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東京歯科大学短期大学　設置認可される
平成 27 年 10 月 30 日付で、文部科学省に大学設置認可

申請を行っていた東京歯科大学短期大学は、平成 28 年８月

30日付で文部科学大臣より設置認可された。併せて学校法

人東京歯科大学寄付行為変更認可申請、歯科衛生士養成学校
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の指定申請も同日付で認可された。

東京歯科大学短期大学は、平成 29 年４月より修業年限３

年、入学定員 50 名、収容定員 150 名の短期大学として水

道橋校舎に開学する。 

▶ 1 本館 14 階短期大学フロア入口　2 短大実習室　3 教室　4 ラウンジ　5 教室入口　6  本館 14 階洗口スペース　7 本館西棟５階短大実習室
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水道橋校舎本館西棟竣工
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1　西棟エントランス　2　水道橋校舎本館西棟外観　3　1階ラウンジ　4　歯科診療室 -1　5　手術室
6　3階シミュレーション室（実習室）　7　歯科診療室 -2　8　中央技工室　9　短大実習室 
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井出吉信学長再選・新人事発令される

▶水野理事長（右）より辞令を受ける井出学長

平成 28 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、平成 27 年 12 月 15 日（火）開催の第 645 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、平成 28 年１月 19 日（火）開催の第 698 回理事会なら

びに第 240 回評議員会において井出学長の再任（３選）が決

定された。

さらに、平成 28 年３月 30 日（水）開催の第 700 回理事会

において、寄附行為施行細則第４条ならびに第５条に規定す

る役職者が選任された。ご退任される石井拓男副学長の後任

には、一戸達也現副学長が千葉病院長と兼務されることとな

り、新たに橋本正次教授が副学長に選任された。水道橋病院

長に矢島安朝教授、市川総合病院長に西田次郎教授がそれぞ

れ再任され、大学院歯学研究科長には櫻井 薫教授が選任さ

れた。歯科衛生士専門学校長は井上 孝教授が再任された。

任期は平成 28 年６月１日から平成 31 年５月 31 日までの

３年間である。

新役職者の就任に伴い、平成 28 年６月１日（水）午前 10

時より水道橋校舎本館理事長室において、水野嘉夫理事長よ

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 11 時より学務役職者に対する辞令交付が学

長室で行われ、井出学長から辞令が授与された。

なお、３病院関係の役職者に対しては、それぞれの病院に

おいて各病院長から辞令が交付された。
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東京歯科大学学務等役職者

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

※診療科部長 ･診療科科長 ･教育主任の任命期間は、平成 29 年 5 月 31 日まで （敬称略 ･順不同）

役　　　　職 氏　　　　名 役　　　　職 氏　　　　名
寄附行為規定役職者等 水道橋病院
学長 井　　出　　吉　　信 副病院長 末　　石　　研　　二
副学長 一　　戸　　達　　也 副病院長 山　　下　　秀 一 郎
副学長 橋　　本　　正　　次 副病院長 髙　　野　　正　　行
水道橋病院長 矢　　島　　安　　朝 保存科部長 齋　　藤　　　　　淳
市川総合病院長 西　　田　　次　　郎 小児歯科部長 新　　谷　　誠　　康
千葉病院長 一　　戸　　達　　也 口腔外科部長 片　　倉　　　　　朗
大学院歯学研究科長 櫻　　井　　　　　薫 歯科麻酔科部長 一　　戸　　達　　也
歯科衛生士専門学校長 井　　上　　　　　孝 補綴科部長 佐　　藤　　　　　亨
図書館長 田　　﨑　　雅　　和 矯正歯科部長 末　　石　　研　　二

分館長 中　　島　　庸　　也 放射線科部長 後　　藤　　多 津 子
分館長 加　　藤　　哲　　男 口腔インプラント科部長 矢　　島　　安　　朝

口腔科学研究センター所長 東　　　　　俊　　文 スポーツ歯科科長 武　　田　　友　　孝

副所長 新　　谷　　誠　　康 摂食・嚥下リハビリテーション・
地域歯科診療支援科科長 石　　田　　　　　瞭

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

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

学生部長 佐　　藤　　　　　亨 副病院長 小 板 橋　　俊　　哉
副部長 杉　　原　　直　　樹 副病院長 中　　川　　　　　健
副部長 笠　　原　　正　　貴 副病院長 濵　　野　　孝　　子
副部長 後　　藤　　多 津 子 企画・調査部長 髙　　野　　伸　　夫
副部長 髙　　際　　　　　睦 歯科・口腔外科部長 野　　村　　武　　史

研究部長 石　　原　　和　　幸 内科部長 寺　　嶋　　　　　毅
副部長 村　　松　　　　　敬 消化器内科部長 西　　田　　次　　郎
副部長 後　　藤　　多 津 子 消化器内科部長代理 岸　　川　　　　　浩

国際交流部長 齋　　藤　　　　　淳 循環器内科部長 大　　木　　貴　　博
学会・学術出版部長 新　　谷　　誠　　康 神経内科部長 村　　松　　和　　浩
学会部主任 笠　　原　　正　　貴 呼吸器内科部長 寺　　嶋　　　　　毅
歯科学報主任 石　　原　　和　　幸 小児科部長 江　　口　　博　　之
欧文紀要主任 齋　　藤　　　　　淳 外科部長 松　　井　　淳　　一
研究機器管理部長 村　　松　　　　　敬 脳神経外科部長 菅　　　　　貞　　郎
環境安全管理部長 杉　　原　　直　　樹 心臓血管外科部長 申　　　　　範　　圭
実験動物施設管理部長 笠　　原　　正　　貴 整形外科部長 穴　　澤　　卯　　圭
広報・公開講座部長 橋　　本　　貞　　充 リハビリテーション科部長 堀　　田　　　　　拓
臨床教育委員長 山　　下　　秀 一 郎 産婦人科部長 髙　　松　　　　　潔
臨床研修委員長 古　　澤　　成　　博 眼科部長 島　　﨑　　　　　潤
総合講義・実習委員長 山　　本　　　　　仁 耳鼻咽喉科部長 中　　島　　庸　　也
臨床基礎実習室運営委員長 上　　田　　貴　　之 泌尿器科部長 中　　川　　　　　健
健康管理センター主任 山　　岸　　由　　幸 放射線科部長代行 最　　上　　拓　　児
情報システム管理委員長 池　　上　　健　　司 皮膚科部長 髙　　橋　　愼　　一
歯科医学教育開発センター主任 片　　倉　　　　　朗 形成外科部長 田　　中　　一　　郎

麻酔科部長代行 大　　内　　貴　　志
大学院研究科 精神科部長 森　　本　　陽　　子
教務部長 齋　　藤　　　　　淳 臨床検査科部長 宮　　内　　　　　潤
学生部長 福　　田　　謙　　一 緩和ケア科部長 小 板 橋　　俊　　哉

市川総合病院歯科教育主任 野　　村　　武　　史
歯科衛生士専門学校 市川総合病院医科教育主任 寺　　嶋　　　　　毅
副校長 髙　　橋　　俊　　之 角膜センター長 島　　﨑　　　　　潤
教務部長 杉　　山　　哲　　也 リプロダクションセンター長 吉　　田　　丈　　児
学生部長 久　　永　　竜　　一 口腔がんセンター長 髙　　野　　伸　　夫
予防処置室長 髙　　橋　　俊　　之

教務主任 白　　鳥　　た か み
（平成  28年 4月  1日～平成  29年 3月  31日） 千葉病院

副病院長 柴　　原　　孝　　彦
副病院長 大 久 保　　　　　剛
副病院長 髙 　橋　　俊　　之
口腔外科系部長
（口腔外科、歯科麻酔科、放射線科） 柴　　原　　孝　　彦

育成歯科系部長
（矯正歯科、小児歯科） 米　　津　　卓　　郎

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、健康スポーツ
歯科、口腔ケアセンター）

伊　　藤　　太　　一

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

5



　

278 号　2016年 10月 31日発行

学長就任のご挨拶

　

井出　吉信

この度、再度学長を務めさせていただくことになりまし

た。前の期におきましては、水野理事長はじめ法人の方々の

ご支援、石井、一戸両副学長等の大学各役職者、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を感謝いた

します。

井上元理事長の決断による千葉からの移転事業は、熱田元

理事長、金子前理事長、水野現理事長に引き継がれ順調に進

んで参りましたが、本年度をもちましてほぼ完了となりま

す。この移転事業は、法人のみならず大学教職員の団結、協

力が有ってこそだと思います。ただし移転の目的は、ただ単

に水道橋に回帰すればよいということではありません。東京

歯科大学が自他ともに一流大学と認められるには、教育、研

究、診療のどの分野においても秀でていなければなりません

し、そうなることを常に目標にしなければいけません。

教育面においては、歯科医学教育開発センターを他大学に

先駆けて設立し、一昨年より臨床実習生のため、文部科学省

の課題解決型高度医療人材養成プログラム助成を受け、市川

総合病院にスキルスラボを設置し、より臨床教育能力を高め

てきています。この教職員一体となった教育力が、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、この結果

に慢心し今までの教育法を漫然と継続していますと、かつて

超一流企業があっという間に転落していったようなことにな

りかねません。本学もその轍を踏まぬよう、確かなる教育目

標を定め、教育における PDCA サイクルをより機能させて

いく必要があります。またこの地の利を生かし、より高い能

力の学生を入学させ、今まで以上に豊かな教養と高い人格を

備えた人材の養成に努める必要があると思います。

研究に関しましては、本学独自の口腔科学研究センターが

平成 8 年に設立されておりますが、移転に伴い研究員、研

究器材の移動、準備に大変ご不便をかけたことと思います。

そのため、少し研究の停滞が生じたことは否めません。本年

西棟の研究室も完成し、本館、新館の口腔科学研究センター

が一体となりましたので、各講座、研究室を大いに活用し、

世界に通じる研究拠点にしていきたいと思います。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ただきたいと思います。

診療におきましては、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計っているところで

す。本年中には、水道橋病院内に障害者歯科専門の診療室を

新たに設ける予定になっております。東京歯科大学の診療体

制の大きな特徴として 570 床を有する市川総合病院の存在

があげられます。病院内には、歯科大唯一の口腔がんセン

ターを開設しており、他大学の歯科病院では行えない全身と

の関連を念頭に置く高度の歯科治療を行っています。今後さ

らに水道橋病院、市川総合病院、千葉病院が一体となって連

携を図ることがますます重要になってくると考えられます。

今後迎える 18 歳人口の減少、超高齢者社会における医療

費の抑制等で大学運営、病院運営はますます困難な時を迎え

る事は明白です。しかし、この事はどこの大学にも同じよう

に直面する問題です。本学の 126 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きって行きたいと思

います。どうぞよろしくご協力をお願い致します。
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副学長・千葉病院長就任のご挨拶 副学長就任のご挨拶

　

一戸　達也

平成 28 年 6 月 1 日付けをもちまして、副学長および千葉

病院長を拝命いたしました。本学にとって極めて重要な役職

を兼務することになり、その責任の重さに圧倒される思いで

すが、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。

3年前に副学長を拝命した際には、教学担当として大学の

水道橋移転に伴う新しい教育・研究体制の構築を目指し、そ

のために必要な改革・改善を教職員の皆様と一緒に実行して

参りました。そして、ようやく今年度いっぱいで水道橋移転

の二次計画も一段落することになりました。

今回、副学長として病院担当を指名されました。まずは千

葉病院長として千葉病院の安定した運営と今後のあり方を考

え、その上で東京歯科大学附属 3 病院のそれぞれの役割や

連携体制と機能分担のあり方について、矢島安朝水道橋病院

長、西田次郎市川総合病院長とも緊密に連絡を取りながら、

創立以来 125 年を過ぎた新しい時代の東京歯科大学の姿を

検討して参りたいと考えております。これらの目標を具現化

するために、皆様のご意見にも耳を傾けつつ、橋本正次副学

長と協力しながら井出吉信学長をサポートし、副学長の職務

を果たして参ります。

責任の重大なこれらの大任を同時に果たすことができるか

危惧しておりますが、水野嘉夫理事長、井出吉信学長が示さ

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

本年６月の人事により、教学担当の副学長を拝命致しまし

た。その責任の重さを痛感しているところであります。

　私は、昭和 52 年 10 月に当時の法歯学講座（現法歯学・

法人類学講座）の教授でありました鈴木和男先生からのお誘

いを受け、同講座に入局させていただきました。爾来、水道

橋、千葉、そして５年前から水道橋と移りながら法歯学・法

人類学を通して安心、安全な社会の確立に微力ながらも尽く

してきたつもりであります。このたびの副学長就任にあた

り、学長からは一つの講座をしっかりまとめ上げるのはもち

ろんであるが、大所高所から大学を見て、常に学生のためを

考え、様々な事案に当たるようにとのご指示をいただきまし

た。

大学を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化していま

す。社会は少子化が進むとともに 18 歳人口は年々大幅に減

少し、大学として受験生を確保することも非常に難しくなっ

てきています。その一方で、大学はどのような学生を求め、

どのように教育して、どのような卒業生を社会に輩出するか

を社会に明らかにするように求められています。このうち、

東京歯科大学が社会に輩出しようとしている卒業生は、国家

試験に合格することはもちろんのこと、将来社会において歯

科界をリードする人材であります。幸いにして、本学は新卒

と既卒を併せた国家試験合格率は 5 年連続一位を続けてお

り、社会においても歯科医療の発展に大きく寄与されていま

す。しかしながら、他の歯科大学も様々な創意工夫のもと、

学生教育に取り組んでいると聞いております。私たちも、現

況に慢心、油断するようなことがあれば、今まで築き上げた

栄光が一瞬にして水泡に帰すことにもなりかねません。現在

の東京歯科大学を守るだけでなく、より発展させるために同

窓の先生方や教職員全員のご支援を得ながら、微力ではあり

ますが努力することをお約束いたしまして、副学長就任のご

挨拶とさせていただきます。
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水道橋病院長就任のご挨拶

　

矢島　安朝

このたび、6月 1 日付けで引き続き水道橋病院長を拝命い

たしました。新たに気持ちを引き締め全力で職務を全うする

所存であります。何卒よろしくお願い申し上げます。

前任期間の 3 年間を思い起こせば、本館改築、西棟建築、

そして現在進行形の病院 3、4階の改修工事という具合に、

病院内では常に工事が行われておりました。多くの教職員の

皆様には、通常の病院業務とともに改修工事関係の膨大な仕

事を滞りなく進めていただき大変感謝申し上げます。3年前

と比較すると、水道橋病院の年間延べ患者数は 31％増、医

療収入においては 43％増となっております。改築工事中に

もかかわらず、このような数字を出すことができた背景に

は、医局員、医療スタッフ、事務職員一人一人の必死の頑張

りと、職種間の強い連携の賜物であると思っております。こ

の 3 年間、水道橋病院を支えていただき誠にありがとうご

ざいました。

さて、平成 29 年 3 月には病院の改修工事がすべて完了

し、ようやく水道橋病院は新しく生まれ変わり成長期に入り

ます。新しい革袋は完成しました。その革袋に新しいワイン

を注ぎ込まなければなりません。どんなワインを注ぎ込むか

が、これからの 3 年間の水道橋病院の大きな命題となりま

す。ワインの種類を決定するキーワードは、「超高齢社会へ

の対応」「臨床能力の向上」「患者中心の歯科医療」の 3 つ

であると考えています。すべての教職員がこの 3 つのキー

ワードをそれぞれの現場で、どのように具現化できるのかを

考えていただきたいと思います。それぞれの現場での考えが

集合し、ブラッシュアップされ、これが大きな渦となって病

院を動かすことになるのだろうと思います。3年前の病院長

就任の挨拶でも記載しましたが、明治 39 年の本学水道橋校

舎落成式における後藤新平からの「失敗を恐れず全力を尽く

せ」という強烈なメッセージは、今も私たちに勇気と自信を

与えてくれます。

日本で最も古い歯科大学の最も新しい大学病院が、21世

紀型歯科大学病院といった高みをめざし、多くの皆様から信

頼していただけるようすべての教職員と協力し合って誠心誠

意精進してまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げま

す。

市川総合病院長就任のご挨拶

　

