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学長就任・新人事発令 学長就任・新人事発令

2019 年５月 31 日をもって任期満了を迎える

井出吉信学長の後任の学長選任は、学校法人東京歯

科大学寄附行為に定められた手続きに従い、法人理

事会からの次期学長推薦の諮問を受け、2019 年４

月 16 日（火）開催の第 690 回教授会において井出

吉信現学長が推薦された。教授会の答申を基に、同

日開催の第 717 回理事会において井出学長の再任

（４選）が決定された。

2019 年５月 30 日（木）開催の第 718 回理事会において、

寄附行為施行細則第５条に規定する役職者が選任された。

副学長には一戸達也教授と橋本正次教授が再任され、新

たに松井淳一教授が選任された。

水道橋病院長には片倉 朗教授が選任され、市川総合病院

長に西田次郎教授、千葉歯科医療センター長に一戸教授がそ

れぞれ再任され、大学院研究科長には矢島安朝教授が選任さ

れた。

東京歯科大学短期大学学長には石井拓男教授、副学長に

山田好秋教授が再任された。任期は 2019 年６月１日から

2022 年５月 31 日までの３年間である（定年退職者は当該日

まで）。

新役職者の就任に伴い、2019 年６月３日（月）午前９時

45 分より水道橋校舎本館理事長室において井出吉信理事長

より寄附行為規定の新役職者に辞令が交付された。

次いで、午前 10 時 30 分、学長室にて井出学長より、ま

た午後４時から特別会議室にて橋本副学長から学務役職者に

対して辞令が交付された。

なお、３施設関係の役職者に対しては、それぞれの施設に

おいて各施設長から辞令が交付された。

井出吉信学長再選

新人事発令
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東京歯科大学学務等役職者

任命期間：2019 年 6月 1日～ 2022 年 5月 31日（定年退職者は当該日まで）

※診療科部長 ･診療科科長 ･診療科系部長・教育主任の任命期間は 2020 年 5月 31日迄

2019 年 6月 1日

（敬称略 ･順不同）

役　　　　職 氏　　　　名
寄附行為規定役職者等
学長 井　　出　　吉　　信
副学長 一　　戸　　達　　也
副学長 橋　　本　　正　　次
副学長 松　　井　　淳　　一
水道橋病院長 片　　倉　　　　　朗
市川総合病院長 西　　田　　次　　郎
千葉歯科医療センター長 一　　戸　　達　　也
大学院歯学研究科長 矢　　島　　安　　朝
短期大学学長 石　　井　　拓　　男
短期大学副学長 山　　田　　好　　秋

図書館長 古　　澤　　成　　博
分館長 中　　島　　庸　　也
分館長 加　　藤　　哲　　男

口腔科学研究センター所長 東　　　　　俊　　文
副所長 新　　谷　　誠　　康

教養科目協議会幹事 森　　田　　雅　　義
基礎教授連絡会幹事 杉　　原　　直　　樹
臨床教授連絡会幹事 山　　下　　秀  一  郎
教務部長 山　　本　　　　　仁

副部長 望　　月　　隆　　二
副部長 平　　田　　創  一  郎
副部長 松　　坂　　賢　　一
副部長 服　　部　　雅　　之
副部長 松　　浦　　信　　幸

学生部長 佐　　藤　　　　　亨
副部長 阿　　部　　伸　　一
副部長 笠　　原　　正　　貴
副部長 上　　田　　貴　　之
副部長 大  久  保　　真　　衣
副部長 池　　上　　健　　司

研究部長 石　　原　　和　　幸
副部長 村　　松　　　　　敬
副部長 齋　　藤　　　　　淳

国際交流部長 新　　谷　　誠　　康
学会・学術出版部長 新　　谷　　誠　　康
学会部主任 笠　　原　　正　　貴
歯科学報主任 石　　原　　和　　幸
欧文紀要主任 後　　藤　　多  津  子
研究機器管理部長 澁　　川　　義　　幸
環境安全管理部長 杉　　原　　直　　樹
実験動物施設管理部長 笠　　原　　正　　貴
広報・公開講座部長 橋　　本　　貞　　充
臨床教育委員長 山　　下　　秀  一  郎
臨床研修委員長 平　　田　　創  一  郎
総合講義・実習委員長 山　　本　　　　　仁
臨床基礎実習室運営委員長 西　　井　　　　　康
健康管理センター主任 山　　岸　　由　　幸
情報システム管理委員長 古　　澤　　成　　博
歯科医学教育開発センター主任 山　　本　　　　　仁
千葉校舎　保健室長 大  久  保　　　　　剛

大学院研究科
教務部長 齋　　藤　　　　　淳
学生部長 福　　田　　謙　　一

短期大学
教学部長 杉　　戸　　博　　記
研究部長 山　　田　　好　　秋
実習主任 白　　鳥　　た  か  み

水道橋病院
副病院長 山　　下　　秀  一  郎
副病院長 鳥　　山　　佳　　則
副病院長 古　　澤　　成　　博
副病院長 髙　　野　　正　　行
保存科部長 古　　澤　　成　　博

役　　　　職 氏　　　　名
水道橋病院
小児歯科部長 新　　谷　　誠　　康
口腔外科部長 片　　倉　　　　　朗
歯科麻酔科部長 一　　戸　　達　　也
歯科麻酔科部長代理 松　　浦　　信　　幸
補綴科部長 山　　下　　秀  一  郎
矯正歯科部長 西　　井　　　　　康
放射線科部長 後　　藤　　多  津  子
口腔インプラント科部長 矢　　島　　安　　朝
健康スポーツ歯科科長 武　　田　　友　　孝
摂食・嚥下リハビリテーション科
科長代行 片　　倉　　　　　朗

スペシャルニーズ歯科・
ペインクリニック科科長 福　　田　　謙　　一

内科科長 山　　岸　　由　　幸
眼科科長 ビッセン　　弘　　子
臨床検査部長 松　　坂　　賢　　一

市川総合病院
副病院長 菅　　　　　貞　　郎
副病院長 小  板  橋　　俊　　哉
副病院長 中　　川　　　　　健
副病院長 福　　島　　裕　　之
副病院長 吉　　川　　淳　　子
歯科・口腔外科部長 野　　村　　武　　史
内科部長 寺　　嶋　　　　　毅
消化器内科部長 西　　田　　次　　郎
消化器内科部長代理 岸　　川　　　　　浩
循環器内科部長 大　　木　　貴　　博
神経内科部長代行 岡　　田　　　　　聡
呼吸器内科部長 寺　　嶋　　　　　毅
小児科部長 福　　島　　裕　　之
外科部長 松　　井　　淳　　一
脳神経外科部長 菅　　　　　貞　　郎
心臓血管外科部長 申　　　　　範　　圭
整形外科部長 穴　　澤　　卯　　圭
リハビリテーション科部長 堀　　田　　　　　拓
産婦人科部長 髙　　松　　　　　潔
眼科部長 島　　﨑　　　　　潤
耳鼻咽喉科部長 中　　島　　庸　　也
泌尿器科部長 中　　川　　　　　健
放射線科部長 最　　上　　拓　　児
皮膚科部長 髙　　橋　　愼　　一
形成外科部長 田　　中　　一　　郎
麻酔科部長 大　　内　　貴　　志
麻酔科部長代理 印　　南　　靖　　志
精神科部長 宗　　　　　未　　来
臨床検査科部長 佐  々  木　　　　　文
緩和ケア科部長 小  板  橋　　俊　　哉
救急科部長 鈴　　木　　　　　昌
臨床薬学科部長 門　　田　　佳　　子
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
リプロダクションセンター長 髙　　松　　　　　潔
口腔がんセンター長 柴　　原　　孝　　彦
薬剤部長 門　　田　　佳　　子

千葉歯科医療センター
副センター長 柴　　原　　孝　　彦
副センター長 大  久  保　　　　　剛
副センター長 髙　　橋　　俊　　之
口腔外科系部長
（口腔外科、歯科麻酔科、放射線科） 髙　　木　　多  加  志

育成歯科系部長
（矯正歯科、小児歯科） 野　　嶋　　邦　　彦

一般歯科系部長
（保存科、補綴科、総合診療科） 髙　　橋　　俊　　之

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）

伊　　藤　　太　　一

内科科長 大  久  保　　　　　剛
総合予診室長 髙　　橋　　俊　　之
千葉歯科医療センター教育主任 今　　井　　裕　　樹

学長就任・新人事発令 学長就任・新人事発令



4 294 号　2019年 8月 31日発行

学長就任・新人事発令 学長就任・新人事発令

この度、再度学長を務めさせて戴くことになりました。

まず始めに、前の期に於きましては大学各役職者、教職員

のご協力のもと大学の運営が順調に行われましたことに御礼

申し上げます。

千葉からの移転事業は、一昨年度をもちまして水道橋キャ

ンパスの建築工事がほぼ完了となりました。現在、千葉キャ

ンパスにおいて新たな歯科臨床教育に対応できる東京歯科大

学千葉歯科医療センターの建築が始まっております。学生や

研修歯科医のためにも、最新鋭の映像機器を含め、より良い

歯科医療技術の向上を目的とした設備を整える計画です。

また、教育には医療人としての人間形成、特に心の形成が

大事なことは言うまでもありません。これにはクラブ活動も

重要な要素だと考えております。そのため、千葉キャンパス

のグラウンドと合宿所の再整備を引き続き行っており、学生

と教員が一緒に寝泊りをして、勉学や今後の人生、悩みなど

を語り合える学生寮も併設する予定です。

教育面においては、歯科医学教育開発センターを中心と

し、きめ細かく授業内容やカリキュラム作成、授業評価法を

チェックしております。教務部、学生部の教職員、各学年主

任、副主任が寝食を忘れて学生の教育に当たる姿は学長とし

ても頭の下がる思いです。このような教職員一丸となった教

育力が国家試験の好成績に表れていると思います。しかしな

がら近年、他大学も FD に力を入れているため、この結果に

慢心せずに常に新たな教育への取り組みとそれに対する評

価、改善を繰り返し行っていく必要があります。

研究に関しましては、1996 年に設立されました口腔科学

研究センターを中核として行っていくべく、体制づくりをし

て参りましたが、水道橋への移転もあり、研究が少し停滞し

ていた時期がありました。しかし研究機器の移動も完了し、

研究専念教員の採用もあり、科学研究費の採択も徐々に回復

してきています。そして文部科学省の私立大学ブランディン

グ事業にも採択され、これを足掛かりとして各講座、研究室

は口腔科学研究センターをおおいに活用して戴きたいと思い

ます。また、海外の姉妹校や国内の他大学とも一層の連携を

深め、国際競争力のある世界水準の研究を目指していきたい

と考えております。

診療におきましては、それぞれ異なる役割を持つ３つの病

院を有していることが本学の最大の特徴であり、強みでもあ

ります。ここで特筆すべきは、団塊の世代が 75 歳を迎える

2025 年問題に対処すべく、現在、高齢者歯科、障害者歯

科、摂食嚥下診療とそれに伴う訪問診療等の充実を図ってい

る点です。その第１歩として、2019 年６月より市川総合病

院内に訪問看護ステーションを設置しました。このような時

代背景の中で、今後は看護や栄養学の分野との連携が益々必

要とされるため、看護師、管理栄養士を育成する他大学とも

協定を結び、臨床、歯学教育の更なる充実を目指していま

す。また同病院には歯科大学で唯一の口腔がんセンターを開

設しており、他大学の歯科大学病院では行えない、全身疾患

との関連を念頭に置いた高度な歯科治療を行っています。そ

して、水道橋病院、千葉歯科医療センターとも一体となって

それぞれの強みを活かした診療を行っていくことが、重要に

なってくると考えています。

また、近年どの職場でも盛んに叫ばれているのは、「働き

方改革」です。この流れは本学も例外ではなく、大学院生、

専修科生で学位取得や専門医を目指す学生であっても診療に

携わる以上、必ず労働契約を結ぶようにとの通達が文部科学

省から来ています。また教員も今までの裁量労働制から、変

形労働時間制を新たに採用することにしました。そのために

は、教員各自が年次ごと、月、週ごとの教育、研究、診療の

目標を定め、自己研鑽に費やす時間についても、各々しっか

りと管理する必要があります。また各講座主任はそれが適切

であるかを協議し、年度末には評価を出すことが求められる

のです。以上の事は学長を含め、役職者にも同じことが求め

られています。

今後迎える 18 歳人口の減少、超高齢化社会に於ける医療

費の抑制等で、大学や病院運営は益々困難な時代を迎えま

す。このような中で東京歯科大学が歯科界のリーダーであり

続けるためには、常に高い目標を持って臨まなければなりま

せん。本学の 130 年の歴史と伝統に育まれた叡智により、

教職員一丸となって乗り切れるよう、どうぞ宜しくご協力を

お願い致します。

学長就任のご挨拶

井出　吉信
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副学長・千葉歯科医療センター長
就任のご挨拶 副学長就任のご挨拶

