ期）

◦出願期間・受付方法
Ⅰ期　平成 29 年 1 月 18 日（水）〜平成 29 年 2 月 1 日（水）（期間内必着のこと）


Ⅱ期　平成 29 年 2 月 15 日（水）〜平成 28 年 3 月 1 日（水）（期間内必着のこと）


◦試験内容
1．書類審査（調査書）
2．学科総合試験（国語（古文、漢文を除く）・英語・理科（物理基礎、化学基礎、
生物基礎の範囲から 1 科目選択）、数学）

3．面接

◦選考内容
1．書類審査（推薦書、調査書、自己推薦書）
2．基礎学力検査（国語（古文、漢文を除く）、英語、理科の基礎問題（理科は物理基礎、
化学基礎、生物基礎の範囲から 1 科目選択）、数学）

3．面　　接

◦選考日時・会場
期　　日：平成 28 年 11 月 13 日（日）


会　　場：東京歯科大学水道橋校舎本館


◦合格通知発送日
平成 28 年 11 月 15 日（火）

◦入学手続
平成 28 年 11 月 17 日（水）〜平成 28 年 11 月 25 日（金）正午まで

◦選考日時・会場
期　　日：平成 28 年 11 月 13 日（日）


会　　場：東京歯科大学水道橋校舎本館


◦合格通知発送日
平成 28 年 11 月 15 日（火）

◦入学手続
平成 28 年 11 月 17 日（水）〜平成 28 年 11 月 25 日（金）正午まで

◦選考日時・会場
期　　日：Ⅰ期　平成 29 年 2 月 5 日（日）


　　　　　Ⅱ期　平成 29 年 3 月 5 日（日）


会　　場：東京歯科大学水道橋校舎本館


◦合格通知発送日
Ⅰ期　平成 29 年 2 月 7 日（火）


Ⅱ期　平成 29 年 3 月 7 日（日）


◦入学手続
Ⅰ期　平成 29 年 2 月 9 日（水）〜平成 29 年 2 月 17 日（金）正午まで


Ⅱ期　平成 29 年 3 月 9 日（水）〜平成 29 年 3 月 17 日（金）正午まで
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科学研究費助成事業 

平成 28 年度 科学研究費助成事業決定

独立行政法人日本学術振興会から、平成 28 年度科学研究費助成事業の交付決定通知がされた。研究種目別交付額および研

究者別交付額は、別表のとおりである。

平成 28 年度 科学研究費助成事業 研究種目別交付額一覧

研究種目 件　数
交付決定額

直接経費（研究費） 間接経費 合　計

基盤研究（C） 39 47,200,000 14,160,000 61,360,000

挑戦的萌芽研究 2 2,100,000 630,000 2,730,000

若手研究（B） 23 27,000,000 8,100,000 35,100,000

研究活動スタート支援 5 5,700,000 1,710,000 7,410,000

合　計 69 82,000,000 24,600,000 106,600,000

平成 28 年度 科学研究費助成事業新規採択

平成 28 年度科学研究費助成事業の新規採択者および研究課題は、下記のとおりである。

◦基盤研究（C）佐竹　良之　講師　

「口腔粘膜由来間葉系幹細胞の眼表面疾患モデルにおける効

果」

◦基盤研究（C）国分　栄仁　講師

「Treponema denticola の上皮細胞侵入機構と病原性惹起機

構の解明」

◦基盤研究（C）笠原　正貴　教授

「唾液腺組織再生における低酸素応答の役割：新規組織再生

法の開発」

◦基盤研究（C）國分　克寿　助教

「唾液エクソソームを用いた唾液腺腫瘍の遺伝子変異多様性

解析と悪性度診断法の確立」

◦基盤研究（C）山下秀一郎　教授

「下顎骨生体アパタイト結晶配向性からみた咀嚼時主機能部

位のミクロ解析」

■基盤研究（C）三浦　　直　准教授

「CXCL12 を利用した創傷治癒促進能をもつ再生医療材料の

開発」

◦基盤研究（C）吉成　正雄　客員教授

「インプラントへの超親水性処理は軟組織接着に寄与できる

か？」

◦基盤研究（C）恩田　健志　講師

「早期に癌化する白板症を生検時に確実に判定し見逃さない」

◦基盤研究（C）河野　通良　講師

「デスモグレインを標的とした選択的な口腔癌および口腔扁

平苔癬治療モデルの開発」

◦基盤研究（C）片倉　　朗　教授

「唾液のメタボローム解析により口腔粘膜の異形成のスク

リーニング検査を開発する」

◦基盤研究（C）一戸　達也　教授

「口腔・顎・顔面外科手術後の良好な創傷治癒を目標とした

全身麻酔ストラテジーの立案」

◦基盤研究（C）齋藤　　淳　教授

「多因子性疾患の視点から探る歯周炎の宿主制御による新規

治療法の探索」

◦基盤研究（C）大久保真衣　講師

「舌運動の評価法とバイオフィードバック法の開発〜携帯型

超音波診断装置の応用〜」
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◦基盤研究（C）柴山　和子　講師