西田　次郎

このたび市川総合病院長を再度拝命致しました。その重責

に改めて身の引き締まる思いでおります。

日本の医療を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、特

に当院のような急性期総合病院に対しては逆風が吹き荒れて

います。このような状況の中で、これまでに市川総合病院の

教職員は一丸となっていくつかの課題に挑戦し、成果を上げ

ています。

まず、平成 27 年 4 月に地域がん診療連携拠点病院の再指

定を受けることができました。地域のがん診療の拠点とし

て、より一層がん診療の充実と治療成績の向上を図っていき

たいと考えています。

次に、平成 27 年 12 月には病院機能評価を更新受審いた

しました。当院としては 4 度目の更新でしたが、前回に引

き続き一発合格を果たしました。これは地域に根ざした質の

高い医療サービスを提供すべく、教職員がより良い病院作り

を目指して日常的に努力していることが認められたものと自

負しております。

最後に、平成 28 年 3 月に念願であった地域医療支援病院

の承認を得ることができました。このことは当院が名実とも

に市川市の地域中核病院として認められたことを意味しま

す。これを契機に地域特性に応じた医療ネットワーク作りを

はじめ地域包括ケアシステムの構築においてリーダーシップ

を発揮し、地域社会において確固たる地位を確立するため一

層頑張りたいと考えています。

教育面では、隣接医学教育の充実のため、看護師宿舎の一

部を改修して、口腔のみならず全身状態に関するシミュレー

ション実習を行うことのできるスキルスラボを整備し、総合

病院を備えた歯科大学ならではの教育環境を整えることがで

きました。

超高齢化社会を迎え、当院においては臨床現場での歯科医

学と一般医学との連携が高いレベルで推進されており、今後

更に、私共は医科歯科連携医療の先進的モデルの構築を目指

しています。

それぞれの分野で活躍が期待される 6 人の副病院長と協

力し合い、東京歯科大学ならびに市川総合病院の発展のた

め、全力を尽くす所存です。

教職員の皆様には、一層のご支援とご協力をお願い申し上

げます。

8



　

278 号　2016年 10月 31日発行

 

 

歯科衛生士専門学校長就任のご挨拶大学院歯学研究科長就任のご挨拶

　

櫻井　薫

大学院歯学研究科長を拝命して、誠に光栄であります。本


学大学院歯学研究科は、昭和 33 年（1958 年）に大阪大学か


らいらした渡辺 悌教授を初代研究科長としてスタートし、


私で 19 代目（16人目）ということになります。


15 名でスタートした大学院生も、現在では基礎系 25 名、

臨床系 131 名、計 156 名の大所帯になりました。また平成

27年度までの学位授与者数 2,155 名中、大学院博士課程修

了は 1,360 名であります。

私はこのような状態に安堵せずに、さらに大学院生を増や


すべく、特定分野についての専門的な知識習得に限定せず、


関連する分野についても十分な知識を得て研究を進められる


よう、また国際的視野を見据え、多様な問題に対処できる研


究指導者ならびに専門職業人の人材養成を目指してカリキュ


ラム編成を行っていこうと考えております。


昭和 58 年 3 月に初めて開催された大学院セミナーも 9 月


現在では第 406 回となります。この内容も充実させ大学院


生だけではなく、その指導教官のファカルティ・ディベロッ


プメントのためにも開催していきます。


さらに本学大学院の特色の一つである口腔がん専門医養成


コースの充実にも力を入れたいと思います。このコースには


「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」

と「がん治療支持療法のための歯科医師養成コース（顎補綴

コース、摂食・嚥下コース）」が設置されています。高い臨

床能力と研究能力を併せ持った口腔がん専門医あるいはがん

治療支持療法のための歯科医師を養成するために、大学院博

士課程に臨床と研究についての教育指導をバランスよく配分

したコースです。本学附属 3 病院と口腔がんセンターを臨

床修練の場にして、コースを改定していきたいと考えます。

上記の目標を実現すべく、アドミッション・ポリシー、　

カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーを常に

念頭に置き、齋藤 淳教務部長と福田謙一学生部長とともに

力を合わせていきたいと思います。

　

井上　孝

この度、68年間続いた、東京歯科大学歯科衛生士専門学

校を閉校することになりました。

平成 31 年 3 月の予定です。日本では口腔健康からの健康

長寿がうたわれ、ますます歯科衛生士の重要性が浮き彫りに

なり立派な職業として認められていく流れの中、逆行するよ

うな閉校劇ですが、残された 3 学年の学生達が流石に東京

歯科大学歯科衛生士専門学校の教育を受けた学生は「やはり

違う」、と言われるよう誠心誠意をもって、最後まで全力で

指導に当たる所存です。学生の間では、母校がなくなるとい

うことに大いなる淋しさを感じている現実の中、校長として

は、素晴らしい職種であることを、そして本校を卒業できた

ことを誇りに思ってもらえるよう、認識して貰えれば最高で

あると感じています。

東京歯科大学短期大学が新設されますが、東京歯科大学歯

科衛生士専門学校が存在していたという事実が忘れられるこ

とがないと信じております。
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口腔科学研究センター長就任のご挨拶 図書館長就任のご挨拶

東　俊文

平成 28 年度から、口腔科学研究センター長を拝命いたし

ました。大変な重責に身の引き締まる思いでおります。口腔

科学研究センターは　東京歯科大学の研究全般の中核であ

り、本学研究レベル向上を常に志向し、そのための大型研究

費獲得、世界レベルあるいは国内トップレベルの研究を推

進、同時にコア研究として本学の次世代を担う若手研究者の

育成を目指しております。昨年度、東京医科歯科大学から

山口 朗客員教授をお迎えし、研究レベル向上とともに公的

競争的研究費獲得を全学一丸となって推進する体制が確立さ

れました。井出吉信学長、山口客員教授の指導のもと『顎骨

疾患プロジェクト』が強力な全学的研究プロジェクトとして

始動しております。本プロジェクトは「口腔科学研究セン

ター」を基軸とした顎骨疾患研究の集学的体制であります。

特に口腔と全身のクロストークを解明し歯科医療のイノベー

ションを成し遂げて、オーラルフレイルの予防と包括的な口

腔機能回復、基礎研究の成果に基づく安全安心な歯科医療提

供、食の楽しみと健康推進に寄与することを最終目標として

おります。本研究計画では、海外においては南カルフォルニ

ア大学ロサンゼルス校歯学部、アルバータ大学歯学部との共

同研究を、国内では慶應義塾大学医学部、慶應義塾大学理工

学部、東京大学工学部に連携校として加わっていただき、よ

り高度な研究を推進してまいります。

将来の本学を背負う若手研究者を育成し、次代の本学にお

ける研究のコアを育成するコア研究部門には、生体医工学研

究部門（代表　解剖学講座松永 智准教授）、口腔分子シグナ

ル制御研究部門（代表　微生物学講座菊地雄一郎助教）、分子

病態学研究部門（代表　石井武展講師）が精力的な研究を行っ

ております。

体制だけではなく、実際に研究する研究者にとって良い環

境が整備されることが大切です。幸い、千葉校舎から水道橋

への移転に伴い素晴らしい研究環境が完備され、その施設は

学外からも高い評価の声をいただいております。口腔科学研

究センター会議では、問題点や改善点を常に洗い出し　研究

者ファーストの口腔科学研究センターとして努力をしてまい

ります。

本学を起点とする素晴らしい研究成果を挙げることができ

るよう全力で職責を全うしてまいります。今後とも皆さまか

らご指導をいただけますようお願い申し上げます。

　

田﨑　雅和

6 月 1 日付で本学図書館長を拝命いたしました。大変光栄

に思うと同時に図書館の使命を考えたとき、その職務の重大

さに責任を感じております。

図書館は時間と空間を超えた知識の場であります。新しい

知識を創造するために過去の知識を知らなければなりませ

ん。そのために過去から現在における資料の収集、整理、保

存、資料の提供を持続的に行う必要があります。現在、本学

図書館が所蔵する資料は約 23 万冊以上であり、未製本雑誌

などを含めると約 30 万冊以上であります。これらの資料を

5か所の図書館で図書館業務を円滑かつ継続的に行うため、

総務、閲覧ならびに資料整理などを行う部署に分かれて運営

しています。近年、時代の流れに伴い、重要な位置づけと

なってきた歯科医学学術雑誌の電子ジャーナルの安定的な提

供も行わなければなりません。電子ジャーナルは各個人の

PCから必要な文献を読むことができるものです。平成 28

年度は電子ジャーナルに約 8,000 万円をかけています。今

後もこの電子ジャーナルに対する経費は増大していくものと

思われます。そして電子ジャーナルをはじめとする学術情報

を安定的に提供するために、システム管理・運用・保守など

円滑な運用の業務も行っていかなければなりません。また、

図書館の入館者数も平成 24 年度は約 58,000 人に対し、平

成 27 年度は 138,000 人と水道橋校舎移転後、飛躍的に増

加しています。このことからも図書館の必要性はさらに増え

るものと思われます。

このように、大学にとって必要で大変重要な図書館を 9

名の職員と 3 名のパート職員ならびに図書委員会の委員の

先生方と協力し、さらに利用しやすいようにしたいと考えて

おります。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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教務部長就任のご挨拶

　

片倉　朗

本年 4 月より教務部長を拝命致しました。大学の大きな

使命である教育部門の責任者としての職責の重さを感じ、

緊張が続く毎日を過ごしております。私は  3 年間、

河田英司前教務部長の下で副部長を務めさせて頂いておりま

したが、未だ浅学の身であります。副部長である望月隆二教

授、阿部伸一教授、山本 仁教授、平田創一郎教授、上田貴

之准教授ならびに教務課の事務スタッフとともに緊密なチー

ムワークのもと職責を全うさせて頂く所存です。

大学はその教育方針をアドミッション・ポリシー、カリ

キュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーとして掲げてい

ます。この 3 つは連鎖するものですが本学では「医療人と

しての倫理観や高い人間性と向上心」と「積極的な自主学習

態度と論理的思考および問題発見・解決能力」という内容が

3つに共通して含まれています。生涯を通じて歯科医師とし

て成長していくことを視野に入れ、安易な促成栽培にならな

いように「学生の段階でより力点を置くべきものは何か」、

また将来の歯科医療現場を見据えた時に「学生の段階で考え

るべき患者の状態・病態は何か」が学べる教育体制の整備を

目指したいと思います。

水道橋校舎は西棟の竣工に続き本館の改修工事も順調に進

み、教育環境のハードの部分は落ち着いてきました。次はソ

フトの部分で水道橋キャンパスを中心とした教育体制の問題

点を検証し、その再編が必要な時期になっています。また

2017 年に歯学教育モデル・コア・カリキュラム、歯科医師

国家試験出題基準の改編が行われ、それに呼応したカリキュ

ラムの改変も必要です。具体的には、「習熟度に応じた高大

連携の教養科目の教育」「基礎科目から医科を含む専門科目

までの多元的で重層的なカリキュラムの再構築」「3病院の

特色を活かした参加型臨床実習の充実」が考えられます。こ

れらの実現により「医療人として意欲的に学び、利他的に働

くことができる」すなわち「歯科医師たる前に人間たれ」の

精神を基本に備えた歯科医師の育成に努めたいと思います。

先人の皆様の努力による国家試験の高い合格率は今や本学

の看板となっております。現状に甘んじることなく、この成

果を維持するためにはスタッフ・ディベロプメント等による

教員の教育力のさらなる充実と教職員一丸となった全学的な

協力体制が必要と考えます。皆様の御指導と御協力をお願い

申し上げます。

学生部長就任のご挨拶

　

佐藤　亨

このたび、4期目の学生部長を拝命することになりまし

た。重責に改めて身の引き締まる思いであります。これま

で、井出吉信学長の下で 3 期 9 年間学生部長を務めさせて

いただきましたが、この経験を生かし任務を全うしたいと思

います。振り返ればこの 9 年間は、学生に禁煙の啓蒙を促

し、指導して参りました。平成 26 年 9 月にはメインキャン

パスが水道橋に移り、大学施設内も全面禁煙となりました。

また、大学がある千代田区、神田川を渡った文京区の両区と

も路上禁煙地区（歩きたばこ・ポイ捨て禁止）であるため、学

生が喫煙できる場所もなくなりました。このような環境です

ので、学生の喫煙率を「0％」にする努力を引き続きしてい

きたいと思います。

同じく懸案事項であった服装ですが、メインキャンパス移

転で、2年前に比べ大きく変わりました。服装の変化によ

り、態度、素行、言動が良い方向に改まったことは事実と考

えています。歯科医師を志す者を育成する大学の学生部長と

して、態度教育を引き続き行っていきたいと考えています。

学生の就学支援としては、新たに 5 年生の千葉病院の臨

床実習に登院する学生のために、稲毛駅と千葉病院のほぼ中

間に、宿舎（ミランダ KUROSUNA）を借り上げました。15～

16人の小班編成で前・後期に約 2 週間づつ、この宿舎に寝

泊まりし、千葉病院の臨床実習へ通学しています。入学時の

学外セミナー以来、自宅以外の施設での宿泊は、千葉病院で

の充実した臨床実習に繋がっているようです。

平成 28 年度の歯科学生総合体育大会の結果は 6 位入賞

（参加歯科大学 29 校）でした。平成 19 年から平成 25 年ま

での 7 年間の成績は 2 位～4位の好成績を収めていました

が、平成 26 年からは 7 位、平成 27 年は 5 位、そして今年

は 6 位と低迷しております。水道橋校舎の施設として、西

棟が完成、水道橋病院内の施設の整備もほぼ終了します。

井出学長からは、学生のクラブ活動等の環境整備をするよう

指示を受けています。今後は学生生活においても充実した環

境を整えるべく努力していきたいと考えています。新人事に

おいて、学生部副部長に杉原直樹教授が再任され、笠原正貴

教授、後藤多津子教授、高際 睦准教授が新任副部長に就任

しました。学生の指導に努めると共に教務部や学年主任、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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副学長退任・法人主事就任のご挨拶