一戸　達也

2019 年６月１日付けをもちまして、副学長および千葉歯

科医療センター長を拝命いたしました。東京歯科大学の水道

橋移転事業の最後を締めくくる千葉校舎改修計画が、いよい

よ本格的に動き出します。千葉校舎講堂の解体に始まり、新

しい千葉歯科医療センターの建設、その後の現千葉歯科医療

センター等の建物のあり方の決定など、これからの３年間は

千葉校舎が様々な重大局面を迎えます。現場の責任者とし

て、本学の更なる発展にわずかでも貢献できるように最大限

の努力をして参る所存です。

９年前の 2010 年６月から３年間、水道橋病院長を務めまし

た。この時は大学本体が千葉から水道橋に移動してくる準備と

して、水道橋病院の改修と拡充を小林友忠現千葉歯科医療セ

ンター事務部長と一緒に担当しました。水道橋移転事業が一

段落した３年前に千葉病院長（当時）を拝命しましたが、この度

の新しい千葉歯科医療センター建設のために、また小林事務

部 長 と タ ッ グ を 組 ん で 仕 事 を し て い ま す。 柴 原 孝 彦、

大久保 剛、髙橋俊之の３副センター長もこの３年間一緒に

仕事をしてきましたので、気心の知れたチームで千葉校舎の

これからに取組んでいきたいと思います。ただ、水道橋病院

の時と異なり、施設やスタッフを縮小し、受け入れられる患

者さんの規模を小さくするということは、想像以上に大変な

作業です。患者様に十分に説明し、地域歯科医師会、同窓の

先生方、市川総合病院や水道橋病院と密な連携と機能分担を

図りながら運営していきたいと思います。同時に、千葉歯科

医療センターの収支をできる限り改善する必要があります。

これらの目標の具体的な成果を得るために、皆様のご意見

に耳を傾けつつ、橋本正次副学長、松井淳一副学長と協力し

ながら、井出吉信理事長・学長が示される本学の運営方針に

則って、与えられた職責を全うしたいと考えております。教

職員の皆様のご指導、ご鞭撻とご支援を賜りますようお願い

申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

橋本　正次

2019 年６月１日より引き続き教学担当の副学長を拝命い

たしました。その責任の重さを痛感しているところではあり

ますが、本学の伝統に新たな素晴らしい頁を付け加えられる

ように努力してまいりたいと思います。

３年前に初めて副学長を拝命したときには、学生対応はも

ちろんですが、10 年以上続いていた国家試験の全国１位の

合格率を止めてはいけないとの思いが強く、片倉 朗教務部

長や佐藤 亨学生部長、山本 仁総合講義検討委員会委員長の

先生方や各課の副部長や職員の方々、並びに学年主任や副主

任の先生方のご要望にはできる限りお応えできるようにと心

がけて参りました。その結果、合格率は引き続き全国１位を

保つことができております。この流れを次の３年間も止める

ことのないように、山本教務部長や佐藤学生部長、各課の副

部長並びに職員と今までと同様に情報の共有を図りながら、

各学年の主任、副主任を含めて的確な学生指導を進めていき

たいと考えております。

その一方で、人生 100 年時代の到来、AI の発達による職

業の変化など社会は急激に変化しております。このような中

で、高等教育機関である大学が果たさなければならない役割

も変わることが考えられます。現在行っている働き方改革や

定年後の再学びの機会の提供の検討なども、その対応策であ

るということになります。一方で、少子化傾向も留まる気配

がなかなか見られず、今後受験生の確保という課題がより深

刻化する可能性も考えられます。加えて、２年後には従来の

センター試験から共通試験へと入試方法も変わります。この

ような変化に応じ、大学としても対策を講じる必要が生じて

くることは明らかであります。高大接続の構築や入学試験改

革も必要になるかも知れません。しかし、いずれにしても東

京歯科大学は従来通り３つのポリシーに則り、学生のために

きめの細かい丁寧な講義を行いながら、様々な社会変化に対

しても学長の強い指導力のもとで臨機応変に対応していきま

す。そのために、一戸達也副学長、松井淳一副学長とともに

できる限りの努力をする覚悟であります。教職員や同窓の皆

様のご指導とご鞭撻、ご協力を心よりお願い申しあげ、副学

長就任のご挨拶とさせていただきます。
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松井　淳一

この度、副学長を拝命いたしました。開学 130 周年を迎

えようとする燦たる歴史の東京歯科大学の重要な役職に着い

た今、その責任の重さを痛感しております。

私は、岐阜県出身で、1979 年に慶應義塾大学医学部を卒

業、外科学教室に入局いたしました。消化器外科医の道を選

び、中でも治療、手術の最も困難な肝・胆・膵領域を専門と

して参りました。1986 年から栃木県立がんセンター、

1989 年から２年間余りカナダのトロント大学消化器科に留

学、1999 年から栃木県大田原赤十字病院外科部長・内視鏡

部長、2006 年からさいたま市立病院副院長・外科部長を経

て、2008 年に東京歯科大学外科学教室教授に就任し、

2013 年からは東京歯科大学市川総合病院副院長を務めて参

りました。

本学の出身ではありませんが、これまで歯科教育と医科歯

科臨床連携に力を注いで参りました。教育においては、歯学

部隣接医学の外科学の講義、実習の中での学生の教育に加え

て、歯学部大学院生や歯科研修医の臨床指導、教育、さらに

は認定歯科衛生士の教育などに携わって来ました。臨床にお

いては、歯科と外科とのコラボレーションに積極的に取り組

んで来たと自負しており、特に市川総合病院での周術期の外

科患者や化学療法や放射線治療患者の口腔機能管理を推し進

めることができました。その経験から、認定歯科衛生士セミ

ナーの講義を担当し、千葉県がん診療連携協議会の地域連携

クリニカルパスの１つである口腔ケアパス専門部会の初代部

会長を務めました。

私が副学長として担当するのは市川キャンパスですが、

井出吉信理事長 ･ 学長の下、一戸達也、橋本正次両副学長と

ともに本学の発展のために微力ながら精一杯役目を果たした

いと考えております。そして、担当いたします市川キャンパ

スの中心である市川総合病院の更なる充実と飛躍を目指して

西田次郎病院長を助けてこれまで以上に努力して参りたいと

決意を新たにしております。

東京歯科大学教職員の皆様のご指導ご支援を賜りますよう

お願い申し上げて就任のご挨拶とさせていただきます。

片倉　朗

2019 年６月より、東京歯科大学水道橋病院の病院長を拝

命いたしました。

東京歯科大学水道橋病院は、1900 年に本学の前身である

東京歯科医学院に隣接して開設された血脇歯科診療所に端を

発します。1949 年の東京歯科大学の発足に伴って水道橋病

院の基盤となっている大学附属病院となりました。令和と

なった今年は数え年で 120 年を迎えて、内科と眼科を併設

した都市型の歯科大学附属病院へと成長しました。その運営

を担う重責をしっかり受け止めて、患者の皆様にはもちろ

ん、連携いただく先生方へも常に安全、良質、高度な歯科医

療の提供を担保できる病院であることに努めてまいります。

当院は 2017 年に改修工事を終え、「超高齢社会への対

応」、「臨床能力の向上」、「患者中心の医療」を目標として、

高度で快適な歯科医療を提供する努力を続けてまいりまし

た。御蔭様で多くの先生方の御紹介と御支援、教職員の努力

によって、多い日は１日に 1,000 名近い患者様が来院する

病院となり今日を迎えています。しかし、患者数の増加によ

り診療前後の待ち時間の増加など解決しなければならない問

題も生じています。米国の医療品質研究調査機構は優れたヘ

ルスケアを「適切なことを、適切な時に、適切な人に行い、

最良の結果を出すこと」と定義しています。引き続き「臨床

能力の向上」を図るとともに、患者サービスの本質を病院に

関わる全ての職種の方に御理解いただき、会計等の待ち時間

の短縮をはじめとした患者サービスの改善に取り組んでまい

ります。都市型の附属病院を受診される患者さんのニーズは

様々でかつ社会環境とともに変化します。提供する歯科医療

も日進月歩です。柔軟性をもってイノベーションを続けるこ

とで、患者の方、御紹介いただく先生方、連携する医療施設

に信頼していただける病院環境の整備に努めてまいります。

また、水道橋病院は学部、短期大学、ならびに臨床研修歯

科医師の臨床実習の場でもあります。快適な環境で若い人材

を効果的に育成できる教育施設としてのしくみを充実するこ

とも大きな課題です。

医療は協力の科学です。教職員の皆様の御理解と御協力を

よろしくお願い申し上げます。
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西田　次郎

このたび市川総合病院長を再度拝命いたしました。その重

責に改めて身の引き締まる思いでおります。

昨今、地域医療は、団塊の世代全てが後期高齢者となる

2025 年問題により、地域それぞれあるべき姿への変容が求

められ、その中で多くの急性期総合病院は経営上の厳しい課

題への対応を迫られています。当院としては、かかる社会背

景の中においても安定した財務状況の下で良質な医療を提供

できる病院であり続けるために、努力を重ねて参りたいと存

じます。

３年前に地域医療支援病院としての承認を受けて以来、当

院は更に地域に密着した活動を進めて参りました。その結

果、当院と連携している地域の登録医療機関数は医科 220

件、 歯 科 151 件 と な り、 紹 介 率 は 89.4 ％、 逆 紹 介 率 は

72.5％と高い水準を維持しています。これらの数字は、当

院が地域中核病院として十分に役割を果たしていることを示

すものと自負しています。

地域がん診療連携拠点病院としては、2019 年４月に３度

目となる再指定を受けることができました。拠点病院にはが

んに関わる様々な分野で高いレベルの診療が求められます

が、特に高齢化社会においては放射線療法の重要性が増して

きています。当院では本年６月、照射効果が高く合併症の少

ない強度変調放射線治療のための最新の装置を導入しまし

た。拠点病院として更なる充実を図りたいと考えています。

歯科診療や歯科医学教育においても、千葉歯科医療セン

ターの無床化に伴い、当院の果たすべき役割が大きくなって

います。既に実績のある口腔がんだけでなく、顎変形症手術

など入院が必要な疾患に対応できるよう、人的物的環境の整

備を行って参ります。

６月１日には、患者の高齢化に伴う入院期間の長期化や在

宅復帰の困難化への対策として、当院敷地内に訪問看護ス

テーションが設置されました。病院の出口問題解決策として

だけでなく、在宅療養の現場における学生教育面の効果も期

待しています。

今後も、歯科大学附属病院として、また地域の中核病院と

して求められる役割を全うすることに全力で臨みたいと存じ

ます。一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

矢島　安朝

2019 年６月より大学院歯学研究科研究科長を拝命いたし

ました。何卒宜しくお願い申し上げます。本学大学院歯学研

究科は、1958 年に開設され現在までに学位授与者は 2,284

名、そのうち大学院博士課程修了者は 1,473 名にのぼりま

す。現在の大学院在籍者は、基礎系 21 名、臨床系 126 名、

合計 147 名であります。おそらくこの人数は、全国の歯科

大学、歯学部の中で最も多い大学院生数であると予想されま

す。これらの素晴らしい実績は、先人たちの弛みない努力に

よるものと心から感謝し敬意を表します。

東京歯科大学大学院歯学研究科の教育目標は、「人類福祉

の増進と文化の進展に寄与するとともに、国際的な視野、優

れた研究能力、豊かな学識を有する研究指導者および歯科医

学研究に精通した高度な専門職業人を養成すること」であり

ます。

一方、現在の歯科医学の目標は「う蝕、歯周病、口腔粘膜疾患

等の予防」から「口腔の健康を確立」し、最終的に「全身の健康と

健康寿命の向上を目指す」ことです。したがって、大学院歯学研

究科もこの目標に合わせたカリキュラムが必要となります。

つまり、歯学研究科から発信される多くの研究には、この最

終目標を達成するために有用な結果が求められ、これらを達

成できなければ「人類福祉の増進と文化の進展に寄与する」

ことは不可能であり、「高度な専門職業人」とは呼べないので

す。社会の要求に合致したカリキュラムポリシーが、今、大

学院に求められているものと考えています。

多くの将来有望な大学院生をお預かりし、本学大学院歯学

研究科を管理する立場となり、身の引き締まる思いでおりま

す。同時に 10 年後、20 年後の本学の研究が更に発展し、

研究面において「世界に冠たる東京歯科大学」となることを

目指して行きたいと決意しております。何卒ご協力のほど宜

しくお願い申し上げます。
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口腔科学研究センター所長就任の
ご挨拶 図書館長就任のご挨拶