「新たな病原因子に着目した口腔カンジダ症発症・進行メカ

ニズムの解明と治療法への展開」

◦挑戦的萌芽研究 山口　　朗　客員教授

「 McCune-Albright 症候群からの疾患特異的 iPS 細胞の樹立

とその応用」

◦若手研究（B）塚本　昌子　助教

「単球亜分画の破骨細胞への分化機構解明と関節リウマチ病

態への関与の検討」

◦若手研究（B）小野寺晶子　助教

「疾患特異的 iPS 細胞を用いた Gorlin 症候群の病態機序の解

明」

◦若手研究（B）齋藤　暁子　助教

「疾患特異的 iPS 細胞を用いた鎖骨頭蓋異形成症の病態解明」

◦若手研究（B）半場　秀典　助教

「クラックとミネラル変化に着目したアブフラクションのメ

カニズム解明」

◦若手研究（B）川口　　綾　非常勤講師

「歯髄痛発生メカニズムの解明─三叉神経節 C ニューロン間

シグナル分子ネットワーク」

◦若手研究（B）春山亜貴子　講師

「 Er： YAG レーザー形成窩洞へのテクニカルイノベーショ

ン」

◦若手研究（B）和田　　健　助教

「ジルコニア総義歯の有益性の検討─装着時の感覚、細菌付

着性─」

◦若手研究（B）守　源太郎　助教

「インプラントの生物学的幅径を制御する新規インプラント

治療の開発」

◦若手研究（B）黒田　英孝　助教

「痛覚特異的三叉神経節ニューロン群における ATP を介した

細胞間相互作用の解明」

◦若手研究（B）菅原　圭亮　講師

「唾液から口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節転移予測分子マー

カーを同定し臨床応用する」

◦若手研究（B）加藤　　宏　非常勤講師

「唇顎口蓋裂患者 iPS 細胞由来骨芽細胞を用いた低侵襲骨再

生療法の確立」

◦若手研究（B）備前島崇浩　レジデント

「糖尿病状態における安全で効率的な新規歯周組織再生療法

の確立」

◦若手研究（B）山本　将仁　講師

「筋・腱・骨 複合組織再生へ向けた基礎的研究：動力機能を

獲得するメカニズムの解明」

◦研究活動スタート支援　高橋　有希　助教

「低ホスファターゼ症の遺伝子治療─硬組織石灰化不全に対

する新規治療法の開発─」

◦研究活動スタート支援　原田　麗乃　助教

「歯周病原菌が産生する硫化物によるチタンインプラントの

腐食挙動の解明」

◦研究活動スタート支援　関根　理予　助教

「拡大内視鏡を用いた口腔扁平上皮癌診断法の確立〜正診率

の向上を目指して〜」

◦研究活動スタート支援　鈴木　瑛一　レジデント

「 iPS 細胞から骨細胞への分化過程を制御する遺伝子群の機

能的解析」

◦研究活動スタート支援　武内　崇博　レジデント

「新たな自己組織化ペプチドハイドロゲルを用いた新規歯周

組織再生療法の開発」
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平成 28 年度 科学研究費研究者別交付額一覧