石井　拓男

平成 23 年７月１日に副学長を拝命し、主に教育・研究を

担当させて頂くこととなりました。この年の 10 月に「臨床

実習中の効果的なカリキュラム作成・実施」をテーマとした

ワークショップが開催され５年生の教育方針が変わりまし

た。同時に、６年生の教育・学習方法もこれまでにないもの

となりました。東京歯科大学が 10 年ほどかけて培ってきた

教育・学習力が急速に数段アップした、その瞬間にかかわる

ことができました。また、医学研究に対する社会的な批判が

高まる中で、新たな倫理審査の体制整備を担当させて頂きま

した。この間、文部科学省、厚生労働省両省の検討会の考え

方等多くのことを学ばせていただきました。

平成 25 年６月からは、副学長として病院を担当すること

となりました。水道橋にメインキャンパスが移るに伴い、千

葉病院と水道橋病院の運営に変化が生じました。また、市川

総合病院の幹部会にも参加しました。診療報酬の改定と、地

域の高齢化の進展等多くの要因が病院運営にかかわることを

改めて認識させられました。

平成 28 年６月に法人主事を拝命いたしました。法人の理

事会・評議員会、西棟建設と本館改修、大学全体の予算、人

事等、これらの事務を所管することになります。学校法人東

京歯科大学の本体を支える部門ですので、十分心して事に当

たってまいります。

同じく平成 28 年の９月に、東京歯科大学短期大学準備委

員会委員長を拝命しました。短期大学は、同年８月末に設置

が認可されました。短大の開学は平成 29 年４月ですので、

それまでは準備委員会が教授会機能を果たすことになりま

す。入試説明会の設定や募集要項の作成、入学試験の実施等

を行っております。東京歯科大学の歴史において、始めての

短期大学創設という一大事業に携わることができましたこと

を光栄に思っております。また、短期大学の運営を滞りなく

行えるよう勤めてまいる所存であります。皆様のご理解とご

支援をお願い申し上げます。

12



　

278 号　2016年 10月 31日発行

 

腰原 好名誉教授が平成 28 年春の叙勲において瑞宝小綬章を受章される
本学元学生部長腰原 好名誉教授が、平成 28 年春の叙勲 家試験委員、文部省学術審議会専門委員、日本補綴歯科学会

で瑞宝小綬章を受章された。 理事、日本顎関節学会理事、日本歯科審美学会常任理事、日

腰原名誉教授は、昭和 35 年より歯科補綴学教室に勤務 本口腔インプラント学会本部理事、日本接着歯学会常任理

し、同 56 年に教授に昇任され、平成５年４月に歯科補綴学 事、日本歯科色彩学会理事を歴任された。

第二講座主任教授に就任された。平成 13 年に定年退職とな 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

るまで、40年の永きにわたり大学の発展に寄与された。そ た。

の間、学生部長等を歴任され、学外では、厚生省歯科医師国

許斐玲子元千葉病院総看護師長が平成 28 年春の叙勲において瑞宝単光章を受章
本学元千葉病院総看護師長許斐玲子氏が、平成 28 年春の 病院総看護師長に昇任され、平成 24 年に定年退職となるま

叙勲で瑞宝単光章を受章された。 で、長きにわたり看護業務に精励するとともに、人材の育成

許斐氏は、昭和 50 年より看護職として経歴を重ね、昭和 ならびに看護の質の向上に貢献された。

53年より本学市川総合病院に勤務し、昭和 59 年より千葉 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

病院に勤務、平成５年に同病院看護婦長に、平成 12 年に同 た。
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教授就任のご挨拶

市川総合病院
整形外科

穴澤　卯圭

平成 28 年 4 月 1 日より、市川総合病院整形外科学講座教

授を拝命し就任させていただきました。私は平成 2 年に山

形大学医学部を卒業、慶應義塾大学整形外科学教室に入局

し、整形外科医としての研鑽を積ませていただき、平成 16

年 4 月より市川総合病院に赴任しました。大学のレジデン

トを経て初めて赴任したのも市川総合病院でした。その時期

を含めると約 16 年間、市川総合病院でお世話になっている

こととなります。その間、部長を務められていた高橋正憲先

生、小柳貴裕先生および前任の白石 建先生からは、一般臨

床から脊椎、関節疾患、さらに当院の立ち位置についてまで

勉強させていただきました。各先生はいずれも、臨床診断に

長け、また疾患の治療に厳しい方々であり、標準的治療は当

然として、それ以上の治療はないのか？を常に考えられてい

た先生方でした。

情報化社会となった今、各病院の診療内容、さらには治療

成績までを患者様が手に入れることが可能です。このこと

は、他院と同じことをするだけでは、患者様に選んでいただ

くことは困難なことを意味しています。今までの当院の整形

外科の伝統：正しい診断、標準以上の治療、を目標に他院に

ない特殊性をもつ整形外科を目指していきたいと考えていま

す。また、大学病院である当院のもう一つの大きな役割は、

若い先生の教育と考えています。

以上のことをふまえ、今後、当院の価値を高めるべく努力

していきたいと考えております。何卒ご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願いいたします。

教授就任のご挨拶

歯科医療管理学

鳥山　佳則

歯科医療管理学教授の着任にあたりご挨拶申し上げます。

私は、昭和 62 年に大阪大学歯学部を卒業し、同年厚生省

に入省いたしました。本年 3 月に退職するまでの間、約 30

年、衛生行政に携わり、6月に新設された歯科医療管理学を

担当することになりました。

行政官としての経験の中でも、10年余を厚生労働省保険

局で歯科診療報酬を担当し、また、社会保険診療報酬支払基

金本部にも出向いたしました。入省した最初の配属も保険局

であり、振り返ると診療報酬がライフワークになっていまし

た。他の分野の業務に従事していても、診療報酬についての

ご意見、ご不満、ご要望を多数お聞きする機会があり、その

回数を試算してみると、延べ 1 万回もの数になります。

（1回当たり要望件数 10 件） ×（1月当たりの会合等の回数

3回）×12回×30年

診療報酬をテーマとした会合のみならず、教育や研究、歯

科の予防に関するシンポジウム等でも必ずと言っていいほ

ど、質問、要望をお聞きしました。しかしながら、これだけ

多くの歯科医師にとって関心が高いテーマであるにも関わら

ず、歯科の診療報酬に関する研究者は皆無であり、また、そ

れに関連して、学生や研修歯科医が初めて点数表を学ぶのに

適した教材にも遭遇したことがありません。

私自身、いつかは、誰かがやるであろうと期待をしており

ましたが、歯科医療管理学を担当する者として自ら手掛ける

こととなりました。臨床とは異なりますが、歯科医師にとっ

て欠かせない実学であると改めて認識しております。

今日まで、多くの方々が東京歯科大学の長き伝統を一歩ず

つ積み重ねてこられました。その良き伝統を踏まえて、これ

からの発展にいささかでも貢献したいと思います。



就任のご挨拶

278 号　2016年 10月 31日発行

 

 

准教授就任のご挨拶 准教授就任のご挨拶

市川総合病院
リハビリテーション科

堀田　拓

このたびは准教授に就任させていただき誠にありがとうご

ざいます。堀田 拓（ほったひらく）でございます。また、リ

ハビリテーション科（以下リハビリ科）部長も拝命し、重ねて

感謝申し上げます。大変気が引き締まる思いでございます。

さて、私は平成 3 年慶應義塾大学卒の整形外科医であり、

市川総合病院には平成 17 年 4 月より整形外科医として勤務

しております。本年 5 月から、前任の新井 健准教授の化学

療法研究所附属病院への異動に伴い、リハビリ科に転籍し同

科の部長を拝命いたしました。また、同年 6 月から准教授

を務めさせていただきました。整形外科医としての仕事はそ

のまま続けますので、いわばリハビリ科と整形外科の兼任と

いった形になります。

まずはリハビリ科部長としてのご挨拶ですが、当院は急性

期病院ですので脳梗塞患者さんの（超）早期リハビリや、整形

外科などの外科系の科の術後のリハビリを中心に、理学療法

士（PT）9名、作業療法士（OT）3名、言語聴覚士（ST）4名の

合計 16 名の療法士および専任のクラークさんなどを含めた

チームで業務を行っております。病院の規模（570 床）から

みれば大変少ない人員数ですが、患者さんたちのより早期の

社会復帰をめざして、みな大変勉強しがんばってくれていま

す。私も新任部長として彼らに負けぬよう勉強し努力してい

くとともに、少しでも皆が働きやすい環境になるように努め

ていきたいと思っております。

次いで整形外科医としてのご挨拶ですが、私の専門は下肢

（股関節・膝）の人工関節手術であり、当院赴任後も種々の勉

強の機会を得て、より早期から高い機能回復を得られるよう

に術式も改良を重ね、現在では股関節も膝も MIS（最小侵襲

手術）での手術を行っており、成績も向上しております。

これからも、リハビリ科部長として、また一整形外科医と

して東京歯科大学に貢献できるようさらに精進していきたい

と考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し

上げます。

オーラルメディシン・口腔外科学講座

佐藤　一道

平成 28 年 4 月 1 日付でオーラルメディシン・口腔外科学

講座准教授を拝命致しました。関係者の皆様方、そして大学

執行部の諸先生方に厚く御礼を申し上げます。私は平成 10

年に東京歯科大学を卒業後、本講座の大学院へ進み、以後、

講座の診療科のあります東京歯科大学市川総合病院で臨床と

教育を担当させて頂きました。また関連各科の先生ととも

に、口腔前癌病変の癌化能診断と睡眠呼吸障害患者の上気道

開大に関する研究を行ってきました。今後はさらに睡眠呼吸

障害の新規療法に関する研究を進めて参ります。

オーラルメディシン学は 1．医学的に問題を持った患者の

歯科治療、2．口腔粘膜疾患・唾液腺疾患の診断、3．口腔

顔面痛の診断を 3 つの柱とした学問です。病態診断の多い

歯科医療の中で、疾患診断の重要性が再認識される中、今後

の歯科医師の基盤知識とも認識され始めている学問です。ま

た非常に多岐にわたる内容の把握にあたっては、医学情報が

過多となった現状も相まって、科学的根拠に基づいた医療の

理解が必要とされています。この点に留意をし、これまで多

くの方々から頂いた御指導を、野村教授と共に学生、また後

輩への教育に反映したいと考えております。引き続いての当

講座へのご理解とともに、ご指導とご鞭撻を賜りますようお

願いを申し上げ、就任の挨拶とさせて頂きます。
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准教授就任のご挨拶 准教授就任のご挨拶

歯周病学講座

富田　幸代

この度、平成 28 年 4 月 1 日付で歯周病学講座准教授を拝

命いたしました。身に余る光栄と同時に歯周病学講座の准教

授という重責に身の引き締まる思いでおります。入局後は、

山田 了名誉教授をはじめ諸先輩方から御教授を賜り、同僚

や後輩とともに歯周組織再生誘導法の研究など多くの経験を

させていただきました。平成 17 年からは診療教員として歯

科衛生士の方々のご協力のもと診療を中心に従事してまいり

ました。平成 23 年からは齋藤 淳教授のご指導の下、診療

のみならず学部や歯科衛生士専門学校の学生の教育、そして

他施設との共同研究にも取り組んでまいりました。今後も歯

周療法学の教育・研究・診療にその責務を果たせるよう自己

研鑽を重ねていきたいと考えております。

教育に関しましては、学生教育はもちろんのこと、臨床研

修歯科医に対しての技術や専門的知識の指導のみならず、エ

ビデンスを重視した臨床教育にも力を入れていきたいと思い

ます。そして将来の東京歯科大学を背負っていく若手医局員

を育成していくことも我々の使命と考えております。研究に

関しましては水道橋の医局員と協力し合い、邁進していく所

存です。診療に関しましては、先進医療であります「歯周外

科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」を推進し、

歯周組織再生療法への取り組みをさらに充実させていきま

す。

また、近年女性の歯学部への入学者数の割合が増加してき

ており、今後多くの女性歯科医師の誕生が見込まれます。そ

の先生方が目標として頂けるよう日々精進してまいりたいと

思います。微力ではございますが、東京歯科大学の発展に少

しでも寄与できるよう努めてまいります。今後とも皆様の一

層の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。

口腔インプラント学講座

伊藤　太一

この度、教授会のご推挙を賜り、平成 28 年 4 月 1 日付で

口腔インプラント学講座の准教授を拝命致しました。身に余

る光栄でありますとともに、その重責を痛感しております。

平成 6 年に本学を卒業後、歯科保存学第 2 講座に入局し

て数多くの先生方にご指導を頂き、平成 17 年から新たに開

設された千葉病院口腔インプラント科に移りました。当講座

は、平成 19 年には口腔インプラント学研究室、平成 21 年

には口腔インプラント学講座と発展してまいりました。その

間、矢島安朝教授のご指導のもと、教育、研究、診療に従事

させていただきました。

教育に関しましては、歯周病学の臨床教育を経て、口腔イ

ンプラント学の卒前教育体制の構築に参加させていただきま

した。また、卒後教育では大学院の研究指導や専門医、認定

歯科衛生士取得（日本口腔インプラント学会、日本歯周病学

会）を目指す若い人材の育成に努めてまいりました。今後も

千葉病院において臨床教育を中心に歯科医学教育に取り組む

所存であります。

研究に関しましては、山田 了教授、加藤哲男教授、

奥田克爾教授にご指導を仰ぎ、歯周病学における基礎学的研

究、臨床研究を行ってまいりました。臨床系講座医局員に

とって重要なのは日常臨床の中から自らエビデンスを作り上

げていく研究と考えております。現在、インプラント治療に

おける歯周病関連細菌検査、インプラント周囲炎治療の臨床

的評価に関する研究に取り組んでおりますが、今後も数多く

の臨床研究を遂行する体制を構築していきたいと考えており

ます。

診療に関しましては、現在は千葉病院専門歯科系部長とい

う立場で診療させていただいております。専門領域である口

腔インプラント学、歯周病学の知識・技術を生かし、患者中

心の医療を念頭に、医療安全の遂行と高い倫理観をもった医

局員、医療スタッフの育成を心がけて行く所存です。

今後は、さらに教育・研究・診療に邁進し、より一層の研

鑽を積んでまいりますので、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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准教授就任のご挨拶