東　俊文

口腔科学研究センターは千葉校舎から水道橋に移転し全学

統合型オープンラボ形式となりました。講座間の垣根は取り

払われ、全ての講座が同じ研究室を共有するという全国的に

も非常にユニークかつ先進的な研究室となりました。皆さま

のご協力、ご尽力により全ての研究者が互いを尊重し合い、

素晴らしい環境が確立されて現在にいたっております。３年

前より口腔科学研究センター所長を拝命し再度ご指名いただ

きました。過去３年間、時には困難に遭遇することもありま

したが、職員の皆様を始め研究者の方々の暖かいご協力ご支

援により概ね順調に運営されてまいりました。人間教育重視

の建学精神が研究においても大変な支えになっていると実感

し諸先輩の多大なるご努力の賜物と感謝申し上げる次第です。

研究技術の進歩は目を見張るとは言われますが、実際遺伝

子を１週間かけて 100 塩基読んでいた私の大学院生時代は

遥か昔となり、今や１日あれば 10 万円程度の経費でヒト全

ゲノム、31 億塩基対を読み取ることができる時代となりま

した。次から次へと新技術が紹介され数か月後には研究全般

に利用され始める昨今の傾向は、一時たりとも緩んでいては

瞬く間に置き去りになると覚悟せねばならない時代であると

肝に命じております。私自身、進取果敢に未知の領域に踏み

込み、口腔科学研究センターの一層の発展に尽力して参る所

存でございます。

幸い、口腔科学研究センターでは溝口利英講師、大野建州

助教が新たに着任され、研究者へのサポート体制も充実して

まいりました。事務の方々、研究施設保守の方々も少しずつ

増員され体制も整いつつあります。2020 年東京オリンピッ

ク開催に向け、大学研究室においてもテロ対策も視野に劇物

毒物管理の一層厳しい対応が要求されております。既に高い

セキュリティチェック体制を整え、薬品管理に対しても万全

の体制が取られております。

全職員一丸となり東京歯科大学口腔科学研究センターの

益々の発展を目指し、不抜之志をもって職務に精励する所存

でありますので、皆様のご指導ご鞭撻を何卒宜しくお願い申

し上げます。

古澤　成博

この度、６月１日より図書館長を拝命いたしました。大変

光栄であると同時に歴史と伝統のある本学の図書館長という

職務の重大さに、改めて身が引き締まる思いであります。

現在、30 万冊を超える書籍を所蔵している本学の図書館

は、それぞれの校舎に付属する形で、水道橋校舎の新館およ

び本館、さいかち坂、市川、千葉と合計５か所で運用されて

おります。中でも敷地面積の大きい千葉校舎には 236,000

冊を超える蔵書があります。周知のとおり、近々千葉歯科医

療センターが新たに生まれ変わりますが、今のところ図書館

は、建物そのものも従来通り運用を続ける予定です。

図書館は、単に書籍を保存しておく場所ではなく、人が利

用して初めて価値が生まれます。将来的に継続して本学に所

属するあらゆる人が気持ちよく利用できる環境にしなくては

なりません。そのためには蔵書と読者と図書館員の３者が一

体となって動き、活動を維持することが重要であると考えて

います。千葉の図書館もそのような観点から、今後も皆さん

が積極的に利用できるような環境整備を進めてまいりたいと

思っております。

さて、今回から新たに組織改編が行われ、情報システム系

の業務も併せて図書館で全て管理することになりました。従

来のメディアに加えてインターネット環境が整備され、情報

が氾濫している現代では、図書館が担う役割は大きく変貌し

ています。単に蔵書を管理して閲覧できる環境を整えるのみ

ならず、今後は一般社会に向けての情報源となる、大学や各

病院のホームページのきめ細かい管理、運営にも力を注いで

まいります。また、言うまでもなく従来通りの学術情報の発

信や、学生の勉強の場の提供といった、図書館の本質的な業

務も、改めて整備を進めて継続して行ってまいります。

大学全体のシステムの管理、運用そして保守も含めた業務

を俯瞰し、円滑な運用を遂行して、より良い図書館を目指し

てまいりますので、皆様御協力の程、何卒宜しくお願い申し

上げます。
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山本　仁

本年６月から教務部長を拝命いたしました。学生たちが社

会から望まれる良き歯科医師となるように教育することは本

学の大きな使命です。その中核を担う役職を拝命し、身の引

き締まる思いです。副部長の望月隆二教授、平田創一郎教

授、松坂賢一教授、服部雅之教授、松浦信幸准教授、そして

教務課の事務スタッフとともに職責を全うしたいと思いま

す。よろしくお願い致します。

教務部は授業や実習関連事項、科目試験や総合学力試験な

どの試験関連事項、学生の成績・進級・卒業関連事項、学生

の出欠席関連事項、講義室や実習室等の施設や備品関連事

項、入学試験関連事項、教育セミナーなどの教員の FD 関連

事項など、その職務範囲は多岐に渡ります。しかしこの中に

は教務部だけでは解決せず、他の部署との連携が重要となる

ものがあります。例えば、学生の出欠席関連事項として、欠

席の多い学生の対応には、学生部や学年主任・副主任との連

携が必要であることは言うまでもありません。それぞれの事

項の着実な遂行のためにこれまで以上に学生部、大学事務、

水道橋病院、市川総合病院、千葉歯科医療センターなどの各

部署との連携を強化したいと思います。

授業や実習関連事項として「教員の教育力の向上」が最優

先課題となります。種々の事情で各講座の構成人員は変化し

ていきます。その中で高い教育力を保ち、更に向上させるに

は個々の教員の教育力の向上が必要です。決して画一的な授

業・実習ではなく、それぞれの教員の個性を生かしつつ学生

の理解を深める教育力向上のため、FD を中心とした活動を

実施して参ります。

学生教育の基本方針は「学生ファースト」です。これは

「学生たちが社会から望まれる良き歯科医師となるために必

要な事を優先して行うこと」と理解しています。上記の２つ

はまさに「学生ファースト」として実施しなければならない

ことであり、その結果が高い国家試験の合格率に繋がるもの

と信じております。

皆様のご指導、ご鞭撻とご協力をお願いいたします。

佐藤　亨

わたくし佐藤は、まさかの５期目の学生部長を拝命するこ

とになりました。

学生部では、副部長で１期、学生部長でまる４期を経験

し、延べ 15 年間を長きにわたり学生の厚生補導、学生支援

ならびに学生指導の任務を遂行させていただきました。学生

部史上最長職務日数を更新することになります。５期目のお

役目を拝命した以上学生部長として残された期間、自身が経

験した数多くの事例に基づく対応知識と、培って来たを学生

部におけるノウハウを次代の学生部長や副部長に継承して学

生部に恩返ししたいと存じますので、その任に当たる方々は

温故知新の精神で良い部分を採り入れ、頑張っていただきた

いと存じます。

異例の学生部長指名にはもう１つ考えられる要素がござい

ます。本学は 2020 年に創立 130 周年を迎えます。また、

その翌年の 2021 年には、全日本歯科学生総合体育大会で全

国 29 私立歯科大学・歯学部を束ねた総合事務主管を務める

ことになります。この２つのイベントは大学にとって失敗の

できない大イベントであり、井出吉信学長から、この１年間

で他大学学生部との交流の引き継ぎ、創立 130 周年記念行

事の企画内容および経過の引き継ぎ等の使命を仰せつかった

のではないかと思慮する次第です。

世情の変化に乗じて学生の個性もかなり変化しております。

医療人としての質の向上や指導方法、教育の流れも大きく変

化しております。時代の流れを汲み、歯科界の状況に併せた

形で引き続き教育支援を行っていきたいと考えております。

学生部は学生部長のわたくし佐藤と、副部長に阿部伸一

教授、笠原正貴教授、上田貴之教授、池上健司准教授、

大久保真衣准教授が就任いたしました。教務部、学年主任、

副主任と連携し、万全の体制で学生の指導にあたって参りま

すのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
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短期大学学長就任のご挨拶 短期大学副学長就任のご挨拶

石井　拓男

東京歯科大学短期大学は、2017 年４月に開学し初めての

入学式を行いました。今年 2019 年は、その学生が第３学年

となり短大は完成年度を迎えることとました。この３年間入

学生に定員割れを生ずることなく無事ここまでこられました

のは、東京歯科大学の皆様、同窓会の皆様のご理解とご協力

があったお陰と感謝しております。

今年度は、本短大生が歯科衛生士国家試験を初めて受験す

る年度です。歯科衛生士専門学校の開学以来、合格率 100

パーセントを続けている特別な教育機関としての自覚を持っ

て対応を進める所存です。また、初めての卒業生に対し、卒

後の進路の１つとして専攻科の設置を行います。専攻科につ

きましては、短大設置時に文部科学省に提出した設置の趣旨

の中に明記したものです。2019 年５月 30 日に開催されま

した第 718 回の学校法人東京歯科大学理事会で、専攻科の

設置が承認されました。この後、大学改革支援・学位授与機

構に申請し認定が得られますと、専攻科の学生は４大卒とし

ての学士を得ることが出来るようになります。これまでにな

い歯科衛生士としてのキャリアデザインが描けるものと思い

ます。

短大の卒業生が踏み出す歯科衛生士の世界は、歯科界は勿

論、医療福祉の領域においても業務の認識が深まり、評価も

高まって来ております。診療報酬の改定があるたびに、歯科

衛生士の行為が評価され新たな点数が設定されています。こ

れに従い、歯科衛生士の就業領域が広がり、就業者数も増加

して来ました。病院に勤務する歯科衛生士は 7 千人近くと

なり、行政に勤務する歯科衛生士は 3 千人ほどとなってい

ます。介護施設に勤務する歯科衛生士も急増しております。

東京歯科大学短期大学は、拡大する歯科衛生士の業務に対応

すべく、カリキュラムプランニングを行い教育にあたってお

ります。

山田　好秋

このたび短期大学副学長を新たに拝命した山田好秋です。

2014 年に新潟大学を定年退職し、口腔科学研究センター客

員教授、2017 年４月より新設された短期大学副学長に就任

し、現在に至っています。専門は口腔生理学ですが、嚥下の

研究を通して摂食嚥下リハビリテーション、食品学、食品

メーカーの研究者と広くお付き合いしています。口腔科学研

究センターの客員教授としてこちらにお世話になる際、「研

究が続けたい」と現理事長・学長の井出吉信先生に無理をお

願いしておりました。おかげさまでこれまで科学研究費補助

金や企業との共同研究で研究費をまかない大学院生の指導・

論文作成にいそしんできました。現在も２人目の大学院生を

預かり、論文も完成間近となっています。

短期大学では研究部長として学生の卒業研究を指導してお

ります。専門学校の時代から続く卒業研究ですが、短期大学

の教員だけでは十分な指導ができず、講座や口腔科学研究セ

ンターの先生方にお手伝いいただいております。短期大学へ

移行し、卒業研究のカリキュラムに従いかなりの研究テーマ

が倫理審査を受けることとなりました。しかし、倫理審査申

請書の作成にあたっては指導が行き届かず、橋本正次委員長

を初めとして倫理審査委員会の先生方にはご迷惑をおかけし

たこと、この場を借りてお詫びいたします。短期大学も全学

生がそろい、その体制も整いつつあります。これからも暖か

いご支援・ご鞭撻をいただけますよう、お願いいたします。

学長就任・新人事発令 学長就任・新人事発令
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定年退職のご挨拶

老年歯科補綴学講座

櫻井　薫

本学卒業後大学院時代も入れて 41 年２か月の間、補綴科

に所属することができた。本年５月 21 日には水道橋病院と

千葉医療センターの補綴科関連の方々に、定年退職の会を催

していただいた。近年補綴科において、教授定年退職の会が

開催できたのはなんと腰原 好先生に次いで２人目である。

関根 弘先生、羽賀道夫先生、溝上隆夫先生、名波智章先生、

岸 正孝先生いずれの方々も病のために定年退職の会が催せ

なかった。したがって、本年５月末日に無事定年を迎えて

ほっとしている。

43 歳で主任教授に就任してから、21 年７か月様々な職務

に就かせていただいた。例を挙げると、教務副部長、初代臨

床研修委員長、臨床連絡会幹事、千葉病院補綴科部長、千葉

病院歯科衛生士部部長、千葉病院副病院長、大学院学生部

長、学術出版部長、歯科学報主任、水道橋病院副病院長、図

書館長および大学院歯学研究科研究科長となる。本学は優秀

な事務職の方が多いので、その方々に支えられて、どの役職

も順調に職務を全うできたと思う。あらためて事務職の方々

に感謝したい。

学生関連では、学年副主任、学年主任、そしてゴルフ部部

長にいたっては 24 年間事故もなく務めることができた。

学外では、日本歯科医学会常任理事を６年間、日本歯科医

学教育学会副理事長、日本補綴歯科学会副理事長、そして最

近まで日本老年歯科医学会理事長を２期４年間勤め、その間

に「認知症患者の歯科的対応および歯科治療のあり方」と

「歯科医師と管理栄養士が一緒に仕事をするために」という

略　歴
1982 年 4 月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座　講師 （1993 年３月まで）
1984 年 9 月 アメリカ合衆国タフツ大学歯学部　Visiting Assistant Professor
 （1986 年８月まで）
1993 年 4 月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座　助教授昇任
 （1997 年 10 月まで）
1997 年 8 月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座　主任代行
 （1997 年 10 月まで）
1997 年 11 月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座　教授昇任
1997 年 11 月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座主任
2006 年 4 月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座主任（講座名変更により）
2014 年 4 月 図書館長 （2016 年５月まで）
2015 年 4 月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座主任
 （講座名変更により2019 年３月まで）
2016 年 6 月 東京歯科大学大学院歯学研究科研究科長 （2019 年５月まで）