研究種目 直接経費 研究代表者氏名 研究課題名

基盤研究（C） 800,000 中島　一憲　講師 ガム咀嚼が情動反応に及ぼす影響

基盤研究（C） 800,000 武田　友孝　准教授 水平的下顎位の変化が情動反応に及ぼす影響

基盤研究（C） 1,300,000 島﨑　　潤　教授 羊膜と間葉系幹細胞の関連性とその効果と保存

基盤研究（C） 1,100,000 田中　一郎　教授
ビデオ画像の三次元的動的解析による顔面表情運動障害の診断・治
療支援システムの開発

基盤研究（C） 900,000 橋本　貞充　教授
歯肉付着上皮の歯面側最表層細胞による上皮性付着の維持機構につ
いて

基盤研究（C） 1,000,000 隝田みゆき　非常勤講師 歯内療法薬が象牙芽細胞に及ぼす影響と作用メカニズムの探求

基盤研究（C） 700,000 見明　康雄　准教授 単結晶ナノチューブアパタイトの応用

基盤研究（C） 1,000,000 佐々木穂高　講師 終末糖化産物（AGEs）はインプラントのリスク評価に有用か

基盤研究（C） 900,000 渡邊　　章　講師 口唇裂・口蓋裂の発症原因の追究

基盤研究（C） 900,000 櫻井　敦朗　講師
小児口腔内細菌叢の多様性と齲蝕罹患性 〜口腔疾患に罹患しにくい
細菌叢の構築〜

基盤研究（C） 800,000 菊池有一郎　助教
歯周病原細菌の ECF シグマ因子を利用した新たな歯周病予防法の開
発

基盤研究（C） 1,200,000 宮内　　潤　教授
胎児性白血病の発症・進展・自然治癒と造血微小環境の関連に関す
る研究

基盤研究（C） 500,000 兼子　　智　講師 DNA断片化陰性運動精子の選別と人工卵管用いる高精度媒精

基盤研究（C） 1,000,000 山口　剛史　講師 角膜移植後の角膜内皮細胞減少と前房因子の関連解析

基盤研究（C） 1,300,000 比嘉　一成　助教
自己少量角膜輪部組織の幹細胞─ニッシェスフェロイド維持培養法
の確立

基盤研究（C） 1,300,000 石原　和幸　教授
根尖性歯周組織炎・口腔底蜂窩織炎病巣細菌の網羅的解析による病
態─菌種間関係の解明

基盤研究（C） 1,000,000 山田　好秋　客員教授 気圧センサを用いた口腔・咽頭機能の解明

基盤研究（C） 800,000 澁川　義幸　准教授
歯髄炎症を制御する象牙芽細胞─ニューロン─内皮細胞間シグナル
分子ネットワーク解析

基盤研究（C） 1,200,000 木村　麻記　助教
象牙芽細胞間伝達因子（ ATP・グルタミン酸）を応用した新規象牙質
形成促進薬剤開発

基盤研究（C） 800,000 上田　貴之　准教授
義歯の二酸化チタンコーティングの口腔内での防汚効果と床用レジ
ン物性への影響の評価

基盤研究（C） 1,000,000 衣松　高志　講師 lamininα3-G ドメインを用いた新規歯周組織再生療法の確立

基盤研究（C） 1,800,000 髙野　伸夫　教授 口腔癌に対する分子標的抗転移薬の効果

基盤研究（C） 1,200,000 阿部　伸一　教授
顎顔面再建治療へ向けた上皮─間葉ハイブリッド型細胞シートの移
植検証プロジェクト

基盤研究（C） 1,000,000 本間　宏実　助教
MIH大規模実態調査によるリスクファクター分析および早期対応に
向けた基盤構築

基盤研究（C） 1,400,000 平田創一郎　教授
カラーゾーニングとピクトサインを用いた感染経路別予防策の推進
に関する研究

基盤研究（C） 新規採択 1,000,000 佐竹　良之　講師 口腔粘膜由来間葉系幹細胞の眼表面疾患モデルにおける効果

基盤研究（C） 新規採択 1,100,000 国分　栄仁　講師 Treponema denticola の上皮細胞侵入機構と病原性惹起機構の解明

基盤研究（C） 新規採択 1,200,000 笠原　正貴　教授 唾液腺組織再生における低酸素応答の役割：新規組織再生法の開発

基盤研究（C） 新規採択 1,300,000 國分　克寿　助教
唾液エクソソームを用いた唾液腺腫瘍の遺伝子変異多様性解析と悪
性度診断法の確立

基盤研究（C） 新規採択 2,600,000 山下秀一郎　教授
下顎骨生体アパタイト結晶配向性からみた咀嚼時主機能部位のミク
ロ解析

基盤研究（C） 新規採択 1,600,000 三浦　　直　准教授 CXCL12 を利用した創傷治癒促進能をもつ再生医療材料の開発

基盤研究（C） 新規採択 1,000,000 吉成　正雄　客員教授 インプラントへの超親水性処理は軟組織接着に寄与できるか？

基盤研究（C） 新規採択 1,600,000 恩田　健志　講師 早期に癌化する白板症を生検時に確実に判定し見逃さない

基盤研究（C） 新規採択 1,100,000 河野　通良　講師
デスモグレインを標的とした選択的な口腔癌および口腔扁平苔癬治
療モデルの開発

基盤研究（C） 新規採択 1,600,000 片倉　　朗　教授
唾液のメタボローム解析により口腔粘膜の異形成のスクリーニング
検査を開発する

基盤研究（C） 新規採択 2,200,000 一戸　達也　教授
口腔・顎・顔面外科手術後の良好な創傷治癒を目標とした全身麻酔
ストラテジーの立案
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研究種目 直接経費 研究代表者氏名 研究課題名