化学研究室

西川　慶一

平成 28 年 7 月 1 日付けで化学研究室准教授を拝命いたし

ました。昨年の 9 月に歯科放射線学講座から化学研究室に

異動して以来、効果的な教養教育の実践を目指して勉強の

日々を送っておりますが、一層の努力が必要と身の引き締ま

る思いをしている次第です。

歯科放射線学講座時代には、第 4・5・6学年の専門教育

に取り組んできました。また、第 100 期生の 6 年次と第

116 期生、第 119 期生、第 121 期生の 5・6年次の学年副

主任を担当させて頂きました。これらの経験の中で、高学年

の学生の質的変化を肌で感じてまいりました。

まず、自主的に真面目に勉学に励む学生が目立って増え、

学生同士で相互に学力向上を目指す雰囲気が各学年に見られ

るようになったと思います。一方で、真面目に勉学に取り組

んでいるのに成績がほとんど向上せず、「勉強の仕方がわか

らない」と嘆く学生が年々増加しているようにも感じます。

その一番の原因は、全国的な傾向と同様、問題の答えは知り

たいが理由には興味がない学生が増えていることにあると思

います。これはまさに丸暗記で、高学年になって膨大な知識

量が要求される状況になると、知識につながりがないために

頭が飽和し、繰り返し詰め込んでも覚えきれなくなります。

まさに、「勉強の仕方がわからない」状態です。解決するに

は勉強方法を丸暗記型から勉学の本道である理解型に切り替

えるしかないのでしょうが、切り替えは一朝一夕にできるも

のではありません。低学年での対策が望まれるところだと思

います。

これからは教養の教員として第 1 学年の教養教育に従事

することになります。教養を身に着けることは、人間性を高

めるだけでなく、問題解決の際の発想力を広げるためにも重

要です。また、教養教育の中で理解型の勉強方法を身に付け

させること、「答えられる」ではなく「説明できる」を習慣

化させ、高学年になって「勉強の仕方がわからない」と嘆く

学生を生じさせないことも大きな目標になります。効果的な

働きかけの方法を模索していきたいと考えておりますので、

今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。
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平成 28 年度東京歯科大学入学式挙行
平成 28 年 4 月 5 日（火）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 年度東京歯科大学入学式

が行われた。

式には水野嘉夫理事長、井出吉信学長をはじめ法人役員、

大学役職者、教職員、父兄会役員および同窓会役員、新入生

保護者が出席し挙行された。

式は、佐藤 亨学生部長の開式の辞で始まり、国歌の斉唱

をした後、片倉 朗教務部長が新入生 128 名と第 2 学年の編

入学生 10 名を一人一人呼名し紹介が行われた。

次いで井出学長から訓辞、水野理事長から祝辞が述べられ

た。新入生代表の山下遥香さんが宣誓を行い、濱田起矢君が

スーツ左襟に徽章を着装して、会場の新入生、保護者、教職

員に披露した。最後に出席者全員で校歌を斉唱し、滞りなく

入学式を終了した。

▲訓辞を述べる井出学長 ▲祝辞を述べる水野理事長

▲新入生を代表して「宣誓」する
山下遥香さん

▲徽章を授与され披露する新入生代表
濱田起矢君

▲初めて校歌を歌う新入生
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祝 辞

  ─  祝　辞 ─ 

学校法人　東京歯科大学

理事長　水野　嘉夫

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。また、保護

者の皆様にも心よりお祝いを申し上げます。

1、本学の歴史を身をもって知ってもらいたいこと

皆さんは、名実共に歯科大学の雄である東京歯科大学という素晴らしい大学に入学した

と思います。新入生という新鮮な目で、是非、是非、東京歯科大学の歴史を綴った百周年

記念誌、百二十周年記念誌を読んで下さい。その本の中には、東京歯科大学の先人がいか

に考え、いかに行動して、いかに現在の本学を作り上げてきたかが分かります。それを読

み知ることは、東京歯科大学の人間として、これから六年間学ぶうちに日本そして世界の

歯科界をリードするのは本学で学んだ我々しかないと自覚するはずです。これが私立大

学、本学であるがゆえに、味わい体験できる学風というものです。その自覚が何よりの学

生生活を実り多いものにしますし、生涯にわたり大切にすべきものです。

自分で図書室に行って本学の歴史を読んでみてください。

2、どのような学生生活を送るべきかについて

大学教育の中で大切なことは、学生自らが①多様性の標準化すなわち世界的レベルで物

事を考えること、②いろいろな問題点を発見し自ら解決していくこと、③困難に立ち向か

い克服していくこと、そして④地道に努力ができることという能力あるいは勇気というの

でしょうか、この四つを在学中に養うことであると思います。

劇団「四季」を主宰していた浅利慶太氏はこんなことを言っています。演劇人の適性

は、「芝居が何より好きな人。作品に感動できる人。お客様が感動してくださることに喜

びを感じられる人。自分の利害を滅して自己犠牲できる人。」と言っています。何か通ず

るものがあります。

皆さん方は東京歯科大学に入学したわけです。六年間の学生生活を送るうちに歯科医療

の中に好きになることを必ず見つけられます。そして、将来、歯科医学を通じて患者さん

に、そして世の中の人に大きな感動を与えるべく努力することであると思います。

東京歯科大学の学生として誇りと自信をもって、将来の東京歯科大学の更なる発展に貢

献されることを期待してお祝いの言葉といたします。 
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訓 辞

  ─  訓　辞 ─ 

東京歯科大学

学　長　井出　吉信

新入生の皆さんを心から歓迎すると共に、保護者のみなさまに、東京歯科大学を代表し

て、御入学のお祝いを申し上げます。

歯科医師は、身体の中で最も機能の集約された口腔顔面領域の治療を行います。口腔の

様々な疾患の予防や病変に対する治療の結果は、患者さんの Quality of Life と直接、深く

関連し、その成否は患者さんの心に大きな影響を与えていきます。

それ故に、歯科医療人を志す人は、豊富な知識と高度な医療技術を身につけると共に、

良識ある人間性が求められるのです。

現在、文部科学省において、今後の歯学教育の新たなカリキュラム作りが行われており

ます。そこでの主な目標は多様な歯科医療ニーズに対応できる歯科医師の養成です。特

に、現在の医療制度の変遷により国民から求められている事は、倫理感・医療安全・チー

ム医療・健康長寿社会などに対応できる実践的臨床能力を有する歯科医師の養成です。

この新たなカリキュラムに対して、本学はすでに充分に対応ができております。

東京歯科大学の優れた人材による講義や実習、最新の設備を備え、多様な症例を経験す

ることができる水道橋病院、市川総合病院そして千葉病院により、教育を行っています。

皆さんは、将来、このような、やりがいのある、しかし、重い責任を持って治療を進め

る、歯科医療チームのリーダーになっていきます。その責任を担うためには、何よりも

日々の勉強と技術の研鑽が必要です。日々の地道な努力を怠っては、真の実力は身につか

ないことを肝に銘じて、勉学に励んでください 。

今、ここで胸に抱いた、「歯科医学を学びたい」という新鮮なモチベーションを継続す

るためにも、これから始まる六年間の学生生活を輝く大切な時間とし、日々の勉強はもち

ろんのこと、クラブ活動や仲間との交流などに積極的にチャレンジして自分を高めていっ

てください。

東京歯科大学への入学、おめでとう。


これをもって学長訓辞とします。
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新入生宣誓 
� 新入生代表　山下　遥香

本日ここに入学式を迎え、我々一同感激と希望に満ちあふれております。只今、井出学長先生よりご懇篤なるご訓

辞を賜り、伝統ある本学の誇りを胸に刻み、諸先生方はじめ先輩方のご指導の下勉学に励み、人格の陶冶に努め、学

生の本分を尽くす事を誓います。
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学内ニ ュ ー ス 

学校法人東京歯科大学　平成 28 年度辞令交付式挙行

▲宣誓をする谷中さん（右）

平成 28 年 4 月 1 日（金）午前 10 時より、水道橋校舎新館

血脇記念ホールにおいて「学校法人東京歯科大学　平成 28

年度辞令交付式」が行われた。本学の全施設が合同で新入職

員の辞令交付式を行うのは今回が初めてで、教育職員 22

名、医療技術系職員 19 名、看護系職員 66 名、事務系職員

11名、労務系職員 1 名、レジデント 51 名、研修歯科医 86

名、研修医 8 名の合計 264 名が、緊張した面持ちで辞令交

付式に臨んだ。

水野嘉夫理事長、井出吉信学長からの挨拶に続き、市川総

合病院看護師の谷中理紗子さんが新入職員代表として辞令交

付を受け、続いて谷中さんが宣誓を行い、水野理事長に宣誓

文が渡された。

法人理事、規程役職者の紹介の後、「東京歯科大学の歴史

と使命」の題で石井拓男副学長の講演が行われ、新入教職員

やレジデント、研修歯科医はそれぞれの思いを胸に、東京歯

科大学の一員として新たな一歩を踏み出した。

辞令交付式終了後、新入職員は新館の 4 階、10階、13

階ならびに竣工したばかりの水道橋校舎本館西棟を自由に見

学し、その後各施設で行われるプログラムに参加した。

平成 28 年度　臨床研修医辞令交付式挙行

▲井上千葉病院長の訓示を受ける研修歯科医

平成 28 年 4 月 1 日（金）に臨床研修医辞令交付式が 3 病

院合同で行われ、その後施設ごとに臨床研修開始式が開催さ

れた。

水道橋病院では、平成 28年 4月 1日（金）午後 1時 30分

より、水道橋校舎本館第 2 会議室において行われた。

古澤成博水道橋病院研修管理委員長による開式の辞に続

き、矢島安朝水道橋病院長より臨床研修歯科医 27 名全員に

辞令が交付された。続いて矢島水道橋病院長による訓示があ

り、無事に式を終了した。

市川総合病院では、平成 28 年 4 月 1 日（金）午後 1 時よ

▲訓示を述べる矢島病院長

り、水道橋校舎新館第 2 講義室において、医療技術職員、

看護職員、事務職員および医科歯科の臨床研修医が集合し開

催された。まず、出席者全員の呼名が行われ、西田次郎市川

総合病院長から訓示をいただいた。その後、各種オリエン

テーションが行われ、午後 5 時に終了となった。

千葉病院では、午後 2 時 30 分より千葉校舎歯科臨床研修

医室において千葉病院初期研修が行われた。

つづいて午後 5 時 30 分より井上 孝千葉病院長による訓

示、末石研二副病院長、高橋俊之副病院長からの挨拶をいた

だき、無事に式を終了した。
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第 123 期生（平成 28 年第 5 学年）登院式挙行
平成 28年 4月 13日（水）午前 9時 30分より水道橋校舎

本館第 2 講義室において、第 123 期生（平成 28 年度第 5 学

年）144 名の登院式が厳かに挙行された。式は山下秀一郎臨

床教育委員長の司会のもとに進められた。

はじめに井出吉信学長と矢島安朝水道橋病院長、井上 孝

千葉病院長が訓辞を述べ、次いで登院生を代表して下山圭太

君が宣誓を行った。

引き続き列席者の紹介があり、列席者から登院生に対して

挨拶が行われ、式は盛大のうちに終了した。第 123 期生は

今までに学んできた授業や課外活動、総合学力試験や共用試

験に合格していく中で修得した、知識・技能・態度を活かし

て、登院実習に臨むべく、充実した表情で訓辞を聞いてい

た。
▲第 123 期生を代表して宣誓を行う下山君
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学内ニ ュ ー ス 

歯科医師国家試験問題等の現状把握のための
教員オンライン・テスト開催

▲受験する教育職員

平成 28 年度新入生学外セミナー開催
今回で 19 回目を迎える平成 28 年度新入生学外セミナー

が、平成 28年 4月 20日（水）から 4月 22日（金）までの 2

泊 3 日の日程で、千葉県木更津市にある「かずさアカデミ

アパーク」で行われた。

本セミナーは「歯科大学 1 年生としての学習の心構え」、

「How to learn、how to study」、「新入生同志の親睦」の 3

点を目的として開催されている。

新入生は 4 月 20 日（水）定刻通りにさいかち坂校舎を出発

し、10時 15 分頃にかずさアカデミアパークに到着した。

午前 10 時 40 分から開講式、11時 00 分からは望月隆二

教授より「ノートの取り方」の講義が行われた。つづいて、

「セルフメンタルケアについて」と題した講演を法政大学人

間環境学部人間環境学科教授の宮川路子先生からいただい

た。昼食後、グループ毎に分かれて「ノートの取り方」につ

いてアイスブレーキングを兼ねた討議が行われ、その後、討

議内容についての全体発表が行われた。午後 3 時 40 分から

は、森田雅義教授より「ディベート」についてのグループ討

議の概要説明、午後 4 時 10 分から 1 回目のグループ討議に

入った。グループ討議の合間には 3 グループごとに記念写

真を撮影した。グループ討議は、新入生を 12 のグループに

分け、与えられたテーマに基づきグループ対抗で実施される

公開ディベートの情報収集等が行われた。

午後 6 時 30 分からは、テーブルマナー講習会を兼ねた夕

平成 28 年 4 月 16 日（土）と 23 日（土）に水道橋校舎本館

第 1 講義室において、歯科医師国家試験問題等の現状把握

のための教員オンライン・テストが開催された。基礎系・歯

科臨床系部門に所属する教員を対象に「教育職員が、歯科医

師国家試験問題等を理解することにより、自身の分野だけで

なく、幅広い分野の出題傾向・状況を把握し、学生の教育・

指導に資する。」という目的で実施され、両日合わせ 151 名

もの教員（対象者ほぼ全員）が受験した。

食会があり、フォーク、ナイフの使い方や食事中のエチケッ

トなど細かなマナーについての説明を受けた。また、同席し

た教職員やクラスメイトとの食事を楽しんだ。

2日目の 4 月 21 日（木）は、午前 9 時よりグループ討議、

昼食後に 3 回目のグループ討議を行い、公開ディベートに

向けた資料収集や発表の内容が話し合われた。午後 5 時 20

分より、日本歯科医師会 前常務理事の小枝義典先生から

「歯科医師としての社会貢献活動」、日本財団パラリンピック

サポートセンターの前田有香先生から「パラリンピックの魅

力と 2020 年に向けて」と題した講演が行われた。その後、

午後 6 時 30 分より懇親会が行われ、本学教職員から校歌の

指導があり、全員が校歌を合唱した。終盤にはビンゴゲーム

で盛り上がり、教職員や友人と親睦を深めた。懇親会終了

後、新入生たちは翌日の公開ディベートに向けて、夜遅くま

で準備に取り組んでいた。

最終日の 4 月 22 日（金）は、午前 9 時より 3 会場に分か

れ「公開ディベート」を行った。各会場とも例年以上に白熱

した討論が展開され、時間の延長をした会場もあり充実した

「公開ディベート」となった。昼食後、森田教授より公開

ディベートの講評が行われ、最後に一戸達也副学長の閉講の

辞により、3日間にわたる新入生学外セミナーの全日程を終

了した。
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▲活発な意見交換が行われたグループ討議 ▲活発な意見交換が行われたグループ討議

▲公開ディベートを翌日に控えリラックスする新入生 ▲懇親会会場で先生方や友人と親睦を深める新入生

▲公開ディベートでグループ討議でまとめた内容を発表
する新入生

▲公開ディベートで作戦会議を行う新入生

第 17 回試験問題作成に関するワークショップ開催
平成 28年 4月 24日（日）午前 9時 30分より水道橋校舎

本館 13 階において、第 17 回試験問題作成に関するワーク

ショップを共用試験 CBT 問題作成のためのアドバンス・

ワークショップとして開催した。

本ワークショップは、教員個々の問題作成・管理能力の向

上を図り、ひいては本学における学生の公正な学習評価のよ

り一層の充実を目指し、定期的に実施している。今回は、共

用試験実施評価機構から福岡歯科大学の坂上竜資教授と東京

医科歯科大学の大槻昌幸准教授を講師としてお招きした。そ

の目的は、平成 17 年度から正式実施されている医療系大学

間の共用試験における CBT 問題（タイプ A、順次解答 2 連問

（W）、順次解答 4 連問（Q）、多選択肢 2 連問（L））の作成方法

の理解を深めることであった。

はじめに、共用試験の概要と問題の基本的な作成方法、問

題タイプ別の作成方法、注意点等について説明を受けた。更

に問題作成のスキルアップを目指し、5グループに分かれ

て、事前に個人で作成してきた問題に対し、個人およびグ

ループでブラッシュアップを行った。さらにグループ毎にブ

▲グループでのブラッシュアップの様子

ラッシュアップした問題について発表し、全体で各グループ

の発表に関して意見を出し合った。

当日は教育職員 31 名が出席し、講師の先生方も交えて活

発な意見交換が行われ、最後に、受講者に修了証書が授与さ

れ、午後 5 時 50 分に盛会の内に終了した。
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第 151 回歯科医学教育セミナー開催