所属団体
日本補綴歯科学会専門医
日本補綴歯科学会指導医
日本老年歯科医学会専門医
日本老年歯科医学会指導医

学会における活動
東京歯科大学学会　理事（現在）
日本歯科医学会　常任理事（現在）
日本歯科医学教育学会　副理事長（2010 年より 2013 年まで）
日本補綴歯科学会　副理事長（2015 年より 2017 年６月まで）
日本老年歯科医学会　理事長（2014 年より 2018 年６月まで）
日本補綴歯科学会　監事（2017 年より 2019 年６月総会まで）

２つの立場表明を行った。「高齢期における口腔機能低下症

―学会見解論文 2016 年度版―」も公表し、これによって平

成 30 年度の診療報酬改定で新病名として口腔機能低下症が

認められた。また「認知症患者の義歯診療ガイドライン」も

公表できた。これらの業務は、愛する講座員の協力のもとに

成し遂げられたと思っている。もう一度ここに多くの方々に

感謝したい。
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准教授就任のご挨拶

口腔科学研究センター

安松　啓子

2019 年４月１日付で口腔科学研究センター准教授を拝命

致しました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

私は福岡県立筑紫丘高校から、九州大学歯学部を卒業し

て、すぐに大阪府の歯科医院に３年間、東京都の歯科医院に

５年間勤務しました。日々の診療の中で基礎系学問の重要性

に気づき、さらに研鑽を積みたいと思い九州大学大学院に進

学しました。生理学を専攻し、二ノ宮裕三教授のもとで味覚

を中心とする生理学研究に取り組みながら、当時研究室内で

行われていた顎運動研究や唾液タンパク誘導研究に関しても

学ぶ機会を得ました。博士取得後も同研究室にて神経生理学

実験を担当し、甘味・うま味受容体の T1R3、G タンパク

gustducin、IP3R3、TRPM5 などの味覚受容伝達分子の機能

証明を行いました。さらに難易度の高いマウスのマイクロ

サージェリーにも取り組み、単一神経記録によって鼓索神経

中にうま味神経や脂肪味神経を発見いたしました。この脂肪

味神経は、脂肪酸独自の味覚情報を脳に伝えることや、この

神経がつながる味細胞は GPR120 によって脂肪酸を受容し

ていること、うま味・甘味神経も脂肪酸を嗜好性の味覚とし

て伝達していることを昨年末に発表し、６番目の基本味＝脂

肪の味としてお伝えしております。味覚による脳相分泌が、

正常な食後血糖値や満腹感と関連することが近年示唆され、

生活習慣病予防に味覚の重要性が浮上してきております。咀

嚼、味覚、嚥下の連関についてもぜひ勉強させていただき、

お役に立ちたいと思っております。

教育に関しては、九州大学および朝日大学において生理

学・口腔生理学の講義と実習を中心に、リサーチエクスポー

ジャー、研究入門の担当と、歯科衛生士専門学校の非常勤講

師を務めました。それと同時に国家試験対策の委員会や授業

を担当することで、様々な気質の学生さんに寄り添いながら

学びを促す手法や姿勢を学んでまいりました。

微力ではありますが、これらの経歴を活かしながら本学の

教育研究の発展のためにさらに努力を重ねてまいる所存で

す。どうぞご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

市川総合病院
消化器内科

中村　健二

2019 年４月１日付で東京歯科大学市川総合病院消化器内

科准教授を拝命いたしました。

西田次郎病院長には格別のお引き立てを賜り、また、当院

の客員教授で私の母校の杏林大学医学部消化器内科学講座 

久松理一主任教授にご推薦を頂き心より感謝申し上げます。

私は 1999 年に杏林大学を卒業し、杏林大学医学部第三内

科に入局後、内視鏡治療班に所属し、上部消化管および胆膵

疾患の内視鏡診断・治療を専門分野として研鑽を積みまし

た。

日常の診療や学会・研究会等を通じ、胆膵疾患における超

音波内視鏡の有用性に非常に強い興味を持ちました。2008

年に３か月間、福島県立医科大学入澤篤志先生（現 獨協医科

大学消化器内科主任教授）に超音波内視鏡のご指導を受ける

機会を頂き、かけがいのない経験をさせて頂きました。

2012 年４月からは国際性豊かな聖路加国際病院消化器内

科に異動し、出身校やキャリアの異なる先生に多くの刺激を

受け更なる研鑽を積みました。聖路加国際病院では超音波内

視鏡を中心とした内視鏡診療に磨きをかけるとともに、今ま

で診療する機会の少なかった大腸疾患・肝疾患・化学療法の

診療も行い、消化器内科医として厚みを増すことができまし

た。

現在、日本では超高齢社会を迎え、低侵襲治療である内視

鏡診療を行う機会が増えています。また、高齢者において嚥

下機能や口腔内の衛生保持は重要な問題です。消化器疾患の

治療や内視鏡治療後には食事を止めざるをえない事が少なく

ありません。禁食期間が長くなることは入院期間や家庭復帰

に高齢者では特に時間を要します。東京歯科大学の強みを生

かし医科歯科連携を密に、内視鏡診療を中心に高齢者の方に

も優しい診療をチーム医療として提供していきたいと存じま

す。皆様のご指導、ご鞭撻を何卒宜しくお願い申し上げま

す。
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武田峰子元市川総合病院副看護部長が 2019 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武田峰子氏が、2019 年春

の叙勲で瑞宝単光章を受章された。

武田氏は、1980 年より看護職として経歴を重ね、1992

年 5 月より本学市川総合病院に勤務し、同病院において

2000 年 4 月に看護師長へ昇任、2009 年 4 月には副看護部

長へ昇任し、2017 年 3 月に退職となるまで、長きにわたり

看護業務に精励するとともに、高度医療の提供に対応した看

護方法の開発や看護師・助産師を目指す学生への実習指導、

さらには医師の卒業研修、研究への協力等、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。

2019 年４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 180 回歯科医学教育セミナーが開催

された。今回は、「新年度の教育体制について」と題し、

橋本正次副学長、片倉 朗教務部長から説明が行われた。当

日はテレビ会議システムで市川総合病院、千葉校舎にも中継

された。

はじめに、橋本副学長より、本学の 2019 年度入学試験の

講評が他大学歯学部の入試状況と併せて行われた。つづい

て、片倉教務部長より、「2019 年度の教育方針－教職員一

丸となって情報の共有－」と題し、今年度の講義・実習の取

り組みに関する方針が掲げられた。次に、今年度の学生数、

カリキュラム編成上の留意点、昨年度の出席状況と成績の関

係等の説明があり、各学年の科目試験と総合学力試験、共用

試験 CBT との比較・考量等がなされた。

今年度の教育についての指針が示されるということで、多

くの参加者が集まり、質疑応答も活発に行われ大変有意義な

セミナーとなった。

第 180 回歯科医学教育セミナー開催

▲説明する橋本副学長
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2019 年５月 20 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 181 回歯科医学教育セミナーが開催され

た。今回は、「第 112 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。当日はテレビ会議

システムで市川総合病院と千葉校舎にも中継された。

はじめに、第 112 回歯科医師国家試験の合格基準や問題

形式について説明があり、第 112 回歯科医師国家試験の必修

問題や点数の度数分布について、自己採点結果をもとに考察

がなされた。つづいて、総合学力試験結果と国家試験結果を

もとに試験領域ごとの正答率や傾向を比較・分析した結果に

ついて解説があった。さらに、第 112 回歯科医師国家試験に

おける 124 期生不合格者の分析、また、近年の状況を反映し

た問題として実際に出題された問題例の紹介がなされた。最後

に、学生教育について協力依頼があった。

第 181 回歯科医学教育セミナー開催

▲説明する一戸副学長

市川総合病院「看護の日」のイベント開催

2019 年５月 16 日（木）午前 10 時より、市川総合病院 1 階

外来ロビーにおいて、毎年恒例の「看護の日」のイベントが

開催された。今年は、本学のマスコットキャラクター「ビバノス

ケ」も参加しイベントを盛り上げてくれた。

「看護の日」は、近代看護を築いたフローレンス・ナイチン

ゲールの誕生日にちなみ、５月12 日に制定された。そして、５

月12 日を含む１週間を「看護週間」として、全国的にさまざま

な行事が開催されている。市川総合病院では、2015 年より

「看護の日」にメインテーマを決めイベントを開催しており、そ

の週を「看護週間」として展示などを実施している。

今年の「看護の日」のイベントでは、「お口の中から健康を」

をメインテーマとし、主に外来患者さんを対象として行った。

口腔ケア用品の相談や案内、誤嚥予防の相談や指導、放射線

科との協働で骨密度測定など身近で気になるテーマでイベント

を行った。恒例の BLS（一次救命処置）・AED（自動体外式除細

動器）の体験や妊婦体験、アドバンス・ケア・プランニングを

ゲームで楽しく理解する「あなたらしく生きるための「人生会

議」ゲーム」など体験型のイベントも行い、多くの方々にご参

加いただいた。また、今年も「一日看護師長」体験に１名の事

務部幹部の方々にご協力頂き、看護の仕事の理解と暖かい

エールをいただくことができた。

「看護週間」では、６月１日に開設される「東京歯科大学す

がの訪問看護ステーション」のポスターと看護師の制服を展示

し広く紹介した。そのほか、外来や病棟、院外で活躍する看

護師を紹介するポスターや制服の展示、保健師・助産師・看

護師免許取得までの道のりのポスター、専門・認定看護師の

紹介など看護の現場や働き方についても紹介した。

今後もより多くの方々が自身の健康や療養生活の過ごし方に

関心をもち、気軽に参加できるイベントを開催できるよう企画

していきたいと考えている。

▲骨密度測定の様子 ▲人気者のビバノスケ
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2019 年５月 21 日（火）午前 10 時より、水道橋校舎本館特

別会議室において、和洋女子大学との包括協定調印式が執り

行われた。

この調印式には、和洋女子大学から岸田宏司学長をはじめ

８名の先生方が出席され、本学からは井出吉信学長をはじめ

９名が出席した。調印式では加藤靖明大学事務局長の司会の

もと、両校出席者の紹介があり、その後、岸田学長、井出学

長が協定書への調印を行った。つづいて、両学長により挨拶

をいただき、出席者全員で記念撮影を行った。

調印式終了後には、水道橋校舎本館、水道橋病院の学内見

学を行った。

今回の協定は、両大学の教育や研究において、相互に交流

を深め、連携し、学術活動を推進することを目的としており、

今後の活動が期待される。

▲協定書への調印を行った岸田学長（左）と井出学長

▲水道橋病院見学の様子

▲両大学出席者の記念撮影

▲調印の様子

▲ご挨拶をされる井出学長（右）

和洋女子大学と包括協定を締結
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2019 年６月１日（土）、東京歯科大学すがの訪問看護ス

テーションが開設され、午前 10 時よりオープニングセレモ

ニーが開催された。

開設者である学校法人東京歯科大学から井出吉信理事長と

石井拓男法人主事、市川総合病院から西田次郎病院長、

吉川淳子副病院長・看護部長、そして東京歯科大学すがの訪

問看護ステーション柴尾裕加里所長の 5 名によりテープ

カットが行われ、ファンファーレが鳴り響く中の華やかな

オープニングとなった。

その後は講堂に場所を移し、柴尾所長による ｢東京歯科大

学すがの訪問看護ステーションの役割と今後の展望｣ を講演

テーマとしたプレゼンテーションが行われた。

日本は超高齢社会となり、特に市川市は 2025 年には介護

ベッドが著しく不足する地域と言われており、後期高齢者の

急増が予測される。このような地域においては、急性期の治

療を終えた地域住民の方々が、住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括

ケアシステムを推進させていくことが重要であると述べた。

また、訪問看護の研修として行った他のステーションでの

実習では、在宅医療の力を実感した。肺炎で緊急入院となっ

た患者さんが認知症のため入院環境に適応できずに退院した

が、訪問看護などを導入して、生活を整えると笑顔で過ごせ

東京歯科大学すがの訪問看護ステーションが開設
オープニングセレモニーを開催

▲関係者によるテープカットの様子 ▲東京歯科大学すがの訪問看護ステーションのスタッフ

2019 年５月 21 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、2019 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（予約・オーダー方法、