基盤研究（C） 新規採択 900,000 齋藤　　淳　教授
多因子性疾患の視点から探る歯周炎の宿主制御による新規治療法の
探索

基盤研究（C） 新規採択 2,700,000 大久保真衣　講師
舌運動の評価法とバイオフィードバック法の開発〜携帯型超音波診
断装置の応用〜

基盤研究（C） 新規採択 1,600,000 柴山　和子　講師
新たな病原因子に着目した口腔カンジダ症発症・進行メカニズムの
解明と治療法への展開

挑戦的萌芽研究 800,000 新谷　誠康　教授 アメロブラスチンの進化医学的研究

挑戦的萌芽研究 新規採択 1,300,000 山口　　朗　客員教授
McCune-Albright 症候群からの疾患特異的 iPS 細胞の樹立とその応
用

若手研究（B） 1,100,000 間　奈津子　講師
マラッセ上皮遺残アポトーシス誘導による歯根嚢胞の新規治療法の
開発

若手研究（B） 500,000 山本　昌直　診療助教 神経筋疾患の誤嚥・窒息予防を目的とした応用研究

若手研究（B） 1,300,000 篠　　宏美　助教 口腔疾患特異的 iPS 細胞作製による病態機序の解明

若手研究（B） 700,000 佐々木秀憲　助教 顎関節症における治療効果の定量的評価；MRI T2map の応用

若手研究（B） 1,500,000 中島　　啓　助教 iPS 細胞より誘導された象牙芽細胞による新規修復治療の開発

若手研究（B） 600,000 木下　英明　講師
骨梁構造の力学的特性の個体差を考慮した「骨質反映型インプラン
ト実習用模型」の開発

若手研究（B） 900,000 田辺　耕士　助教 スタチン系薬剤と培養骨膜細胞を用いた人工再生骨の開発

若手研究（B） 1,300,000 野口　沙希　非常勤講師
分子生物学的検索を応用した液状化検体細胞診による口腔がん早期
発見の診断精度向上

若手研究（B） 800,000 勢島　　典　講師 培養歯根膜細胞と GBR 法を併用した新規歯牙移植法の確立

若手研究（B） 600,000 大平真理子　レジデント
要介護高齢者における MASA と VE の比較による摂食嚥下スクリー
ング法の開発

若手研究（B） 新規採択 1,300,000 塚本　昌子　助教
単球亜分画の破骨細胞への分化機構解明と関節リウマチ病態への関
与の検討

若手研究（B） 新規採択 1,700,000 小野寺晶子　助教 疾患特異的 iPS 細胞を用いた Gorlin 症候群の病態機序の解明

若手研究（B） 新規採択 1,300,000 齋藤　暁子　助教 疾患特異的 iPS 細胞を用いた鎖骨頭蓋異形成症の病態解明

若手研究（B） 新規採択 1,300,000 半場　秀典　助教
クラックとミネラル変化に着目したアブフラクションのメカニズム
解明

若手研究（B） 新規採択 1,200,000 川口　　綾　非常勤講師
歯髄痛発生メカニズムの解明─三叉神経節 C ニューロン間シグナル
分子ネットワーク

若手研究（B） 新規採択 1,600,000 春山亜貴子　講師 Er:YAG レーザー形成窩洞へのテクニカルイノベーション

若手研究（B） 新規採択 600,000 和田　　健　助教 ジルコニア総義歯の有益性の検討─装着時の感覚、細菌付着性─

若手研究（B） 新規採択 1,800,000 守　源太郎　助教
インプラントの生物学的幅径を制御する新規インプラント治療の開
発

若手研究（B） 新規採択 1,500,000 黒田　英孝　助教
痛覚特異的三叉神経節ニューロン群における ATP を介した細胞間相
互作用の解明

若手研究（B） 新規採択 1,200,000 菅原　圭亮　講師
唾液から口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節転移予測分子マーカーを同
定し臨床応用する