▲説明する片倉教務部長

平成 28 年 4 月 25 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 151 回歯科医学教育セミナーが開催

された。「新年度の教育体制について」と題された本セミ

ナーについて、一戸達也副学長、片倉 朗教務部長から説明

が行われた。

はじめに、一戸副学長から本学の平成 28 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。続いて

第 109 回歯科医師国家試験の合格率が総数（新卒＋既卒）で

5年連続全国トップという輝かしい結果を残したことに触れ

つつも、油断することなく、常に教育活動の改善を図るべ

く、総合学力試験と国家試験結果をもとに試験領域ごとの正

答率や出題方式傾向を比較・分析した結果について説明が

あった。

続いて、片倉教務部長より、「平成 28 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。

当日はテレビ会議システムを通し、市川総合病院、千葉校

舎にも中継された。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。

平成 28 年度第 1 回水道橋病院教職員研修会開催

◀説明する笠原講師

平成 28 年 4 月 26 日（火）午後 6 時より、水道橋校舎本館

13階第 1 講義室において、平成 28 年度第 1 回水道橋病院

教職員研修会が開催された。

院内マニュアル 4 種類（「医療安全管理マニュアル」、「感

染予防対策マニュアル」、「個人情報保護管理マニュアル」、

「医薬品の安全使用のための業務手順書」）の内容が改訂され

たのを受け、「院内マニュアル改正点の説明」として、各マ

ニュアルの改定内容について説明が行われた。まず「感染予

防対策マニュアル」の改正点については、感染予防対策チー

ム委員会委員長　笠原清弘講師から、つぎに「個人情報保護

管理マニュアル」の改正点についてデータ管理者会議議長の

杉戸博記医事課長からそれぞれ説明があった。つづいて「医

療安全管理マニュアル」の改正点についてはリスクマネージ

メント部会部会長の半田俊之講師から、最後に「医薬品の安

全使用のための業務手順書」の改正点については薬事委員会

副委員長の山根理恵子主任薬剤師よりそれぞれ説明があっ

た。今回の研修会は、マニュアルの改正内容を教職員が明確

に認識することにつながる有意義なものであった。
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平成 28 年度「市川総合病院 医科・歯科臨床研修医合同研修」の開催

▶テルモメディカルプラネックス
ロビーでの集合写真

平成 28年 5月 14日（土）、15日（日）の 1泊 2日で、神

奈川県秦野市にある（株）テルモの研修施設・テルモメディカ

ルプラネックスにおいて、市川総合病院臨床研修医を対象と

した臨床研修医トレーニングプログラムが開催された。

本研修プログラムは、毎年、医科研修医と歯科研修医が合

同で行っている臨床研修の一貫として行われているものであ

り、本年は教職員 16 名、医科研修医 8 名、歯科研修医 8 名

の総勢 32 名で行われた。テルモメディカルプラネックス

は、新たな医療技術の創造と普及を目指して設立された総合

医療トレーニング施設で、病院や居宅と同等の医療環境を再

現した空間で、医療従事者の実践的なトレーニングや、商品

開発のためのコラボレーションが行われている。施設の名称

である「プラネックス（Pranex）」は、医療関係者が行う

「医療手技の実践・実習」を意味する「Practice」と、研究

開発センターの別館を表す「Annex」をあわせた造語で、同

施設の設立目的を表すものでもある。

今回の臨床研修プログラムの責任者である小板橋俊哉副病

院長より、開会のご挨拶をいただき本プログラムがスタート

した。最初に医科・歯科合同で大木貴博准教授から研修医と

しての心構えに関する講義が、渡部昌幸看護師長からスタン

ダードプリコーションなど感染対策に関する講義が行われ

た。その後は、医科と歯科に分かれ、CVの挿入や採血、皮

下注射や筋肉注射などの基本手技の実習を行い、1日目を終

了した。夜は、施設の近くにある温泉施設「万葉の湯」で懇

親会を行い、リラックスした雰囲気の中で親睦を深めること

ができた。

2日目は大内貴志准教授より開会のご挨拶をいただき、プ

ログラムがスタートした。1日目の復習とともに、その応用

として実際の臨床現場を想定した設定で救急蘇生などのシ

ミュレーションが行われ、大変充実した時間となった。

本研修プログラムは、実際の臨床の場に近い形で、高度な

シミュレーターを用い、基本手技を学ぶことができることが

最大の利点である。また、それだけでなく 1 泊 2 日という

時間を医科・歯科の研修医が共有することは、総合病院で必

要とされるチーム医療の礎を学ぶことにもつながる。大変有

意義な企画であった。

第 152 回歯科医学教育セミナー開催
平成 28 年 5 月 23 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 152 回歯科医学教育セミナーが開催

された。今回のセミナーは「歯科医師国家試験の留意点につ

いて」と題され、一戸達也副学長、歯科医学教育開発セン

ターの高橋尚子講師から説明が行われた。

はじめに、一戸副学長より歯科医師国家試験実施の年間ス

ケジュールが紹介された。今年 1 月に実施された第 109 回

歯科医師国家試験は、平成 24 年 4 月の歯科医師国家試験制

度改善検討部会報告書の内容を踏まえて作成された「平成

26年度版歯科医師国家試験出題基準」から出題されている

こと、第 110 回までは現行の体制で実施されるとの説明が

あった。更に出題基準の領域構造（ブループリント）について

説明があり、その出題基準で実施された過去 3 回（第 107〜

109 回）の各領域の合格基準と本学の傾向についても考察が

なされ、今後の教育で重視していく点についても再確認がな

された。

つづいて、平成 28 年 3 月 29 日（火）に実施された歯科医

師国家試験制度改善検討部会の内容について、問題数の変更

や新たな出題形式と追加される出題基準の項目について紹介

があった。平成 30 年に実施される第 111 回から、必修の

増加（70 → 80 題）、総論の減少（110 → 100 題）、臨床実地

が減少（105 → 100 題）となり、合計問題数が 365 題から
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▲説明する高橋講師

360 題になることや、X3や X4 タイプの出題が設定される

こと、一方で禁忌問題や必要最低点が廃止となるとの説明が

あった。更に出題が予想される分野について、具体的考察が

なされた。

つぎに、高橋講師より学生が使用している歯科医師国家試

験問題集について、121 期生や 122 期生（現 6 年生）の学年

全体の状況を織り交ぜながら、学生に指導する上で教員が

知っておくと良い事項が紹介された。問題集の値段や発売時

期、学生の団体購入、収載されている問題数について話が

あったが、特に 6 年生への過去問題履修の指導については

注意が必要であるとの説明がなされた。続いて、学生が「臨

床実地問題の点数不良」を相談に来た際の具体的な冊子の読

み方指導について、学生のタイプに応じて 3 通りの紹介が

なされた。最後に、オリジナル問題作成の材料や新傾向問題

の対策として、他の医療関連職種の国試が参考にできること

が紹介され、実際に近年の歯科医師国試と類似した問題の確

認をしていった。その中で特に歯科衛生士、歯科技工士、必

修・必須の設定がある職種の国試について、歯科医師国試と

の関連を中心に説明がなされた。

当日はテレビ会議システムを通し、市川総合病院、千葉校

舎にも中継が行われた。プレテストにより各自で国試出題基

準について再確認もなされ、大変有意義なセミナーとなっ

た。

平成 28 年度第 2 回水道橋病院教職員研修会開催

◀医療接遇について説明する片倉教授

平成 28 年 5 月 24 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 年度第 2 回水道橋病院教職員

研修会が開催された。

今回は、「病院の接遇について」をテーマに、口腔病態外

科学講座の片倉朗教授による講演が行われた。講演は、一般

の接遇と病院の接遇の違いの説明に始まり、アメリカのメイ

ヨクリニックと UCLA メディカルセンターの運営ポリシー

などの事例を紹介しながら具体的に進められた。病院内には

医療に適した身だしなみがあるべきで、それが病院環境の重

要な要素を構成し信頼関係の入口になること、患者のみなら

ずスタッフ同士の良好なコミュニケーションが医療安全に直

結すること等について説明があった。また、水道橋病院の理

念となっている「思いやりの心による医療」に加え、

矢島安朝水道橋病院長が提唱する次も来院したいと思ってい

ただける「患者さん中心の歯科医療」、患者さんの価値観や

期待を把握し、スタッフ自らが資質の向上を図る「根拠に基

づいた歯科医療」は、本講演の内容と繋がるものであるとの

まとめがなされた。

今回の研修会は、各職種において病院の接遇の大切さにつ

いて新たに考える機会となり、教職員にとって有意義なもの

であった。
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第 301 回東京歯科大学学会開催
平成 28 年６月４日（土）午前９時より、水道橋校舎新館に

おいて第 301 回東京歯科大学学会例会が開催された。午前

９時より第１および第２講義室を会場として口演が、午前

11時より第３実習講義室を会場として示説明発表がなされ

た。今回発表された口演は 29 題、示説は４題であった。午

後１時より第２講義室において、衛生学講座の石塚洋一講師

と生化学講座の篠 宏美助教による、学長奨励研究賞受賞講

演が行われた。引き続き午後２時 10 分より同会場において

4教授による特別講演が行われた。

また、12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。

平成 28 年度実験動物供養祭開催

＜特別講演＞

1.「歯髄研究の展開・展望」

村松 敬 教授（東京歯科大学歯科保存学講座）

2.「大人（社会人）のためのお薦め英語学習法」

森田雅義 教授（東京歯科大学英語研究室）

3.「衛生学講座のこれまでの研究と今後の展開」

杉原直樹 教授（東京歯科大学衛生学講座）

4.「社会保障制度改革とわが国の歯科医療サービスの

展望～日常の歯科診療への影響は、適切な委員

運営のあり方は～」

上條英之 教授（東京歯科大学歯科社会保障額）

▲特別講演の演題および演者

▶祭文を奉読する井出学長

平成 28 年６月 17 日（金）午前 10 時より、水道橋校舎新 歯科医学の発展のため教育・研究にその生命を捧げた動物

館血脇記念ホールにおいて平成 28 年度実験動物供養祭が執 諸霊に対し深く哀悼と感謝の意を込め、教職員、大学院生、

り行われた。 臨床研修歯科医、第３学年学生代表が順次献花を行い、滞り

供養祭は、真珠院ご住職の読経に始まり、井出吉信学長が なく終了した。

祭文を奉読された。
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第 153 回歯科医学教育セミナー開催

◀説明する松浦講師

平成 28 年 6 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 153 回歯科医学教育セミナーが開

催された。今回は、「平成 27 年度 Elective Study 実施報告」

と題し、5回目を迎えた “Elective Study” について、国際交

流部の村松 敬教授、山下秀一郎教授、松浦信幸講師より報

告が行われた。

はじめに片倉 朗教務部長から Elective Study は、本学の

学生が海外の大学施設等で研修を行うことにより、広い視野

を持ちながら勉学に勤しみ、将来の歯科界および東京歯科大

学を担うことのできる人材を養成することを目的とした海外

留学制度であり、参加学生は各学年とも前年、または今年度

前期の成績が上位 35 名までの中から申請した学生のうち

Elective Study 選考委員会で選ばれた学生であり、今年度は

第１学年４名、第２学年４名、第３学年６名、第２学年２

名、第５学年４名で合計 20 名が選考されたと説明があっ

た。

また、今年度は昨年度から訪問先と日程が変更になり、第

１、２学年が韓国・延世大学校を中心に平成 28 年３月７日

（月）から 11 日（金）、第３、４学年が台湾・台北医学大学を

中心に平成 28 年３月６日（日）から 11 日（金）、第５学年が

アメリカ・タフツ大学を中心に平成 28 年３月 19 日（土）か

ら 25 日（金）に訪問したと報告された。

続いて、第１、２学年を引率した村松教授、第３、４学年

を引率した山下教授、第５、６学年を引率した松浦講師よ

り、本研修での一般目標と行動目標、事前準備と現地での様

子等について報告があった。

当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千葉校舎にも

中継された。終了予定時間が大幅に超過するほど熱心な報告

があり、大変有意義なセミナーとなった。
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東京歯科大学千葉病院医療連携講演会開催　

▲挨拶をする一戸千葉病院長 ▲講演に集中する参加者

平成 28 年７月７日（木）午後３時より、千葉校舎第 1 教室

において「東京歯科大学千葉病院医療連携講演会」が開催さ

れた。本講演会は千葉県歯科医師会、千葉市歯科医師会、習

志野市歯科医師会、印旛郡歯科医師会、市原市歯科医師会、

八千代市歯科医師会、船橋歯科医師会、江戸川区歯科医師会

の協力のもと、地域の歯科診療所と千葉病院との連携強化を

目的として開催している。

演題は、毎年、千葉県歯科医師会および近隣歯科医師会の

代表委員と千葉病院の医療連携委員で構成されている医療連

携協議会で決定し、講演を行っている。

当日は 126 名の参加者を迎え、一戸達也千葉病院長の挨

拶から医療連携講演会が始まった。症例検討会および講演会

では各演題 30 ～ 50 分間の症例発表等が行われ、日常診療

における問題点の解決方法や治療に対する創意工夫について

意見が交換された。また、企業展示コーナーの他、参加者か

らの相談に応じる症例相談コーナーを設け、各症例に対し医

療連携委員が対応した。

参加者はサンドウィッチの軽食を取りながら医療連携、症

例相談等の各話題について歓談された。

参加者のアンケートからは、「日常の診療に役立つ情報が

Ⅰ．症例検討会

1．「今日の顎関節症治療を考える～ TCH 是正と運

動療法を中心に」

口腔外科系（口腔外科） レジデント 重野健一郎

2．「難治性根尖性歯周疾患について」


一般歯科系（保存科） 講師 加藤広之


Ⅱ．講演会

1．「摂食嚥下障害患者における病診連携の実際」

専門歯科系（嚥下リハ科） 診療助教 山本昌直

2．「歯科用 CAD ／ CAMの変遷」


一般歯科系（補綴科） 准教授 石崎 憲


3．「薬剤・ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に対

する診断と対応」

口腔外科学系（口腔外科） 助教 森川貴迪

▶今年度の演題および演者

多かった。」「最新情報を得られて良かった。」「具体的な症

例・実例提示があり非常にわかりやすかった。」等の声が多

く寄せられ、大変有意義な講演会となった。
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入試ガイダンス開催