カルテ記載時の注意点等）」と題して、放射線科の音成実佳

医局長と相澤光博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、

続いて音成医局長から検査の依頼方法や注意点について説明

があった。また、検査目的やコメント欄について詳細に入力

してほしい旨説明がなされた。

次に「処方せんの発行に際して」と題して、山根理恵子主

任薬剤師による講演が行われた。入力方法について具体的事

例を挙げ、気を付けるべき点や間違いやすい点について説明

があった。

今回の研修会では、放射線機器および処方せんに関する取

扱いについて、教職員が正確に認識することで、院内業務の

円滑化につながる大変有意義な研修会となった。

2019年度第２回水道橋病院教職員研修会開催

▲説明をする音成医局長
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るようになった。このように患者さんに一番良い環境を提供

できるよう、急性期病院から在宅への架け橋としての役割を

果たしていきたいと語った。

さらには、市川総合病院に併設していることを活かし、医

師、歯科医師、歯科衛生士、リハビリテーション療法士、管

理栄養士などで、口の中の健康を整え、利用者がいつまでも

美味しい食事を楽しむことができるような、多職種連携を目

指していきたいという展望を示した。

プレゼンテーションの最後に、柴尾所長より、山木まさ参

与、小澤宏美訪問看護師、栁下陽子訪問看護師、野村綾子訪

問看護師、岡本沙弥加訪問看護師の総勢 6 名のスタッフの

紹介があった。「あなたらしさにより添う看護」という理念

を胸に、チーム一丸となり利用者にとって良質な看護サービ

スの提供を目指したいと意気込みを語った。

東京歯科大学すがの訪問看護ステーションは、市川総合病

院や地域の医療機関とともに地域包括ケアシステムを推進さ

せ、地域の方々の健康寿命を延伸させるだけでなく、東京歯

科大学における学生教育の拠点の一つとして、歯科医師、歯

科衛生士養成に貢献することが期待される。

市川総合病院 放射線治療装置の更新

　市川総合病院放射線科の放射線治療装置が更新され、

2019 年６月より稼働している。

　新しい放射線治療装置は、「トモセラピー」と呼ばれる装

置で、CT スキャンのように、ビーム照射口を身体の周囲

360 度方向から回転させながら照射する装置である。その

際、コンピュータを活用し、ビーム照射口の形状を経時的に

変化させることにより腫瘍の形にあった線量分布を作ること

ができる。この照射方法は、強度変調放射線治療（Intensity 

Modulated Radiation Therapy；IMRT）と呼ばれ、放射線の

ビームを腫瘍に集中させる一方で、重要臓器を避けるように

照射する事が可能となる。

　特に、放射線による副作用の観点から、危険臓器が多く存

在する頭頸部は、この装置の力を発揮しやすい部位である。

脊髄や唾液腺へ当たる放射線量を少なくすることで、副作用

を最小限に抑えつつ、病変部により多くの放射線を当てるこ

とができる。

　また、狙った場所に多くの線量を照射するためには、日々

変化する腫瘍の位置や、避けるべき危険臓器の位置を正確に

把握しなければならない。今回導入された新しい装置では、

毎回、治療直前に治療を行うビームを用いて CT を撮影する

ことが可能である。CT 撮影により得られた３軸画像を用い

て骨構造や腫瘍などを目印とし、位置照合した後、放射線を

照射する。この技術は、画像誘導放射線治療（Image-guided 

radiotherapy；IGRT）と呼ばれている。

　今回の装置更新により、これらの新しい技術が取り入れら

れ、より高精度な放射線治療が可能となった。しかしながら

高精度な放射線治療には高度な安全管理が不可欠である。今

後も安全な放射線治療を提供できるよう、医師、看護師、診

療放射線技師、医学物理士がチーム一丸となり努めていく事

が必要となる。

▲トモセラピー 米国アキュレイ社 RadiXact ▲操作室
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第307 回東京歯科大学学会例会開催
　2019 年６月１日（土）午前９時より、水道橋校舎新館にお

いて第 307 回東京歯科大学学会例会が開催された。午前

は、口演 15 題が第１および第２講義室、示説 23 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講師と歯周病学講座の

今村健太郎講師による、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３教授による特別講演が行われ

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。

【プログラム】

１．「オーラルメディシン学のすすめ」���������������� 野村武史教授（オーラルメディシン・口腔外科学講座）

２．「口腔機能低下症」と「口腔の機能障害」双方への対応の重要性
　　　　　　　　　　　　　　　　　����������石田 瞭教授（口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室）

３．「究極の痛み制御を探し求めて」������������ 福田謙一教授（口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室）

2019年度実験動物供養祭実施

　2019 年６月 14 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 2019 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

く哀悼と感謝の意を込め、教職員、大学院生、第３学年学生

代表が順次献花を行い、滞りなく終了した。

▲祭文を奉読される井出学長 ▲第３学年学生代表による献花
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父兄会定時総会・修学指導方針説明会開催

　2019 年６月 15 日（土）午後１時より、水道橋校舎新館血

脇記念ホールをメイン会場に「2019 年度父兄会定時総会」

が 600 名超の多数の保護者出席のもと開催された。

　はじめに、大内仁之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渡辺和宏会長から新任の挨拶と父兄会

の活動内容などが述べられた。井出吉信名誉会長（学長）から

挨拶を頂いた後、第６学年保護者の多田 宏氏が議長に選出

され、議事が進められた。

　2018 年度会計収支決算、2019 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 2019 年度父兄会役員

が選任された。

　また、午後２時 20 分から大学主催による「修学指導方

針説明会」が開催され、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修学の指導方針、

山本 仁教務部長から学生勉学に関する指導方針、阿部伸一

学生副部長から学生生活に関する指導方針の説明がなされ、

会場の保護者は聞き入っていた。

▲修学指導方針説明会で説明をする井出学長▲父兄会定時総会で挨拶をする渡辺会長

【2019 年度父兄会役員】
会長：渡辺和宏

副会長：大内仁之、大西泰斗、池谷恭子

常務理事（庶務）：石河信高、青木弘興

常務理事（会計）：中島信也、髙柳篤史

常務理事（奨学）：森 玲子、阿南啓子

常務理事（傷害）：加藤士郎、大野文啓

理事：鈴木雅幹、金澤 香、渡邉和明、藤島 浩、西山 潔、大内仁守、山口大輔、森 彩子、鈴木 茂、吉村浩一、柴田康司、
 塩田芳美、春藤真知子、倉林伸一

監事：清水 泰、黒河宏之
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2019 年５月 29 日（水）午後６時より、水道橋校舎西棟ラ

ウンジにおいて、第 449 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。今回は東京大学大学院医学系

研究科免疫学日本学術振興会特別研究員（PD）の塚崎雅之先

生をお招きして、「骨免疫相互作用による生体防御」と題し

て講演をいただいた。

骨リモデリングとして知られる骨新陳代謝には、破骨細胞

という免疫担当細胞由来破骨細胞が重要な役割を担ってい

る。また多くの日本の研究者によって、骨破壊を伴う自己免

疫疾患はこの破骨細胞が過剰な免疫系刺激を受け過剰に骨を

吸収破壊することが直接的原因であると明らかにされてきた

が、特に塚崎先生が大学院時代に指導を受けた高柳 広教授

は骨免疫学という新たな概念を確立されてこられた。口腔細

菌が生体へ侵入し免疫担当細胞を局所的に刺激することで歯

根膜線維芽細胞が IL-6 を産生を促し、本来は免疫寛容を担

う Foxp3 陽性Ｔ細胞を骨破壊誘導能の高い特殊な Th17 細

胞へと分化転換させ、この Th17 細胞が産生する IL-17 が

破骨細胞前駆細胞を増殖させ、これにより感染局所では大量

の破骨細胞が産生される。塚原先生は、このとき前駆細胞か

ら破骨細胞への転換には局所の骨芽細胞膜接着型 Rnakl が

2019 年 5 月 16 日（木）から 18 日（土）にかけて、御殿場

高原ホテル（御殿場市）にて 2019 年度大学院新入生学外総合

セミナーが行われた。

初日は、まず開講式が行われ、櫻井 薫大学院研究科長の

挨拶、大学院生の自己紹介を行った。引き続き、口腔科学研

究センターの山口 朗客員教授から「東京歯科大学研究ブラ

ンディング事業」の概要説明があり、その後、深井保健科学

研究所の深井穫博先生を講師としてお招きし、「歯科口腔保

健と政策研究」と題して講演いただいた。

２日目は、午前中に大学院生による英文学術論文発表がグ

第449 回大学院セミナー開催

2019 年度大学院新入生学外総合セミナー開催

ループ別に行われ、自身が選んだ論文内容について発表がさ

れた。午後は、「何のために研究するか？」と題した課題が

提示され、５グループに分かれ、３時間以上にわたり討議を

行った。

最終日は、課題の討議結果についてグループ別発表があ

り、10 分の発表と５分の質疑応答が行われた。引き続き、

老年歯科補綴学講座の中島純子講師から「研究倫理」と題し

て、講演いただいた。最後に閉講式が行われ、学生間の交流

が図られた３日間が終了した。

▲講演される塚崎先生

◀集合写真

重要で可溶性 Rankl はまったく影響がなかったこと、さら

に近年、IL-17 に対する阻害剤は歯周炎治療に対して効果が

あることが New England Journal of Medicine に報告され、

歯周炎局所における Treg から Th17 への転換が病態に重要

な鍵となっていることを示され、今後歯周炎治療に対する抗

Th17 や抗 Rankl 分子標的薬開発により、一層の進歩が見込

まれるとした。
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口 腔 病 態 外 科 学 講 座 の 菅 原 圭 亮 講 師 ら が 2018 年 に

Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery に投稿し掲

載 さ れ た “Novel condylar repositioning method for 

3D-printed models. (https://doi.org/10.1186/s40902-018-

0143-7)” が 2018 年 Best Paper Award を受賞した。この

Best Paper Award は open access の閲覧回数、引用回数から

雑誌を運営する学会が選定し、2018 年は２編が受賞した。

論文内容は、3D プリンタで製作した上下顎の 3D 模型で、

モデルサージェリー後に下顎頭を完全復位させる新規の方法

論の報告である。近年、口腔外科領域における様々な疾患に

対して多くの施設で 3D プリンタを用い 3D 模型が製作され

るようになり、その有用性が報告されている。東京歯科大学

では、2013 年に「FabLab TDC」が開設され、その施設の

中にインクジェット方式 3D プリンタと光学スキャナが設置

され CT などの 3D データをアウトプットし、基礎系、臨床

系問わず様々な研究分野および教育の現場で活用している。

上下顎の 3D 模型を製作する際、顎関節部を一塊とすると

簡便ではあるが、モデルオペレーションや再建用プレートの

ベンディングなどを行う操作性が悪いという問題点がある。

一方で、上下顎を顎関節部で分離し製作した場合は、操作性

は良いが、モデルオペレーション後に下顎頭を完全に復位さ

せることが困難である。いままでに、下顎頭の完全復位のた

めに下顎骨の外形を保持するためのデバイスを製作する方法

や、関節部にマグネットを埋め込むことが報告されている。

本研究では、3D 模型以外に別のデバイスを必要としない新

しい下顎頭の完全復位方法を開発し、その再現性に関して検

口腔病態外科学講座の菅原圭亮講師らの論文が、Maxillofacial Plastic 
and Reconstructive Surgery Best Paper Award 2018 を受賞

討した。CT 画像データを、3D シミュレーションソフト上

で上下顎および病変の画像データを構築し、両側下顎頭に凸

および関節窩に凹、顎骨再建症例においては関節部に加え切

除側の両側断端に凸、切除断端に凹をデザインし、3D プリ

ンタ（OBJET Connex 260®）で 3D 模型を製作した。複数の

計測項目を設けてモデルサージェリー前後で２名の口腔外科

医が計測した。その結果、全症例で直線計測、角度計測のす

べての項目においてモデルオペレーション前後で、ほぼ完全

一致していた。この結果は、今まで 3D 模型以外のデバイス

を必要としたり、術者の目測だけで下顎頭のリポジショニン

グが不確実であった問題点を解決しうる方法になると考えら

れた。今回、応用した方法で製作した 3D 模型では特別な機

器を必要とせずに下顎頭の位置を完全復位させた状態でのシ

ミュレーション応用が可能であり、その状態での金属プレー

トの屈曲も可能であった。今後は、本方法を多くの症例に適

用し、術後 CT との重ね合わせなどを行い手術の精度を検証

していく。

なお、本研究は東京歯科大学研究ブランディング顎骨

疾患プロジェクトのファブラボチームの成果で、同講座

の片倉 朗教授、勝見吉晴先生、小谷地雅秀大学院生、解剖

学講座の松永 智准教授、歯科放射線学講座の小髙研人助教

を中心に共同で行ったものである。

今後は、本研究のテクニックを応用するのはもとより、デ

ジタルテクノロジーを駆使し口腔外科手術の発展に挑戦し続

ける。

▶ FabLab TDC の 3D プリンタ前で Award と製作した 3D 模型とともに記念撮影

トピックス



トピックス
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2019 年６月 13 日（木）から 14 日（金）、ホテル日航金沢・