若手研究（B） 新規採択 1,500,000 加藤　　宏　非常勤講師
唇顎口蓋裂患者 iPS 細胞由来骨芽細胞を用いた低侵襲骨再生療法の
確立

若手研究（B） 新規採択 900,000 備前島崇浩　レジデント 糖尿病状態における安全で効率的な新規歯周組織再生療法の確立

若手研究（B） 新規採択 1,800,000 山本　将仁　講師
筋・腱・骨 複合組織再生へ向けた基礎的研究：動力機能を獲得する
メカニズムの解明

研究活動スタート支援 新規採択 1,200,000 高橋　有希　助教
低ホスファターゼ症の遺伝子治療─硬組織石灰化不全に対する新規
治療法の開発─

研究活動スタート支援 新規採択 1,200,000 原田　麗乃　助教
歯周病原菌が産生する硫化物によるチタンインプラントの腐食挙動
の解明

研究活動スタート支援 新規採択 1,000,000 関根　理予　助教
拡大内視鏡を用いた口腔扁平上皮癌診断法の確立〜正診率の向上を
目指して〜

研究活動スタート支援 新規採択 1,200,000 鈴木　瑛一　レジデント iPS 細胞から骨細胞への分化過程を制御する遺伝子群の機能的解析

研究活動スタート支援 新規採択 1,100,000 武内　崇博　レジデント
新たな自己組織化ペプチドハイドロゲルを用いた新規歯周組織再生
療法の開発
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橋本貞充

阿部潤也　　井上直記
上田貴之　　大塚　健
鎌田美樹　　菊池聡子　　
田島大地　　高橋恭子
中村弘明　　久永竜一
藤倉隆行　　船山雅史
前田健一郎　山本美紀
油木淳子　　渡辺　賢

from SUIDOBASHI


第48回東歯祭フェスティバル。
いつもの教室の中とは違う情熱が弾けます。

from CHIBA 

千葉校舎の旧稲毛診療所と駐車場の跡地では、重機が音を立てて掘削工
事が始まりました。掘り返された地面の上に屹立するクレーンの向うの、
雨上がりの空に虹が架かり、すっかり葉を落とした東門の街路樹の向こ
う側、金色の光が建物を染める1月の夕暮れ。 

編集後記

　理事長と学長の年頭の挨拶の中での言葉。
　「伝統とは改革の連続の中で行われていくもの」。水道橋に
存在することが当たり前で、ずっと変わらないように見える
東京歯科大学126年間の伝統は、その時々の東京歯科大学を
支え、走ってきた多くの先達の日々の努力と、新しいものへ
の挑戦の上に創りあげられてきたのだということ。
　まさに、「生き残る種とは、最も強いものでも最も知的なも
のでもなく、変化に最もよく適応したものである」、という
ことなのでしょう。
　
　水道橋移転が計画された10年前、今の水道橋キャンパスの
賑わいを思い描くことは難しいことです。
　確かに今、病院の中を忙しそうに歩き廻る登院生たちは、
千葉のキャンパスを知らないサイカチ坂の一回生。
　変化し続ける今が、彼らと共にこれからの伝統の1ページ
となっていきます。そして4月には、東京歯科大学短期大学
が歴史の最初の1ページを開きます。

　回想と抱負の中には、色とりどりの言葉たちがありました。
　登院したばかりの臨床の現場の中、馴れない環境で、不安
や緊張から手が震えることがあったとしても、学んできた知
識や技術を確かなものにするべく、次にどう動くかを考えら
れるようになってきた自分がここにいる。診療を実際に体験
する中で、自分の将来の将来への希望が、確かなものとなっ
て膨らんでいきます。叶えられる希望あるからこそ、前に進
んでいくことができると。

　失敗と再検討が続き、頭を悩ませる大変な日々の中で、や
っと結果が出たときの喜びが、研究することの面白さへと繋
がります。
　多くの素晴らしい先輩達への感謝と共に、日々の努力が目
に見える結果として現れた実りの多い一年の後に、どんな新
しい次のステップが待っているのでしょうか。

　歳を重ねるごとに、一年が過ぎ去る時間をより早く感じら
れるようになっていくからこそ、一日一日を大切にして過ご
したいという思い。新しい場所へと移り、環境が変わるなか
で、あらたな出逢いと懐かしく居心地の良い再会があります。
　その中で、止まっていた時間が突然動き出す感覚。自分の
枠を越えて、水が溢れだしていきます。

　始動したいくつものたねを育て、発展・継続させていく覚
悟と共に、今いるところが、ひとりひとりが存在感を持ちな
がら、互いに尊重していく場所へとなっていきます。蒔いた
種にいつか花がひらくことを信じて。

　まわりのたくさんの人たちに支えられながら、健康でいる
ことを第一に、仕事とプライベートのバランスを保って両立
させながら、新しい一年が始まります。2017年の新春。

広報・公開講座部長：橋本貞充
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