◀入試ガイダンス全体風景

東京歯科大学への入学を希望する受験生を対象として、入

試ガイダンスが平成 28 年７月 16 日（土）、９月 24 日（土）

は午後２時より、８月６日（土）と８月 28 日（日）は午後１時

より水道橋校舎で開催された。

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

27年度入学試験の概要等について説明を行い、各入試科目

の推薦入学選考で出題される同等レベルの例題を提示したう

えで問題の解説を行った。入試科目のポイント説明は昨年度

から行われており、今年度も大変好評であった。

また、毎回異なる模擬授業が実施され、７月 16 日（土）に

は解剖学講座の阿部伸一教授による「正しく " 噛む " ことと

『体の健康』の関係」、8月 6 日（土）には組織・発生学講座の

山本 仁教授による「歯ができる仕組み、これがわかれば 歯

はできる！？」、8月 28 日（日）には老年歯科補綴学講座の

上田貴之准教授による「高齢者の口（くち）の機能を守る」、

9月 24 日（土）には薬理学講座の笠原正貴教授による「歯の

イメージから離れたお話 - 海外における医療援助活動 -」と

題した授業が行われた。

そして、希望者による見学がさいかち坂校舎と新館校舎、

水道橋病院で行われ、最後に希望者を対象に教務部・学生部

の教職員との個別面談を実施した。４回合わせて延べ 698

名もの参加があり、大盛況なガイダンスとなった。

次回のガイダンスは、12月 17 日（土）に水道橋校舎で開

催する予定である。
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学年代表者懇談会開催

▲病院報告をする矢島水道橋病院長 ▲短期大学歯科衛生学科の説明をする石井法人主事

▶校歌斉唱する同窓の先生方

学年代表者懇談会が平成 28 年７月 24 日（日）、水道橋校

舎新館第１講義室において開催された。本年から同窓会主催

となったこの会には、大学から井出吉信学長、一戸達也副学

長、橋本正次副学長、矢島安朝水道橋病院長、石井拓男法人

主事が来賓として出席した。同窓会側は矢﨑秀昭会長をはじ

めとする役員の先生方、また各学年あわせて 60 名の先生方

が出席された。

大学側からの報告として、井出学長から大学の現況、矢島

水道橋病院長より病院報告、石井法人主事より平成 29 年４

月に開学する東京歯科大学短期大学歯科衛生学科についての

説明があった。その後、同窓会側からの報告等が行われた。

学年代表者会終了後、西棟ラウンジで開催された懇親会で

は、世代を超えた参加者各位が和やかに歓談。会の最後には

校歌を斉唱。同窓会主催学年代表者会は盛会裡に終了した。
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第 154 回歯科医学教育セミナー開催

◀説明する渡邊講師

平成 28 年 7 月 25 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 154 回歯科医学教育セミナーが開

催された。今回は、「私の授業の工夫」と題し、組織・発生

学講座の山本 仁教授、パーシャルデンチャー補綴学講座の

山下秀一郎教授、口腔顎顔面外科学講座の渡邊 章講師より

報告が行われた。

まずは、山本教授が最初に講義内容を提示し、次に板書に

よる講義、教科書でその内容についての確認を行い、最後に

スライドで説明する授業の流れについて説明があった。

続いて、山下教授より実際に講義で説明している内容を示

しながら、配付資料と授業の最初に実施している前回分の復

習テストの工夫、対話形式で学生に質問をしながら行ってい

る当該週分の講義についての説明があった。

最後に、渡邊講師より総合講義で注意している、①スタン

ダードな内容②知識を使用する場面のイメージ③重要なポイ

ント④動画の多用という４つの点について具体例を交えて説

明があった。

各教員、学生の理解度を深めるために、授業評価アンケー

トの結果や学生コメントを反映させることや学生のレベルに

合わせた授業の難易度、ポイントの提示、他の科目と関連し

た知識の説明をすることの重要性についても触れ、重要項目

については質疑応答形式で、何度も繰り返して説明する等の

工夫が施されていた。その具体例として、山本教授は、第

142 回歯科医学教育セミナー（平成 27 年３月 30 日（月）開

催）で当時第 2 学年の桒𠩤正浩君が発表した「学生の声」に

あった、「最初に要点を明確にして始める授業は、授業内容

をイメージしやすくて良い」というところに着眼し、翌年よ

りこの方法を導入したとのことであった。

当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千葉校舎にも

中継された。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。

研究活動に係る不正行為の防止に関する研修会開催
平成 28 年 8 月 1 日（月）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 年度研究活動に係る不正行為

の防止に関する研修会」が開催され、市川総合病院と千葉校

舎へはテレビ会議システムで配信された。

本研修会は、研究に携わる全ての教職員を対象に行われ

た。石原和幸研究部長の司会で開会され、橋本正次副学長よ

り挨拶があった。続いて、後藤多津子研究部副部長より「研

究活動における不正行為について」、村松 敬研究部副部長よ

り、「研究費の適正使用ついて」と題した講義が行われた。

本研修会では、プレテスト・ポストテストを実施し、出席

者は理解を深め、有意義な研修会となった。

▲研修会会場風景
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第６回千葉病院ロビーレクチャー
平成 28 年９月３日（土）午後２時より、千葉病院１階待合

ロビーにて、矯正歯科の森川泰紀助教による、第６回千葉病

院ロビーレクチャー「歯並び悪いとどうなるの？」と題した

講演が行われた。

講演ではデコボコな歯並びや受け口、上下の前歯のすき間

といった気になる歯並びの治療方法、治療開始のタイミン

グ、治療の目的など最新の歯科矯正治療に関する研究内容等

についてわかりやすいレクチャーがなされた。

参加者は熱心に講演に耳を傾け、大変意義のあるイベント

となった。

第 155 回歯科医学教育セミナー開催

▲ロビーレクチャーの様子

▶説明する上田准教授

平成 28 年９月 20 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、第 155 回歯科医学教育セミナーが開

催された。

今回は、「試験問題に適した視覚素材」と題し、教務副部

長で老年歯科補綴学講座の上田貴之准教授、歯周病学講座の

衣松 高志講師、歯科放射線学講座の音成実佳講師、オーラ

ルメディシン ･口腔外科学講座の澁井武夫講師より講演が行

われた。

はじめに、上田准教授より視覚素材に関するプレテストの

後、視覚素材の使用目的と本日の講演概要について説明が

あった。

続いて、衣松講師より「写真撮影の基本 学生に分かりや

すい口腔内写真とは」と題して歯肉・歯列等の撮影方法、

澁井講師より「口腔外科系の写真撮影について」と題して粘

膜、顔貌等の撮影方法、音成講師より「視覚素材としての画

像」と題して理想的なレントゲン写真等の撮影方法や病変の

見せ方等について、具体例を交えながら、説明があった。ま

た、各講演の中では、ポストテストの解説も行われた。最後

に、上田准教授より、忙しい日常臨床の中で写真を撮るため

の準備について、義歯や模型などの立体物の撮影のポイント

や留意事項について説明があった。

当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千葉校舎にも

中継された。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。
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平成 29 年度科学研究費助成事業公募要領等説明会開催

◀講演する山田客員教授

平成 28 年９月 12 日（月）午後６時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、平成 29 年度科学研究費助成事業公募

要領等説明会が開催された。毎年、文部科学省・日本学術振

興会主催の公募要領説明会が開催されており、本学では、こ

の説明会の報告を行うとともに、次年度の科研費申請に向け

ての注意事項、研究費の使用ルール等を本学の研究者に周知

するために開催している。

説明会は、口腔科学研究センターの山田好秋客員教授よ

科学研究費使用ルール説明会開催

り、「研究計画調書作成のポイント」と題して講演が行われ

た。続いて、研究部と大学会計課の各担当者より、「平成 29

年度公募に関する主な変更点・注意点、調書作成方法等」お

よび「科研費使用ルール及び調書作成における研究費記入上

の注意点」ついて説明があった。

当日は、市川総合病院、千葉校舎へもテレビ会議システム

で配信され、研究者が熱心に耳を傾けていた。

◀説明会会場風景

平成 28 年９月 12 日（月）午後７時より、水道橋校舎本館

第 1 講義室において、「科学研究費使用ルール説明会」が開

催された。この説明会は、当年度の科学研究費取得者が、研

究費を適正に使用できるよう、毎年、開催しているものであ

る。また、科学研究費取得者だけでなく、応募資格のある研

究者にも出席を呼びかけている。

説明会は、会計課、研究部の各担当者より１．「交付決定

後の手続きについて」、２．「使用ルール及び年間スケジュー

ルについて」、３．「科学研究費不正使用防止について」、４．

「平成 27 年度間接経費の使途・平成 28 年度内部監査報告に

ついて」、５．「使用ルールに係る質疑応答及び報告事項」の

説明および報告が行われた。また、会場では本学作成の冊子

「平成 28 年度科学研究費使用ルール」も配付された。

当日は、市川総合病院と千葉校舎へもテレビ会議システム

で配信され、研究者が科学研究費の使用ルールついて理解を

深める有意義な説明会となった。 
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▲ロールプレイを交えて説明する森岡臨床教授 ( 右 ) と鳥山教授

平成 28 年度第５回水道橋病院教職員研修会開催
平成 28 年９月 27 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 年度第５回水道橋病院教職員

研修会が開催された。

今回は、「カルテ記載の充実化」と題して、水道橋病院の

森岡俊介臨床教授、歯科医療管理学の鳥山佳則教授による講

演が行われた。

講演は、必要事項の漏れがない正しいカルテの記載方法に

ついて、実際の事例を基に要点の説明がされた。また、特定

共同指導における質疑等に対して、診療内容を正しく説明で

きるようロールプレイを交えて説明があった。参加した教職

員は、カルテ記載の要点を身につけると共に、正確なカルテ

記載の重要性について再認識する機会となった。

第 18 回試験問題作成に関するワークショップ

▶全体発表・討議の風景

平成 28 年 10 月１日（土）午前９時より、水道橋校舎本館

13階において第 18 回試験問題作成に関するワークショッ

プが開催された。

本ワークショップは、教員個々の問題作成・管理能力の向

上を図り、ひいては本学における学生の公正な学習評価のよ

り一層の充実を目指し、定期的に実施している。

今回は、歯科医学における基本的な知識の理解と総合的な

診断能力・問題解決力を総括的に評価するための多肢選択式

試験問題作成のスキルアップを目的としたものである。

はじめに、多肢選択式問題作成法の解説と題し、

平田創一郎教務副部長より基本的な作成方法と注意点等につ

いて説明を受けた。次に、参加者それぞれが事前に作成した

問題に対して、３グループに分かれてブラッシュアップを

行った。さらに全体発表・討議で各グループのブラッシュ

アップした問題に関しての発表を行い、意見を出し合った。

次のセッションでは、前のセッションで発表した問題につ

いて、全体討議の中で出た議論をふまえて問題を完成させ、

その後、参加者が事前に用意した視覚素材を使用し、個人で

問題を作成する演習を行った。続いてその問題に関しグルー

プでブラッシュアップを行い、最後に全体発表・討議という

ことで参加者全員がグループでブラッシュアップした問題に

ついて発表をして討議を行った。

参加者とスタッフを合わせ 34 名が出席し、活発な討議が

行われ、最後に、受講者全員に修了証書が授与され、午後６

時 20 分に盛会の内に終了した。
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第 302 回東京歯科大学学会開催
平成 28年 10月 15日（土）と 16日（日）に、水道橋校舎新 会員に委嘱されたことが報告された。また、午後 1 時より

館において第 302 回東京歯科大学学会総会が開催された。 第 2 講義室を会場としてシンポジウムと今年度末に定年を

第１日目は、午前９時より第１および第２講義室を会場と 迎えられる２名の教授による特別講演が行われた。

して口演が、第３実習講義室を会場として示説掲示がなされ 第２日目は第１日目に引き続き、午前９時 30 分より第２

た。今回発表された口演は 20 題、示説は 12 題であった。 講義室を会場として口演が、第３実習講義室を会場として示

午前 11 時 30 分より第２講義室において「平成 28 年度東 説発表がなされた。今回発表された口演は 11 題、示説は

京歯科大学学会評議員会ならびに総会」が開催された。この 12題であった。また、両日あわせて 12 商社の参加による

中で、東京歯科大学学会会則により河田英司客員教授が名誉 商品展示が第２講義室前ラウンジで行われた。

＜特別講演＞

１．「ダウン症候群における骨髄性白血病と造血微小環境」


宮内 潤教授（東京歯科大学市川総合病院臨床検査科）


２．「東京歯科大学口腔がんセンターのさらなる発展に期待する」


高野伸夫教授（東京歯科大学口腔がんセンター）


＜シンポジウム＞　

「学内外の動向から探る今後の口腔科学研究の潮流」


座長： 石原和幸（東京歯科大学微生物学講座教授）


演者：「我が国の今後の口腔科学研究の潮流」


山口 朗（東京歯科大学口腔科学研究センター客員教授）


「骨は生きている －骨吸収と骨形成のカップリング機構－」


宇田川信之（松本歯科大学歯学部口腔生化学講座教授）


「歯周病学研究における今後の展望を探る」


山崎和久（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔保健学分野教授）


「東京歯科大学における基礎と臨床の一体型研究」


笠原正貴（東京歯科大学薬理学講座教授）

◀特別講演・シンポジウムの演題および演者

編入学試験Ａ、学士等特別選抜Ａ　
平成 29 年度編入学試験Ａ、学士等特別選抜Ａが平成 28 合格者には 10 月 18 日（火）に合格通知が発送された。

年 10 月 16 日（日）午前９時より水道橋校舎本館において実 平成 29 年度推薦入学選考、帰国子女・留学生特別選抜

施された。10名の志願者があり、小テスト、小論文および は、11月 12 日（土）に水道橋校舎本館において実施される。

面接試験が行われた。編入学試験Ａの合格者は、来年度の第

２学年に、学士等特別選抜Ａは第１学年に入学する。なお、
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平成 28 年度第６回水道橋病院教職員研修会開催

▶ウイルス感染症について説明する山岸准教授

平成 28 年 10 月 27 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６回水道橋病院教職

員研修会が開催された。

今回は、「ウイルス感染症（インフルエンザ等）について」

と題して、水道橋病院内科の山岸由幸准教授による講演が行

われた。講演は、ウイルス感染経路の解説に始まり、インフ

ルエンザの概要、症状、診断、予防などについて説明され

た。特に予防については、手洗い、うがい、マスク、ワクチ

ンそれぞれの効果について説明され、医療関係者において

短期大学オープンキャンパス開催

は、自身の職業感染防止の観点、患者や他の職員への施設内

感染防止の観点、およびインフルエンザ罹患による欠勤防止

の、いずれの観点からも、積極的なワクチン接種が勧められ

るとの説明があった。

続いて、ノロウイルスなどの感染性腸炎、血液暴露対象ウ

イルス、4種抗体ウイルスについても説明があり、参加した

教職員は、インフルエンザをはじめとするウイルス感染症に

ついて正しい知識を身につけることができる大変有意義な研

修となった。

▶説明をする石井委員長

平成 29 年６月 26 日（日）と９月３日（日）午前 10 時より、 て説明があり、その後、入学試験に関する解説やキャンパス

水道橋校舎本館短期大学フロアにおいて短期大学オープン ツアー、短期大学教員予定者による個別相談が行われた。６

キャンパスが実施された。はじめに石井拓男東京歯科大学 月 26 日（日）はご父兄を含め 192 名、９月３日（日）は 63 名

短期大学準備委員会委員長による歯科衛生学科の特色につい の参加があった。
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平成 28 年度　大学院歯学研究科入学式