金沢市アートホテル（金沢市）において行われた第43 回日本頭

頸部癌学会において、口腔顎顔面外科学講座の森川貴迪助教

が平成 30 年度日本頭頸部癌学会優秀論文賞を受賞した。

森川助教は「東京歯科大学における口腔がん検診の歩み―

全地域集団検診と千葉市の個別検診について―」を日本頭頸

部癌学会雑誌 44 巻 4 号 353-360 頁にて発表した。

東京歯科大学口腔外科では、近隣地域の歯科医師会、医師

会、行政と協力し、1992 年より口腔がん集団検診を開始し

た。口腔がん検診は、問診と視診、触診のみである。現在、

１都２県の 15 郡区市で行っている。1992 年から 2017 年

度までの総受診者は 18,590 名で、男女比１：３であった。

成果として、要精密検査は 4.57％であり、がん検診受診者

に対する口腔がんの割合は 0.13％、要精密検査者に対する

口腔がんの割合は 2.83％であった。さらに 2006 年より千

葉市で口腔がん個別検診を開始した。現在、１都２県の４郡

区市で行っている。2006 年から 2017 年度までの千葉市で

の総受診者は 4,369 名で、男女比１：2.1 であった。成果と

して、要精密検査は 1.58％であり、がん検診受診者に対す

る口腔がんの割合は 0.14％、要精密検査者に対する口腔が

んの割合は 8.70％であった。

他臓器の集団検診（胃・肺・乳・子宮・大腸）では、エック

ス線検査などの他の検査が必要である。その要精密検査は

2019 年６月 28 日（金）から 29 日（土）、東北大学星陵会

館（仙台市）で開催された第 36 回日本顎顔面補綴学会総会・

学術大会にて、老年歯科補綴学講座の石井悠佳里大学院生

が、2018 年度日本顎顔面補綴学会優秀論文賞を受賞した。

受賞論文は「320 列面検出器型 CT（320ADCT）による舌切除

症例における舌動態評価の試み」であった。

本賞は 2018 年度に日本顎顔面補綴学会誌に発表された論

文の中から、厳正なる審査の結果、最も優秀な論文に対して

授与されるものである。

外科的切除および再建を要する舌癌症例においては、口腔

癌術後に口腔期から咽頭期における嚥下障害を生じることが多

いが、測定や解析方法の限界により、任意の部位の嚥下運動

時の複雑な形態変化や運動範囲などの動態を定量的に評価す

ることは困難であった。本論文は、近年医科領域で関節の動

態評価や呼吸時の肺の動態評価、心臓・脳血管血流量の評価

などに用いられている 320 列面検出器型 CT（320ADCT）を応

用し、舌切除皮弁再建症例の患側および健側の嚥下時定量的

動態評価を試みたものである。本論文はパイロットスタディとし

ての位置づけとなる。今後、更なる報告が期待される。

第 43 回日本頭頸部癌学会にて
口腔顎顔面外科学講座の森川貴迪助教が優秀論文賞を受賞

第 36 回日本顎顔面補綴学会総会・学術大会にて
老年歯科補綴学講座の石井悠佳里大学院生が優秀論文賞を受賞

1.51 ～ 7.99％、がん検診受診者に対するがんの割合は 0.04

～ 0.33％、要精密検査者に対するがんの割合は 1.28 ～

4.15％とされている。口腔がん検診は同様の発見率であり、

口腔がん検診が口腔内病変の早期発見に寄与している事が示

唆された。

今後も口腔がん検診の継続と、次世代型口腔がん検診の検

討を行っていく予定である。口腔がんの早期発見について、

大いに期待される。

▲受賞した森川助教（左）と柴原孝彦教授。口腔がん検診レッド＆ホワイトリボン
とともに

▲受賞後の石井大学院生（左から２番目）と共同演者



図書館から
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眞木吉信 編
フッ化物をめぐる誤解を解くための
12章＋４つの新トピックス
医歯薬出版、2018

図書館では本学教員が執筆した著書（本学の教員名が標題紙に記載されているものに限る）については、特に収集に努めてお

ります。著書発刊のおりには、ご一報ください。

本学教員著書

『フッ化物をめぐる誤解を解くための 12 章』を出版して

から４年がたち、新たな誤解に基づく話題が次々と現れてき

ている状況です。本書では「フッ化物のＩＱ，神経系統への

影響」「フッ化物配合歯磨剤とチタンインプラント周囲炎の

関連性」「高濃度フッ化物配合歯磨剤に関する考え方と使用

方法」および「“ フッ素についての 10 の真実 ” のエビデン

スレベルを検証する」という４つのトピックスを新たに加え

ました。本書が日常臨床のみならず、行政や学校・施設など

コミュニティの現場で活用され、フッ化物応用の健全な普及

につながれば幸いです。 （眞木吉信・名誉教授）

文献検索講習会を開催

2019 年４月 22 日（月）から５月 31 日（金）の期間、水道

橋校舎本館図書館グループ学習室等において、文献検索講習

会が開催された。１コマあたり 45 分程度の内容で、「医中

誌 Web」、「PubMed」、「Scopus・JCR」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、さらにそこから検索で

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。全

日程で開催科目数 15 コマ、のべ 53 名の参加があり、アン

ケートでは「知らなかったことが多く、今後の論文検索に役

立てたいと思いました」「検索が行いやすくなると感じた」

「ためになりました」といった回答があり、大変好評を得た

結果となった。

▶文献検索講習会の風景
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　2019 年５月 26日（日）、2020 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、10時から２回、13時 30分から１回、合計３回に分け

て行われた。参加者は志願予定者と保護者合わせて 88名で

あった。

　オープンキャンパスでは、まず本館 14階の短期大学教室

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、学生生活、学生募集要項などについて、スライドを交え

て説明を行った。そして本館 14階の短期大学実験室へ場所

を移し、スマートフォンを利用した質問形式の講義とカリエ

スリスクテストを用いた模擬授業を行った。その後、小グ

ループに分かれ、教員と短期大学学生の引率のもと、西館５

階実習室および水道橋病院の見学を行った。西館５階実習室

では、ユニットを使用しての短期大学学生によるマネキンを

用いたデモンストレーションを実施した。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。

2019 年度第１回オープンキャンパス開催

▲短期大学実験室でスマートフォンを使用した模擬授業 ▲西棟短期大学実習室での学生によるデモンストレーション



人物往来
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国内見学者来校

海外出張

水道橋校舎・水道橋病院

■朝日大学歯学部病態医療学講座歯科麻酔学分野（教員 1 名）

2019 年 5 月 22 日（水）　水道橋病院見学

市川総合病院

■東邦大学医療センター大森病院眼科（眼科医 6 名）

2019 年 6 月 10 日（月）　角膜センター・アイバンク見学

■環 聡助教（市病・泌尿器科）

American Urological Association Annual Meeting 2019 での

発 表 の た め、5 月 1 日（水）か ら 5 月 7 日（火）ま で ア メ リ

カ・シカゴへ出張。

■西井 康教授、安村敏彦助教（歯科矯正学）

American Association of Orthodontists2019 Annual Session

での発表、共同研究打ち合わせのため、安村助教は 5 月 1

日（水）から 5 月 7 日（火）まで、西井教授は 5 月 2 日（木） か

ら 5 月 7 日（火）までアメリカ・ロサンゼルスへ出張。

■笠原正貴教授（薬理学）

中華航空医学会民宮委員会総会での講演、共同研究打ち合わ

せのため、5 月 2 日（木）から 5 月 4 日（土）まで中国・上海

へ出張。

■森川貴迪助教（市病・口腔顎顔面外科学）

Pathology and Case reports で の 発 表 の た め、5 月 12 日

（日）から 5 月 15 日（水）までマレーシア・クアラルンプール

へ出張。

■鈴木 昌教授（市病・救急科）

米国救急医学会での発表のため、5 月 14 日（火）から 5 月

19 日（日）までアメリカ・ラスベガスへ出張。

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科）

32nd Annual meeting of the European Musculo Skeletal 

Oncology Society での発表のため、5 月 14 日（火）から 5 月

19 日（日）までイタリア・フィレンツェへ出張。

■上田貴之教授、太田 緑助教、沖 剛至大学院生、仁紫友貴

臨床専門専修科生（老年歯科補綴学）

29th Annua l Cong ress o f the European Co l l ege o f 

Gerodontology での発表のため、太田助教、仁紫臨床専門専

修科生は 5 月 14 日（火）から 5 月 18 日（土）まで、沖大学院

生は 5 月 14 日（火）から 5 月 19 日（日）まで、上田教授は 5

月 15 日（水）から 5 月 19 日（日）までオランダ・アメルス

フォールトへ出張。

■島㟢 潤教授（市病・眼科）

2019 Taiwan Santen Ophthalmdogy Forum での講演のた

め、5 月 18 日（土）から 5 月 19 日（日）まで台湾・台北へ出

張。

■中村健二准教授（市病・消化器内科）

DDW2019 での発表のため、5 月 18 日（土）から 5 月 23 日

（木）までアメリカ・サンディエゴへ出張。

■青山龍馬講師、二宮 研講師、海苔 聡助教（市病・整形外

科）

35th CSRS European section での発表のため、5 月 22 日

（水）から 5 月 27 日（月）までイタリア・ローマへ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

17th SOI International Congress への参加のため、5 月 23

日（木）から 5 月 26 日（日）までイタリア・ローマへ出張。

■大房 航大学院生（生理学）

The Society of Oral Physiology 31st Store lcro Club 

conference in Punlceld での発表のため、5 月 29 日（水）から

6 月 4 日（火）までイギリス・スコットランドへ出張。

■溝口利英講師（口腔科学研究センター）

韓国骨代謝学会での講演のため、5 月 30 日（木）から 6 月 2

日（日）まで韓国・ソウルへ出張。

■小板橋俊哉教授、伊東真吾助教（市病・麻酔科）

Euroanaesthesia 2019 への参加のため、伊東助教は 5 月 30

日（木）から 6 月 5 日（水）まで、小板橋教授は 6 月 1 日（土）

から 6 月 5 日（水）までオーストリア・ウィーンへ出張。

■松井淳一教授（市病・外科）、小橋優子講師（市病・放射線

科）

13th E-AHPBA Congress での発表のため、松井教授は 6 月

1 日（土）から 6 月 9 日（日）まで、小橋講師は 6 月 2 日（日）

から 6 月 7 日（金）までオランダ・アムステルダムへ出張。



人物往来

26 294 号　2019年 8月 31日発行

■齋藤 淳教授、喜田大智助教、青木栄人助教（歯周病学）

Osteology Research Academy Hong Kong での講演、参加の

ため、喜田助教、青木助教は 6 月 2 日（日）から 6 月 7 日

（金）まで、齋藤教授は 6 月 4 日（火）から 6 月 7 日（金）まで

中国・香港へ出張。

■齊藤吉紀助教（市病・耳鼻咽喉科）

ISIAN への出席、oral presentation のため、6 月 5 日（水）か

ら 6 月 11 日（火）までアメリカ・シカゴへ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

European Society of Ophthalmology 2019 に参加のため、6

月 12 日（水）から 6 月 15 日（土）までフランス・ニースへ出

張。

■井上博之助教（市病・内科）

European Renal Associat ion-European Dialysis and 

Transplant Association 56th Congress での発表のため、6

月 13 日（木）から 6 月 17 日（月）までハンガリー・ブタペス

トへ出張。

■澁川義幸教授、木村麻記講師、東川明日香助教（生理学）、

石原和幸教授（微生物学）、齋藤 淳教授、色川大輔助教、北

村友里恵大学院生、松上大亮大学院生（歯周病学）、半場秀典

講師（保存修復学）、井上博之大学院生（歯科麻酔学）、田坂彰

規講師、鎌田聡仁大学院生（パーシャルデンチャー補綴学）、

石井武展講師（歯科矯正学）、後藤多津子教授（歯科放射線

学）、佐々木穂高講師、浅見洋佑大学院生（口腔インプラント

学）、野村武史教授、栗原絹枝助教（市病・オーラル）、備前

島崇浩助教（診療教員）（千葉歯科医療センター）

97th IADR での発表のため、石井講師は 6 月 18 日（火）から

6 月 23 日（日）まで、石原教授、齋藤教授、後藤教授、田坂

講師、色川助教、備前島助教（診療教員）、北村大学院生、松

上大学院生、浅見大学院生は 6 月 18 日（火）から 6 月 24 日

（月）まで、澁川教授、野村教授、木村講師、半場講師、東川

助教、栗原助教、井上大学院生、鎌田大学院生は 6 月 19 日

（水）から 6 月 23 日（日）まで、佐々木講師は 6 月 19 日（水）

から 6 月 24 日（月）までカナダ・バンクーバーへ出張。

■村松 敬教授（保存修復学）

IADR/AADR/CADR での発表のため、6 月 18 日（火）から 6

月 24 日（月）までカナダ・バンクーバーへ出張。

■間 奈津子講師（生化学）

97th IADR での発表のため、6 月 20 日（木）から 6 月 27 日

（木）までカナダ・バンクーバーおよびアメリカ・ポートラン

ドへ出張。

■山本 仁教授（組織・発生学）

Dental tissue formation and regeneration シンポジウムでの

発表のため、6 月 21 日（金）から 6 月 25 日（火）まで韓国・

大邱へ出張。

■安村敏彦助教（歯科矯正学）

南カリフォルニア大学での指導のため、6 月 23 日（日）から

6 月 30 日（日）までアメリカ・ロサンゼルスへ出張。
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2019 年 5 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 千葉歯科医療センター