平成 28 年 4 月 4 日（月）午前 10 時より水道橋校舎本館第

2講義室において、平成 28 年度大学院入学式が行われた。

齋藤 淳大学院学生部長の開式の辞に始まり、東 俊文大学院

教務部長より新入生 40 名の紹介があった。その後、

井出吉信学長から、新入生を代表して北村友里恵大学院生

◀宣誓を行う北村大学院生

（歯周病学講座）に入学許可証が授与された。引き続き、井出

学長の訓示、田﨑雅和大学院研究科長、矢﨑秀昭同窓会長の

挨拶の後、新入生代表の北村大学院生が宣誓し、入学式を閉

式した。

平成 28 年度大学院新入生学外総合セミナー開催

◀集合写真

平成 28年 5月 19日（木）から平成 28年 5月 21日（土）

にかけて、静岡県御殿場市にある「時之栖 Hotel Brush Up」

にて平成 28 年度大学院新入生学外総合セミナーが行われ

た。

初日には、まず開講式が行われ、田﨑雅和大学院研究科長

の挨拶、大学院生の自己紹介を行った。続いて口腔科学研究

センターの山口 朗客員教授を講師としてお招きし、「研究の

楽しさ、辛さ：研究で何を得るか？何を失うか？」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

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、村松 敬研究部副部長より、「いい研究と

は？」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。その後、

村松研究部副部長から課題について総括があり、引き続き、

「大学院で何を学び、身につけるか？」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。
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第 401 回大学院セミナー開催
平成 28 年 6 月 24 日（金）午後 6 時より、水道橋校舎新館

第 1 講義室において、第 401 回大学院セミナーが開催され

た。今回は、慶北大学校歯科大学生化学講座准教授の Kim

Jae-Young 先生をお招きして、「Tissue regeneration based 

on the principles of developmental biology in craniofacial

region」と題しての講演をいただいた。

Kim先生はこれまで口蓋、唾液腺、舌や歯と歯周組織の

発生について、器官培養、RT-qPCR、in situ hybridization

や免疫組織化学的手法を用いて研究を行っており、その成果

は多くの論文に発表されている。本セミナーでは、主として

歯の発生に関する研究の中でも、Wnt シグナルを抑制する

Adenomatosis polyposis coli downregulated 1 （APCDD1）と

デスモゾームの構成要素として細胞膜に存在する

Teraspanin transmembrane protein（Perp）に焦点をあてた

研究についてお話しいただいた。英語での講演であったが、

第 402 回大学院セミナー開催

▶講演される竹田先生

平成 28 年 6 月 28 日（火）午後 6 時より水道橋校舎新館 第

1講義室において、第 402 回大学院セミナーが開催された。

今回は東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科細胞生理学

分野の竹田 秀教授を講師にお迎えして「骨と全身のネット

ワークによる代謝調節機構」と題する講演をうかがった。

講演は「骨粗鬆症の患者に脳疾患が認められるケースが多

くあり、『骨』と『脳』に何らかの関係性があると確信した」

という竹田先生の臨床経験から研究がスタートした、との話

▲講演される Kim Jae-Young 先生

多くの美しい染色組織像や、実体顕微鏡像が示されたことか

ら、大学院生や教職員もその内容を十分に理解でき、各自の

研究に役立てることができるものとなった。

から始まった。そして骨は全身の自律神経系、体性神経系、

脈管系などと相互に影響を与え合い健康を維持しているとい

う、これまでの『骨の概念』を覆すストーリーを様々な研究

手法で明らかにしく、竹田先生のこれまでの研究成果をわか

りやすく解説していただいた。多くの大学院生が参加し、研

究内容だけでなく研究の設定の仕方、プレゼンテーションの

手法などについても多くの学ぶことがある、大変内容の濃い

有意義なセミナーであった。
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第 403 回大学院セミナー開催

▲講演される高橋先生

平成 28 年 7 月 4 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 403 回大学院セミナーが開催され

た。今回は、松本歯科大学総合歯科医学研究所特任教授の高

橋直之先生をお招きして、「破骨細胞の形成部位はどのよう

に決定するか」と題した講演をいただいた。高橋先生は昭和

大学に在籍中から現在まで破骨細胞研究に従事し、優れた研

究業績を発表し、破骨細胞研究で世界をリードしている先生

の一人である。

第 404 回大学院セミナー開催

▲講演される妻木先生

平成 28 年 7 月 26 日（火）午後 6 時より、水道橋校舎新館

第 1 講義室において、第 404 回大学院セミナーが開催され

た。今回は、京都大学 iPS 細胞研究所増殖分化機構研究部門

細胞誘導制御学分野教授の妻木範行先生をお招きして、「iPS

細胞技術を使った新たな軟骨疾患研究」と題した講演をいた

今回のセミナーでは、まず高橋先生が破骨細胞研究を始め

た契機について留学中の研究成果なども含めて紹介があっ

た。次いで以下の 3 つの研究内容について自分たちの研究

成果を基に詳細に解説していただくことができた。①破骨細

胞の分化と機能における RANKL-RANKL 系の発見の歴史的

背景、② In  vivo における破骨細胞前駆細胞について

（quiescent osteoclast precursors と RANK-abundant

osteoclast precursors の 同 定 と そ の 性 状）、 ③ RANK-

abundant osteoclast precursors による RANKL の細胞膜局在

誘導。

「なぜ破骨細胞が骨組織のみに存在し、どのように破骨細

胞の形成部位を決定しているのか」に関しては、現状の教科

書から現象論だけを学ぶことは可能だが、その詳細な分子メ

カニズムを理解することは困難である。今回の高橋先生のご

講演は、破骨細胞研究における根源的な問題点を細胞生物学

的に鋭く追求した内容で、多くの大学院生の破骨細胞に関す

る理解を深めただけではなく、特定の研究に対するしつこ

さ、楽しみ方、基礎研究のあり方を再考する機会を与えて下

さったものと確信しており、有意義な大学院セミナーであっ

た。

だいた。

軟骨には関節軟骨と成長軟骨があり、関節軟骨の損傷・変

性は運動障害を引き起こし、変形性関節症の原因となる。成

長軟骨の機能異常は低身長を主訴とする骨系統疾患を引き起

こす。iPS 細胞は多能性に基づく高い分化能を持つため、高

品質な硝子軟骨を誘導し得る。また iPS 細胞はほぼ無限に増

やすことができる。骨系統疾患については、その病態を研究

し、治療薬を探索するためには、病変軟骨は最適な研究材料

である。しかし、患者から軟骨を採取することはほぼ不可能

である。そんな中、iPS 細胞を経て軟骨細胞を培養皿上に作

る技術を使えば、患者軟骨に相当する組織を試験管の中で作

ることができるようになった（疾患細胞モデル）。特に軟骨無

形成症およびタナトフォリック骨異形成症の患者皮膚線維芽

細胞から iPS 細胞を作り、さらに軟骨細胞へ分化誘導した。

そしてそれを用いて病態解析を行い、薬剤スクリーニングを

行った結果、スタチンが特に有効性が高いことが示され、早

期の臨床応用が期待される。
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第 405 回大学院セミナー開催
平成 28 年 8 月 12 日（金）午後 6 時より、水道橋校舎新館

第 1 講義室において、第 405 回大学院セミナーが開催され

た。今回は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校歯学部ワイ

ントロープ研究所教授の西村一郎先生をお招きして、「顎骨

疾患と口腔バリアー免疫細胞のプラスティシティー」と題し

た講演をいただいた。

口腔粘膜は皮膚・腸粘膜と同様に、外部と接するバリアー

組織であり、外部からの感染、熱刺激、創傷から防御する特

異な免疫系がある。バリアー組織内にはリンパ系免疫細胞が

常在し機能していることが知られているが、骨髄系免疫細胞

は血流からバリアー組織に浸潤するとされているものの、ど

のように特化して機能するかについては未だ解明されていな

い。西村先生の研究室では、慢性炎症などにより引き起こさ

れる顎骨疾患の原因を解明するためにバリアー免疫細胞の動

向を明らかにすることが重要であると考え、ビスフォスフォ

ネート（BP）製剤の副作用として注目されている顎骨壊死

（ONJ）を顎骨疾患モデルとして用いて、破骨細胞やバリアー

免疫細胞がその病態にどのような影響を及ぼしているのかを

検討している。

今回の講演では、口腔粘膜バリアー細胞の 1 つであるγ

δT細胞の発現抑制モデルマウスは、BP製剤の投与と抜歯

による ONJ 発症様式、特に上皮過形成の変化に影響がある

ことが解説された。また、ONJ モデルにおける破骨細胞の

第 406 回大学院セミナー開催
平成 28 年 9 月 14 日（水）午後 6 時より、水道橋校舎南棟

会議室において、第 406 回大学院セミナーが開催された。

今回は、日本大学松戸歯学部放射線学講座教授の金田 隆先

生をお招きして、「顎口腔の CT、MRI による画像診断：原

理および鑑別診断から術後判定まで」と題した講演をいただ

いた。

コンピュータや医療機器の進歩に伴い CT や MRI 検査が

普及してきた。両検査法は似た画像だが、CTはエックス線

吸収率から水を基準とする CT 値を利用し、MRI は磁場を利

用し水素を画像化する検査法であり、性質は異なる。

CTは高い時間および空間分解能により、外傷や心臓など

動く臓器へ臨床応用が可能で、造影により鑑別診断や予後判

定に用いられる。MRI は高い組織分解能を有し、T1、T2強

調像や造影 T1 強調像以外に種々の撮像法があり、これらの

画像から診断を施す。多くの疾患は正常組織より水分量が変

化するため、これらの信号を正常組織と比較し病変の進展範

囲や鑑別を行う。撮像法や正常組織の信号強度の理解は診断

▲講演される西村先生

NK細胞に対する影響や Ly6G＋/Gr1＋骨髄系細胞の関与を

検討した実験の結果から、これらの細胞のプラスティシ

ティー（可塑性）が病態形成に関与しており、これらをさらに

解明していくことで ONJ の治療や予防の戦略につながる可

能性があるとのことであった。

今回のセミナーを通じて、口腔組織におけるバリアー免疫

細胞の知識を深めるとともに、顎骨疾患に対する戦略的な研

究への方向性を示していただいた。講演後には大学院生から

活発な質問や意見交換がなされ、非常に有意義な講演内容で

あった。

▲講演される金田先生

に必要である。

顎口腔における CT、MRI 検査に関し、①原理と検査時に

注意する点、②臨床例の供覧と鑑別診断と術後判定、③最新

の顎口腔領域への応用等について今後の課題と知見を講演い

ただいた。
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平成 28 年度　大学院 Elective Study 開催

◀参加者の集合写真

平成 28 年度の大学院 Elective Study は、US-Japan Forum

の主催で、平成 28年 8月 26日 ( 金 ) から 9月 26日 ( 月 )

までの日程で「グローバルプロ養成プログラム」を実施し

た。事前の選考により、楊 隆強大学院生（小児歯科学講座）

と池田雄介大学院生（オーラルメディシン・口腔外科学講座）

が参加した。本学以外にも 9 大学（岩手大学、大阪大学、京

都大学、熊本大学、島根大学、東京大学、東京工業大学、新

潟大学、福岡工業大学）から 14 名の参加があり、普段接す

ることがない地域や異なる分野の学生達と一緒に研修を行っ

た。プログラムの前半は、アメリカシリコンバレー近郊の企

業や教育機関にて、海外で活躍する日本人の指導を受けなが

ら２週間の実習を体験し、後半は、アメリカの多民族文化と

科学技術のメッカでもあるカリフォルニア州サンノゼ市近郊

のシリコンバレーを中心に、大学や企業を訪問し、異なる文

化や価値観を学んだ。また、海外で活躍する起業家やコンサ

ルタントによる講演会、研究者や技術者とのディスカッショ

ンを行った。

さらに、サンノゼ州立大学にて開催する「日米未来フォー

ラム」に参加し、日米間の歴史を学び、今後の日米関係や世

界のあるべき姿についてのディスカッションと発表を行い、

参加した大学院生にとって貴重な経験となった。
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長期海外出張報告

クラウンブリッジ補綴学講座　野本俊太郎　講師

私は 2015 年 4月 1日から 2016 年 3月 31日までの 1

年間、長期海外出張させていただきました。私の出張先であ

るボストン大学は、全米でも有数の規模を誇る総合大学で

す。1839 年に設置され、古くから有色人種、女性や留学生

の受入れを積極的に行ってきました。現在学生数は約

30,000 人（大学約 16,000 人、大学院約 13,000 人）で、約

130 か国から 8,450 人の留学生と、約 80 か国から 1,100

人の留学研究生が学んでいます。

キャンパスは広大なメインキャンパスと、サウスボストン

エリアにメディカルキャンパスがあります。私が出張した講

座 は Goldman School of Dental Medicine（GSDM）の

Restorative Sciences & Biomaterials 講座といいます。主任

教 授 はDan  Nathanson 先 生 で 本 学 客 員 教 授 で あ る

山本英夫先生が臨床教授を務めています。メディカルキャン

パスに病院併設で臨床教育を行う GSDM Building がありま

す。その近くの Instructional Building に、私が研究をして

いたラボはあります。私はメディカルキャンパスに主に通っ

ていましたが、コミュニケーションやプレゼンテーションに

関する勉強はメインキャンパスで行っていました。

私の配属された研究グループでは主に審美修復材料やイン

プラント関連材料の物理的特性について研究しています。当

講座には世界中の歯科材料メーカーから製品や試作品の検査

や開発サポートに関する依頼がきています。

私はクラウンブリッジ領域に利用される歯科材料の物性調

査に関するプロジェクトに参加しました。実験内容等につい

て簡潔にご紹介します。

①プロビジョナル用コンポジットレジンの物理的性質の比較

ビスアクリル系プロビジョナル用コンポジットレジン

TempSmart（GC）, Versa-Temp（Sultan）, Protemp Plus（3M

ESPE）, Turbo Temp2（Danville）にエイジングを関連させて調

査しました。TempSmart が曲げ強さ , 曲げ弾性率 , 圧縮強

さ , 圧縮弾性率および破壊靭性値の各パラメータで概ね優れ

た物理的特性を示しました。

②コンポジットレジンとセラミックスの 2 体摩耗試験

各 種 コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ンNovaPro Flow（Nanova

Biomaterials） , Filtek Supreme Ultra Flowable Restorative

（3M ESPE） , SureFil SDR Flow（Dentsply） , Dentex Flow

（Dentex Dental Materials）, G-aenial Universal Flo（GC）とア

ンタゴニスト Vita MarkⅡ（Vita）との二体摩耗試験を 50,000

サイクル行い試料としました。得られた試料を表面粗さ

（Ra）、質量変化、SEM観察などで評価し比較検討しました。

③焼成後ジルコニアに対する各研磨方法の比較

焼成後ジルコニア YZ Block（Vita）に対し、Zircon master

kit diamond bur#Z732 にてグラインディング後、ポリッシ

ングカップ Zir-Cut rubber polishing cups（Axis Dental）で研

磨し試料としました。これを 3 種類のダイアモンドペース

ト、Diamond Paste（American Diamond Supply）、Zircon-

Brite（Dental Ventures of America）、Allbright（Harvest

▶ American Association for Dental Research（AADR）での
筆者。発表のポスター前にて（左からYuwei  Fan 助教、
Jeffrey W. Hutter 学長、筆者、Dan Nathanson 教授）
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Dental Lab）を使用し最終研磨まで行いました。これらを表