1 水 天皇の即位の日、1〜4 年生休講日（〜5/6）

2 木 祝日 感染制御委員会、プログラム委員会

3 金 憲法記念日

4 土 みどりの日

5 日 こどもの日

6 月 振替休日

7 火
第 1 回常務理事会、保健安全管理委員会
水病感染予防対策チーム委員会

［防火・防災安全自主点検日］

緩和ケア委員会
公認会計士決算監査（〜5/9）

8 水
水病リスクマネージメント部会
水病薬事委員会

救急委員会
ICU 運営委員会、CPC

リスクマネージャー・ICT 会議

9 木
脳卒中センター運営会議
手術室運営委員会

カルテ指導委員会

10 金 公認会計士決算監査（〜5/13）

11 土

12 日

13 月 短大教授会 薬事委員会

14 火
公認会計士決算監査（〜5/27）
第 131 回口科研センター会議

緩和ケア委員会
診療材料検討委員会
地域連携委員会

15 水
大学院運営委員会、大学院研究科委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
褥瘡対策委員会

16 木

大学院新入生学外総合セミナー（〜5/18）
短大学生健康診断
図書事務連絡会、水病診療録指導委員会
水病医療安全管理委員会・感染予防対策委員会
水病個人情報保護委員会・病院運営会議

衛生委員会

17 金 倫理審査委員会・利益相反委員会
NST カンファレンス
栄養管理委員会

18 土 患者サロン

19 日

20 月
第 181 回歯科医学教育セミナー

［機器等安全自主点検日］
医療安全管理委員会
脳死判定委員会

21 火

教職員健康診断（〜5/24）
臨床教授連絡会、講座主任教授会
5・6 年生健康診断、人事委員会
図書委員会、水病教職員研修会

緩和ケア委員会

22 水
水病業務連絡会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会

23 木
課長会、TDC ビル協議会、衛生委員会
水病教職員研修会（ビデオ上映）
水病第 1 回研修管理委員会

部長会
内視鏡室委員会
管理診療委員会
臨床薬学講演会

24 金
糖尿病教室、糖尿病教室カンファレンス
がん薬物療法小委員会
業務改善委員会

25 土

26 日 短大オープンキャンパス

27 月
情報システム管理委員会
教務部協議会

キャンサーボード
市川リレーションシップカンファレンス

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
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
研修管理小部会
医療連携委員会
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28 火
学生部（課）協議会
国際交流部運営委員会

診療記録・情報システム管理委員会
緩和ケア委員会
クリニカルパス委員会

教職員健康診断（〜5/31）

29 水
大学院セミナー
教養科目協議会

30 木
第 718 回理事会
第 249 回評議員会

災害対策委員会

31 金 6 年生第 1 回総合学力試験（〜6/1） 業務連絡会

2019 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 千葉歯科医療センター

1 土
6 年生第 1 回総合学力試験
第 307 回東京歯科大学学会・例会

［防火・防災安全自主点検日］

東京歯科大学すがの訪問看護
ステーションオープニングセレモニー

2 日

3 月
短大教授会
臨床教育委員会

4 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

5 水 水病薬事委員会 臨床検査運営委員会 リスクマネージャー・ICT 会議

6 木
前期健康診断（〜6/7）、感染制御委員会
手術室運営委員会、プログラム委員会

カルテ指導委員会

7 金

8 土

9 日

10 月

11 火

臨床教授連絡会、全体教授会
人事委員会、水病給食委員会
法人役員と教授との懇親会
第 132 回口腔科学研究センター会議

緩和ケア委員会

12 水
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
図書事務連絡会、水病リスクマネージメント部会

救急委員会
ICU 運営委員会

13 木

14 金
実験動物供養祭
倫理審査委員会・利益相反委員会

医療安全講演会・感染予防対策講演会

15 土
父兄会総会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
患者サロン

16 日

17 月 国際交流部運営委員会 医療安全管理委員会

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
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
研修管理小部会
医療連携委員会

18 火 水病褥瘡対策委員会
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

19 水 5 年生全体集合 褥瘡対策委員会

20 木

課長会、TDC ビル協議会、衛生委員会
水病診療録指導委員会
水病医療安全管理委員会・感染予防対策委員会
水病個人情報保護委員会・病院運営会議

［機器等安全自主点検日］

部長会
午後のリサイタル
衛生委員会

業務連絡会

21 金 研修歯科医募集病院説明会（学内） NST カンファレンス
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22 土 研修歯科医募集病院説明会（学外）
東京歯科大学すがの訪問看護
ステーション開所式

23 日

24 月 第 182 回歯科医学教育セミナー キャンサーボード 医療サービス委員会

25 火
教養科目協議会
水病教職員研修会

診療記録・情報システム管理委員会
緩和ケア委員会、クリニカルパス委員会

26 水
水病業務連絡会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会

糖尿病教室
糖尿病教室カンファレンス

27 木 水病教職員研修会（ビデオ上映）
管理診療委員会
緩和ケア講演会

28 金

29 土
白菊会総会、市民公開講座 2019
東京歯科大学研究ブランディング事業
Asian Rising Sun Symposium

緩和ケア研修会

30 日
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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 30年度の（収入の部）では、補助金収入で経常費補助

金の増があり、対予算約 1億 5,900 万円増となった。また、

前年に大学体育館耐震改修工事などの施設設備補助金が約 1

億 2,700 万円あり、対前年度比では約 6,000 万円の減と

なった。資産売却収入の約 16億 8,000 万円は、千葉校舎の

土地の一部売却によるものである。医療収入では千葉歯科医

療センターが有床診療所となり千葉での入院対象患者を市川

総合病院で受け入れる体制をとったことで千葉歯科医療セン

ターでは減となったものの、市川総合病院の収入増に反映

し、水道橋病院の収入増と合わせて、対予算では約 1億

資金収支計算書

6,700 万円増、対前年度比では約 1億 2,600 万円の増と

なった。雑収入の対予算増は、主に臨時的な退職者の退職金

財団交付金の増によるものである。前受金収入は、大学・短

期大学の令和元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 528 億 7,900 万円となった。前年度

繰越支払資金約 42億 2,500 万円を加えた収入の部合計は、

約 571 億 400 万円となった。

一方、（支出の部）では、人件費から資産運用支出まで対予

算比減となった。施設関係支出が千葉校舎整備予算の次年度

持ち越しなどで対予算比約 16億 8,100 万円の減、設備関係

支出が対予算比約 4億 3,200 万円の減である。資産運用支

出は、退職給与引当特定資産への繰入支出・減価償却引当特

定資産への繰入支出などを総額表示している。その他の支出

は、貸付金支払支出、前期末未払金支払支出などである。

以上、支出総額から資金支出調整勘定の期末未払金等を差

し引いた支出の部小計は、約 530 億 4,000 万円となり、支

払資金約 40億 6,400 万円が次年度へ繰越となった。

平成 30年度財務の概要
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平成 30年度財務の概要

平成 30年度　資金収支計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで� （単位：千円）

科　目 平成 30年度予算 平成 30年度決算 差　異 平成 29年度決算 増　減

（収入の部）

� 1．学生生徒等納付金収入 4,909,310 4,916,975 7,665 4,901,429 15,546

� 2．手数料収入 44,380 53,674 9,294 51,438 2,236

� 3．寄付金収入 52,830 93,230 40,400 92,535 695

� 4．補助金収入 953,360 1,112,477 159,117 1,172,766 △ 60,289

� � 　（国庫補助金収入） （936,040） （1,094,921） （158,881） （1,162,510） （△ 67,589）

� � 　（地方公共団体補助金収入） （10,920） （17,156） （6,236） （10,256） （6,900）

� � 　（学術研究振興資金収入） （6,000） （-） （△ 6,000） （-） （-）

� � 　（若手・女性研究者奨励金収入） （400） （400） （-） （-） （400）

� 5．資産売却収入 1,680,000 1,680,000 - 185 1,679,815

� 6．付随事業・収益事業収入 523,500 621,034 97,534 598,956 22,078

� 7．医療収入 20,249,160 20,415,883 166,723 20,290,266 125,617

� 8．受取利息・配当金収入 4,600 4,625 25 4,719 △ 94

� 9．雑収入 686,050 835,747 149,697 917,912 △ 82,165

10．借入金等収入 - - - - -

11．前受金収入 1,241,910 1,227,085 △ 14,825 1,439,398 △ 212,313

12．その他の収入 36,022,280 27,006,189 △ 9,016,091 32,044,814 △ 5,038,625

13．資金収入調整勘定 △ 4,843,790 △ 5,087,891 △ 244,101 △ 4,942,237 △ 145,654

小計 61,523,590 52,879,028 △ 8,644,562 56,572,180 △ 3,693,152

14．前年度繰越支払資金 4,005,570 4,225,134 219,564 4,011,616 213,518

収入の部合計 65,529,160 57,104,163 △ 8,424,997 60,583,796 △ 3,479,633

（支出の部）

� 1．人件費支出 12,638,880 12,390,484 △ 248,396 12,334,527 55,957

� 2．教育研究経費支出 8,900,880 8,511,818 △ 389,062 8,606,157 △ 94,339

� 3．管理経費支出 2,772,280 2,401,807 △ 370,473 2,374,792 27,015

� 4．借入金等利息支出 24,560 24,552 △ 8 26,660 △ 2,108

� 5．借入金等返済支出 289,280 289,280 - 289,280 -

� 6．施設関係支出 2,470,330 789,265 △ 1,681,065 1,124,648 △ 335,383

� 7．設備関係支出 1,278,680 847,005 △ 431,675 2,020,779 △ 1,173,774

� 8．資産運用支出 32,717,720 27,610,305 △ 5,107,415 30,012,730 △ 2,402,425

� 9．その他の支出 1,553,010 1,644,816 91,806 1,549,287 95,529

10．［予備費］ （5,190）

275,610 △ 275,610

11．資金支出調整勘定 △ 1,415,100 △ 1,469,106 △ 54,006 △ 1,980,197 511,091

小計 61,506,130 53,040,227 △ 8,465,903 56,358,662 △ 3,318,435

12．次年度繰越支払資金 4,023,030 4,063,935 40,905 4,225,134 △ 161,199

支出の部合計 65,529,160 57,104,163 △ 8,424,997 60,583,796 △ 3,479,633

※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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平成 30年 4月 1日から平成 31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 4,916,975

手数料収入 53,674

特別寄付金収入 73,733

一般寄付金収入 2,000

経常費等補助金収入 1,086,336

付随事業収入 172,649

医療収入 20,415,883

雑収入 829,480

教育活動資金収入計 27,550,731

支
出

人件費支出 12,390,484

教育研究経費支出 8,511,818

＜教育研究経費支出＞ 〈2,759,115〉

＜医療経費支出＞ 〈5,752,703〉

管理経費支出 2,396,469

＜管理経費支出＞ 〈2,396,469〉

教育活動資金支出計 23,298,771

差引 4,251,960

調整勘定等 25,023

教育活動資金収支差額 4,276,983

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 17,497

施設設備補助金収入 26,141

施設設備売却収入 1,680,000

減価償却引当特定資産取崩収入 15,170,118

大学移転寄付金特定資金取崩収入 155,091

施設整備等活動資金収入計 17,048,847

支
出

施設関係支出 789,265

設備関係支出 847,005

減価償却引当特定資産繰入支出 19,760,261

大学移転寄付特定資金繰入支出 17,497

施設整備等活動資金支出計 21,414,029

差引 △ 4,365,182

調整勘定等 △ 198,693

施設整備等活動資金収支差額 △ 4,563,875

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）

△ 286,892

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 7,806,755

大学奨学金特定資産取崩収入 4,720

貸付金回収収入 91,971

預り金受入収入 44,929

仮払金回収収入 3,453

　小計 7,951,829

受取利息・配当金収入 4,625

収益事業収入 448,385

過年度修正収入 6,268

その他の活動資金収入計 8,411,107

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 7,819,635

大学奨学金特定資産繰入支出 12,912

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

支
出

貸付金支払支出 133,860

　小計 8,255,687

借入金等利息支出 24,552

為替換算差額支出 78

過年度修正支出 5,260

その他の活動資金支出計 8,285,577

差引 125,530

調整勘定等 164

その他の活動資金収支差額 125,694

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支
差額）

△ 161,199

前年度繰越支払資金 4,225,134

翌年度繰越支払資金 4,063,935

※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 1,227,085 1,227,085 - -

前期末未収入金収入 3,729,151 3,602,387 126,764 -

期末未収入金 △ 3,648,526 △ 3,622,385 △ 26,141 -

前期末前受金 △ 1,439,365 △ 1,239,365 △ 200,000 -

　収入計 △ 131,655 △ 32,278 △ 99,377 -

前期末未払金支払支出 1,404,365 1,288,990 114,837 537

前払金支払支出 - - - -

期末未払金 △ 1,362,362 △ 1,346,139 △ 15,521 △ 701

前期末前払金 - - - -

長期前払費用支払支出 991 991 - -

建設仮勘定振替 - - - -

短期前払費用支払支出 105,600 105,600 - -

前期末短期前払費用 △ 106,744 △ 106,744 - -

　支出計 41,850 △ 57,301 99,316 △ 164

収入計─支出計 △ 173,506 25,023 △ 198,693 164

平成 30年度　活動区分資金収支計算書

平成 30年度財務の概要
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平成 30年度財務の概要

平成 30年度決算での教育活動収支差額は、約 17億 200

万円の黒字で、対予算比で約 16億 600 万円増、対前年比

で約 4,100 万円の増となっている。教育活動外収支を含め

た経常収支差額も約 21億 3,100 万円で、対予算比、対前年

比とも黒字増となっている。特別収支も含めた基本金組入前

当年度収支差額は約 33億 7,500 万円で、対予算では約 19

億 9,400 万円の増、対前年度比では約 12億 5,100 万円の

増となった。なお、千葉校舎の土地の一部売却により約 14

億 9,400 万円の資産売却差額を計上している。

平成 30年度の事業活動収入計は約 295 億 6,200 万円で、

予算より約 6億 3,300 万円増となった。学生生徒等納付金

が対予算で約 800 万円増に留まったものの、経常費等補助

金、医療収入、収益事業収入の増、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の増などが主な要因であ

る。

一方、事業活動支出計は約 261 億 8,700 万円となり、予

事業活動収支計算書

算より約 13億 6,100 万円の減となった。＜医療経費＞が約

2,600 万円の増となったものの、人件費から管理経費まで予

算内の執行となった。

教育活動収支差額・経常収支差額・基本金組入前当年度収

支差額とも黒字となっており、全体に安定した執行となっ

た。

基本金組入額合計は、約 3億 4,000 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。第 4号基本金組入額は、恒常的に保持すべき資金を組

み入れるが、平成 30年度は要組入額が前年度を下回ったた

め新たな組入れは無い。

基本金取崩額は約 19億 800 万円を計上した。主な要因

は、大学で教養棟、実験動物施設を取り壊したこと、市川総

合病院の機器備品の除却などである。
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平成 30年度　事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで� （単位：千円）

科　目 平成 30年度予算 平成 30年度決算 差　異 平成 29年度決算 増　減

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

1．学生生徒等納付金 4,909,310 4,916,975 7,665 4,901,429 15,546

2．手数料 44,380 53,674 9,294 51,438 2,236

3．寄付金 48,030 77,645 29,615 71,238 6,407

4．経常費等補助金 927,210 1,086,336 159,126 995,242 91,094

� 　（国庫補助金） （909,890） （1,068,780） （158,890） （984,986） （83,794）

� 　（地方公共団体補助金） （10,920） （17,156） （6,236） （10,256） （6,900）

� 　（学術研究振興資金） （6,000） （-） （△ 6,000） （-） （-）

� 　（若手・女性研究者奨励金） （400） （400） （-） （-） （400）

5．付随事業収入 163,500 172,649 9,149 281,956 △ 46,307

6．医療収入 20,249,160 20,415,883 166,723 20,290,266 125,617

7．雑収入 685,390 829,480 144,090 913,201 △ 83,721

教育活動収入計 27,026,980 27,552,643 525,663 27,441,770 110,873

事
業
活
動
支
出
の
部

1．人件費 12,668,170 12,403,364 △ 264,806 12,339,915 63,449

2．教育研究経費 11,079,060 10,658,737 △ 420,323 10,690,631 △ 31,894

� 　＜教育研究経費＞ 5,338,310 4,892,344 △ 445,966 4,886,277 6,067

� 　＜医療経費＞ 5,740,750 5,766,393 25,643 5,804,354 △ 37,961

3．管理経費 3,173,300 2,785,881 △ 387,419 2,743,444 42,437

4．徴収不能額等 10,570 2,522 △ 8,048 6,749 △ 4,227

教育活動支出計 26,931,100 25,850,504 △ 1,080,596 25,780,738 69,766

教育活動収支差額 95,880 1,702,139 1,606,259 1,661,032 41,107

教
育
活
動
外
収
支

収
入
の
部

1．受取利息・配当金 4,600 4,625 25 4,719 △ 94

2．その他の教育活動外収入 360,000 448,385 88,385 380,007 68,378

教育活動外収入計 364,600 453,010 88,410 384,726 68,284

支
出
の
部

1．借入金等利息 24,560 24,552 △ 8 26,660 △ 2,108

2．その他の教育活動外支出 110 78 △ 32 42 36

教育活動外支出計 24,670 24,630 △ 40 26,702 △ 2,072

教育活動外収支差額 339,930 428,380 88,450 358,023 70,357

経常収支差額 435,810 2,130,520 1,694,710 2,019,056 111,464

特
別
収
支

収
入
の
部

1．資産売却差額 1,493,680 1,493,680 △ 0 175 1,493,505

2．その他の特別収入 43,750 62,675 18,925 220,335 △ 157,660

特別収入計 1,537,430 1,556,354 18,924 220,510 1,335,844

支
出
の
部

1．資産処分差額 344,350 306,389 △ 37,961 110,491 195,898

2．その他の特別支出 5,790 5,260 △ 530 5,238 22

特別支出計 350,140 311,650 △ 38,490 115,730 195,920

特別収支差額 1,187,290 1,244,705 57,415 104,780 1,139,925

［予　備　費］
（5,190）

242,160 △ 242,160

基本金組入前当年度収支差額 1,380,940 3,375,224 1,994,284 2,123,836 1,251,388

基本金組入額合計 △ 2,508,530 △ 340,267 2,168,263 △ 2,469,244 2,128,977

当年度収支差額 △ 1,127,590 3,034,957 4,162,547 △ 345,408 3,380,365

前年度繰越収支差額 △ 24,091,050 △ 23,494,427 596,623 △ 24,385,102 890,675

基本金取崩額 934,170 1,907,900 973,730 1,236,083 671,817

翌年度繰越収支差額 △ 24,284,470 △ 18,551,570 5,732,900 △ 23,494,427 4,942,857

（参　考）

事業活動収入計 28,929,010 29,562,007 632,997 28,047,005 1,515,002

事業活動支出計 27,548,070 26,186,783 △ 1,361,287 25,923,170 263,613

※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。

平成 30年度財務の概要
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平成 30年度　貸借対照表　

平成 31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 （（68,033,306）） （（64,886,538）） （（3,146,768））

有形固定資産 （46,132,298） （47,449,556） （△ 1,317,259）

土　地 15,444,133 15,630,453 △ 186,320

建　物 23,738,623 24,694,264 △ 955,641

構築物 506,262 500,546 5,716

教育研究用機器備品 5,151,178 5,338,070 △ 186,892

管理用機器備品 333,515 399,717 △ 66,202

図　書 897,820 885,350 12,470

車　両 882 1,156 △ 274

建設仮勘定 59,886 0 59,886

特定資産 （21,783,029） （17,309,408） （4,473,621）

退職給与引当特定資産 4,836,494 4,823,614 12,880

減価償却引当特定資産 16,760,261 12,170,118 4,590,144

大学移転寄付特定資金 17,497 155,091 △ 137,594

大学奨学金特定資産 168,777 160,586 8,191

その他の固定資産 （117,979） （127,573） （△ 9,594）

施設利用権 2,991 3,750 △ 759

ソフトウェア 8,686 12,160 △ 3,474

収益事業元入金 52,070 52,070 -

長期貸付金 52,958 53,931 △ 973

長期前払費用 1,065 5,451 △ 4,386

敷金保証金等 210 210 -

流動資産 （（9,722,388）） （（9,979,655）） （（△ 257,267））

現金預金 4,063,935 4,225,134 △ 161,199

未収入金 3,648,353 3,731,469 △ 83,116

貯蔵品 165,403 177,604 △ 12,201

短期貸付金 1,733,667 1,735,225 △ 1,558

短期前払費用 110,979 106,744 4,235

仮払金 51 3,479 △ 3,428

資産の部合計 77,755,694 74,866,194 2,889,500

負債の部

科　目 本年度末 前年度末 増　減

固定負債 （（8,192,568）） （（8,585,279）） （（△ 392,711））

長期借入金 2,997,760 3,287,040 △ 289,280

長期未払金 352,272 468,583 △ 116,311

長期預り金 6,042 6,042 -

退職給与引当金 4,836,494 4,823,614 12,880

流動負債 （（3,228,733）） （（3,321,746）） （（△ 93,012））

短期借入金 289,280 289,280 -

未払金 1,481,550 1,407,242 74,308

前受金 1,227,118 1,439,398 △ 212,280

預り金 230,785 185,825 44,960

負債の部合計 11,421,301 11,907,025 △ 485,724

平成 30年度財務の概要
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純資産の部

科　目 本年度末 前年度末 増　減

基本金 （（84,885,963）） （（86,453,596）） （（△ 1,567,633））

第 1号基本金 82,989,782 84,557,415 △ 1,567,633

第 4号基本金 1,896,181 1,896,181 -

繰越収支差額 （（△ 18,551,570）） （（△ 23,494,427）） （（△ 4,942,857））

翌年度繰越収支差額 △ 18,551,570 △ 23,494,427 4,942,857

純資産の部合計 66,334,393 62,959,169 3,375,224

負債及び純資産の部合計 77,755,694 74,866,194 2,889,500

※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。

平成 30年度財務の概要
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阿部潤也　　　井上直記　　　上田貴之
上原　彩　　　鎌田美樹　　　河合宏明
佐藤正樹　　　世木田　晋　　関根仁美
染屋智子　　　髙橋恭子　　　田島大地
多田美穂子　　橋本尚呂子　　船山雅史
正木史明　　　水島知也　　　山本美紀

橋本貞充

編集後記

　東京歯科大学学長に井出吉信学長が再選され、新たに任命

された役職者と共に、創立130周年に向けて、次なる3年間

がスタートしました。

　千葉キャンパスでは、次の世代の歯科医師を育成していく

ための最新鋭の設備を備えた、「東京歯科大学千葉歯科医療

センター」の建設工事が、いよいよ始まりました。そして、

市川キャンパスでは、「東京歯科大学すがの訪問看護ステー

ション」が、市川総合病院内に開設されると共に、他大学と

の連携の一環として、看護学部や健康栄養学科を持つ「和洋

女子大学」との包括協定が、締結されました。

　学生たちがいなくなった千葉キャンパス。入学式や卒業式、

クラブのコンサート。ここで過ごした学生たちの記憶が残る

講堂は取り壊され、汗を流したグランドでは、陸上競技用の

走路とフィールドの整備が始まった。いくつもの思いが染み

ついた合宿所はリニューアルされ、かつて、賑やかな話し声

が絶えなかった厚生棟は、学生や研修医のための宿泊施設へ

と生まれ変わる。

　40年という時間の中で、千葉キャンパスが古い殻を脱ぎ

捨てていく。新しい時代を生き抜くために。変革の痛みを深

く沈めながら・・・。

　ムラサキタマネギ。一枚一枚、鮮やかな紫色に染められた

鱗片葉が、ムラサキタマネギの本質。ここで過ごしたひと達

がつくってきた、130枚の艶やかな色を持つ鱗片葉が、年輪

のように重なり合って、今の東京歯科大学をつくっている。

きっと、新しい歴史が、鱗茎のなかで育まれている。

 
広報・公開講座部長：橋本貞充

東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（2019年8月現在）

 

御茶ノ水渓谷とムラサキタマネギ。さいかち坂。8階のベランダか
らみおろしてみる。

和洋女子大学と包括協定締結。調印後の両大学学長。

学生たちのいない千葉キャンパス。・・・変革のはじまり。
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