面粗さ（Ra）と Gross index を計測し比較検討しました。

①については帰国直前の 2016 年 3 月に Los Angeles で開

催された American Association for Dental Research（AADR）

学術大会で発表しました。②、③の研究結果も 2016 年 6

月に韓国で開催される International Association for Dental

Research（ IADR）学術大会で発表予定です。いずれも学術専

門誌への発表を予定しています。

私は多くのプロジェクトに参加したことで、さまざまな研

究機器の使用方法を幅広く習得することができました。機器

の一部は研究室で自作されており、同じものは手に入りませ

んが得られたアイデアを活かして本学でも新しい研究機器を

作り出すことも可能だと思いました。

おわりに、このような大変貴重な機会を与えてくださいま

した井出吉信学長、クラウンブリッジ補綴学講座　佐藤 亨

主任教授ならびにご支援賜りました関係各位に厚く御礼申し

上げます。またボストン大学 Dan Nathanson 教授、滞在の

準備段階からお世話して頂きましたクラウンブリッジ補綴学

講座　山本英夫客員教授、そして不在期間を支えてくださっ

たクラウンブリッジ補綴学講座の皆さまに感謝申し上げま

す。

▲ Restorative Sciences & Biomaterials 講座研究室の風景。研究に関わるさまざまな機器が無数に置かれていた
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小島佑貴大学院生 93 回日本生理学会大会で学生ポスター賞を受賞
平成 28 年 3 月 22 日（火）から 24 日（木）に開催された第

93回日本生理学会大会札幌コンベンションセンター（札幌

市）において、生理学講座の小島佑貴大学院生が学生ポス

ター賞を受賞した。本賞は次世代の優れた生理学者を育成す

るため、学部生・大学院生が筆頭著者である一般演題から、

研究ならびにポスター形式の優れたものを選定し、授与され

る学術賞である。受賞演題名は「A voltage-dependent K＋

current in rat odontoblasts」であり、近年歯痛の感覚受容器

として注目されている象牙芽細胞についての生物物理学的・

電気生理学的特性解明の内容であった。急性単離した象牙芽

細胞膜に発現している電位依存性イオンチャネルについて研

究し、遅延整流性電位依存性 K＋チャネルの発現が示され

た。昨年受賞した FAOPS（アジアオセアニア生理学会連合） ▲授賞式での高井章大会長（右）と小

第 8 回タイ・バンコク大会 Young Scientist Award の内容
島大学院生

に、更に薬理学的研究結果を加えた内容であった。今後は、

象牙芽細胞に発現しているイオンチャネルの同定、そして臨

床応用への発展が期待される。 ▲大会会場での澁川義幸准教授（左）
と小島大学院生

口腔病態外科学講座　星野照秀大学院生　
第 70 回日本口腔科学会総会・学術大会で若手優秀ポスター賞を受賞
平成 28年 4月 15日（金）から 4月 17日（日）に福岡国際

会議場で行われた第 70 回日本口腔科学会総会・学術大会で

口腔病態外科学講座の星野照秀大学院生が若手優秀ポスター

賞を受賞した。本賞は若手演者の中から事前の抄録を審査

し、若手優秀ポスター賞ノミネート演題として採択された演

題から、さらに学術大会におけるポスター発表内容の優れた

ものに対して授与されるものである。星野大学院生は「老化

促進モデルマウス咬筋を用いた咀嚼筋サルコぺニアの検討」

と題する発表を行い、選考の結果、今回の受賞となった。

研究は、要支援、要介護の前段階として提唱された「虚

弱」の概念から、主要因であるサルコぺニア（筋肉の減弱）に

注目した。口腔領域では先行研究で口腔機能とサルコぺニア

の関連ついて地域在住高齢者 761 名を対象とした調査を行

い、咀嚼機能の低下が年齢と同様のオッズ比を有するサルコ 重、筋湿重量、筋線維横断面積、免疫組織化学染色（速筋線

ペニアの関連因子であると報告している。本研究は咀嚼機能 維 TypeⅡa,Ⅱb）で行った。その結果、筋線維横断面積の縮

とサルコぺニアの関連をより明確化することを目的とした 小と速筋線維 TypeⅡbの構成比率の減少を認めた。長趾伸

Translational Research であり、咀嚼機能の中心的役割を果 筋などの下肢の筋肉におけるサルコぺニアの組織化学的変化

たす咀嚼筋の加齢変化を免疫組織化学的に観察し、咀嚼筋サ と同様の結果であったことから、SAM咬筋にもサルコぺニ

ルコぺニアについて考察したものである。研究内容は通常よ アが起きていることが示唆された。咀嚼機能とサルコぺニア

り老化が促進され、ヒトの老齢期に高頻度に観察される老化 の関連が基礎的研究で明らかにされることで、全身的観点か

病態を自然発症する老化促進モデルマウス（SAM）の咬筋を ら口腔の虚弱における対策が検討できるため、超高齢社会の

用いて、12週齢（若齢期）、40週齢（老齢期）、55週齢（老齢 現代において今後の研究が期待される。

後期）おける免疫組織化学的変化を観察した。評価項目は体

▲授賞した星野大学院生（左）と片倉 朗教授
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タイ・Mahidol 大学
小児歯科学講座の先生が来校

東チモール歯科医師会の先生が
来校

平成 28 年 5 月 23 日（月）にタイ・Mahidol 大学小児歯科

学講座 Panit Banditsing 教授をはじめ 14 名の先生が本学を

訪問されました。5月 26 日（木）〜28日（土）に開催された

第 10 回アジア小児歯科学会 / 第 54 回日本小児歯科学会（大

会長：新谷誠康）に参加されるために来日され、本学病院施

設を見学の後、井出吉信学長を表敬訪問されました。本学の

歯科医療や教育現場を大変熱心に見学され、本学がアジア諸

国における歯科医療の発展に寄与することを期待しておられ

ました。ご協力いただきました各科の先生に御礼を申し上げ

ます。

（記・小児歯科学講座　教授 新谷誠康）

平成 28 年 5 月 30 日（月）に東チモールの歯科医師である

Ivonia Alves Ribeiro 先生が本学を訪問されました。Ribeiro

先生は 5 月 28 日に開催された第 10 回アジア小児歯科学会

のシンポジウムのために来日され、本学卒業生であり

NGO・アジア歯科保健推進基金代表である村居正雄先生と

ともに本学施設を見学の後、井出吉信学長を表敬訪問されま

した。同国の歯科医師は人口 120 万人に対し 8 名しかおら

ず、今後の東チモールの歯科医療発展のために本学との交流

が続くことが期待しておられました。ご協力頂きました各科

先生に御礼申し上げます。

（記・小児歯科学講座　教授 新谷誠康）

第 10 回アジア小児歯科学会（Pediatric Dentistry Association of
Asia: PDAA）大会および第 54 回日本小児歯科学会が開催される

▲アジア小児歯科学会および国際小児歯科学会ボードメンバーとの記念撮影

平成 28 年 5 月 26 日（木）から 28 日（土）、水道橋校舎新

館血脇記念ホールと東京ドームホテルにおいて第 10 回

PDAA 大会が第 54 回日本小児歯科学会と併催された。

Pediatric Dentistry Association of Asia（PDAA：アジア小児

歯科学会）はアジア地域とその周辺諸国の小児の口腔健康を

改善する事を目的として、1996 年に設立され、翌 1997 年

に第 1 回大会が町田幸雄先生（本学名誉教授）を大会長に開

催されて発足した学会である。今回は “Kizuna （絆）-Greater 

Solidarity for Asian Children” という大会テーマを掲げての

開催となった。30の国と地域から 2,150 名

以上が参加し、プレコングレスセミナーに始

まり、6つのシンポジウムと 20 のセミナー

やレクチャー、315 題（英語演題 255 題、日

本語演題 60 題）の一般演題発表が行われた。 

“Country Reports from outside of PDAA-

Kizuna（絆）Symposium” は本大会のテーマ

を反映させたメインシンポジウムであり、ア

ジア小児歯科学会参加国以外のアジア途上国

（ネパール、ミャンマー、東チモール、ベト

ナム、トンガ）からシンポジストを招待し、

各国の小児歯科の現状をお話しいただいた。

アジアは広大であり、歯科的発展途上国の方

が多い。また、ほとんどの国で歯科医師不足

が深刻である。今回、このシンポジウムに参

加いただいた東チモールでは 120 万人の国民に対して歯科

医師は 8 人である。当然、自国の歯科医師養成機関はない。

アジア小児歯科学会創設から約 20 年、まだまだ我々は学会

創設当初の目的達成に至る道半ばにいると認識させられた学

会であった。

（記・第 10 回アジア小児歯科学会大会（Pediatric Dentistry

Association of Asia: PDAA）および第 54 回日本小児歯科学会 

大会長・東京歯科大学・小児歯科学講座　教授 新谷誠康）
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阿部伸一教授延世大学校歯学部で講義

▶授業を終えて元気な学生達との記念撮影

平成 28 年  6 月  10 日（金）、延世大学校（姉妹校：ソウ キャンパス（インチョン）で英語のみの環境下にて教養科目

ル・韓国）において、同校第 2 学年に解剖学講座の阿部伸一 （一部基礎科目）の教育を受けてきており、またすでに頭頸部

教授（延世大学校歯学部外来教授）が「臨床解剖学」と題した 系統解剖学の講義を終えていたため、講義は Q&Aの対話形

正規のカリキュラム内の講義を行った。延世大学校では昨年 式で解剖学的知識を確認しながら進めることができたとのこ

度より、第 1 学年は新しいソンドン・インターナショナル とであった。

櫻井 薫教授、山根源之名誉教授　日本老年歯科医学会賞（渡邊郁馬賞）を受賞

▶受賞した櫻井教授（右）

平成 28 年 6 月 18 日（土）と 19 日（日）にアスティとくし

ま（徳島県立産業観光交流センター）で行われた一般社団法人

日本老年歯科医学会第 27 回学術大会・総会において、老年

歯科補綴学講座の櫻井 薫教授ならびに山根源之名誉教授が

平成 27 年度日本老年歯科医学会賞（渡邊郁馬賞）を受賞し

た。

受賞著書は「老年歯科医学（医歯薬出版）」であった。この

賞は、日本老年歯科医学会 初代理事長である渡邊郁馬氏の

名に由来し、著書が老年歯科医学の発展に寄与するところ大

であることから今回の受賞となった。
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西井 康講師、吉野直之大学院生 
第 26 回日本顎変形症学会総会・学術大会で優秀ポスター賞を受賞

平成 28年 6月 24日（金）と 25日（土）に一橋講堂・学術

総合センター（千代田区）で開催された第 26 回日本顎変形症

学会総会・学術大会において、歯科矯正学講座の西井 康講

師、吉野直之大学院生の 2 名が、優秀ポスター賞を受賞し

た。これは、第 26 回日本顎変形症学会総会・学術大会が指

定した委員の厳正なる審査の結果、優秀演題として採択され

た筆頭演者に授与されるものである。

西井講師は、「顔面非対称症例における下顎アーチフォー

ムの検討」と題し、顔面非対称患者において、顎骨、歯槽

骨、歯軸の左右差がアーチフォームにまで影響が及んでいる

かを検討した。結果として、顔面非対称患者の下顎歯列形態

の特徴として偏位側の大臼歯から小臼歯にかけての舌側傾

斜、非偏位則の頬側傾斜自体はアーチフォームには大きく影

響を受けていないが、左右臼歯の連結部となる前歯部、特に

偏位則の側切歯から犬歯にかけてアーチの膨らみが観察され

た。また、対称群との比較においては、アーチフォームは犬

歯部における非偏位側での舌側位および偏位側での唇側位が

見られ特徴的なアーチフォームの非対称が観察された。本研

究結果より、術前矯正においてはアーチの対称性を図るため

に、臼歯部の歯軸の整直と同時に、前歯部アーチの対称性を

得ることが重要であることが示された。

吉野大学院生は、「馬蹄形型 Le Fort Ⅰ型骨切術を用いた

上下顎移動術に伴う気道形態の検討」と題した示説発表を

行った。これまで顎矯正手術前後の気道形態変化に関する報

告は多いものの、本術式と気道形態に関する報告は極めて少

ない。そこで馬蹄形 Le FortⅠ型骨切術による気道形態の変

化について側面 X 線規格写真による二次元的分析に加え、

CTによる三次元的分析を行い報告した。本研究は CT 画像

データを元に術前後の気道を抽出し、それらを重ね合わせ

し、術前後の気道形態の変化を視覚化した。本研究の結果か

ら下顎骨の後方移動量が大きく、気道の中咽頭 - 下咽頭領域

の狭窄が認められたが、それに関わらず上咽頭領域の狭窄は

少ないことがわかった。

これら 2 演題は、臨床に即した疑問が提示され多くの参

加者の興味を集め、研究の質の高さが評価されたことから、

今回の受賞に至ったものである。今後のさらなる発展が期待

される。

◀受賞した西井講師（右から 3 番目）、吉野大学院生（右から 2 番目）と
末石研二教授をはじめとする共同発表者
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髙橋香央里大学院生　第 46 回日本神経精神薬理学会年会で
JSNP Student/Resident Research Award 2016 を受賞
平成 28 年 7 月 2 日（土）から 3 日（日）に韓国・ソウルの

COEXで開催された第 46 回日本神経精神薬理学会年会で歯

科麻酔学講座の髙橋香央里大学院生が JSNP  Student/

Resident Research Award 2016 を受賞した。本賞は 40 歳以

下の研究者の一般演題の中から研究内容が優れた 8 題に贈

られた学術賞である。受賞演題名は「レミフェンタニル・プ

ロポフォール全静脈麻酔中にフェンタニルの追加投与を必要

とした症例の遺伝子多型」である。フェンタニルとレミフェ

ンタニルの代謝はその過程が異なる。フェンタニルは奏効に

対する個人差の報告は多くあるが、レミフェンタニルの奏効

に関する個体差の原因は明らかとなっていない。本症例は術

中のペインコントロールがレミフェンタニルで十分に図れな

かったにもかかわらずフェンタニルでは十分なコントロール

が図られた。そして、フェンタニル代謝に関わる 2 つの遺

伝子多型の代謝が遅くフェンタニルが奏効すると考えられる

▶受賞した髙橋大学院生

稀な遺伝子型であったことは、この遺伝子型がフェンタニル

奏効の理由である可能性を示唆し、今後レミフェンタニル奏

効の個人差の解明に関与する可能性が考えられた。

小島佑貴大学院生　2017 年 IADR Hatton Awards 日本代表候補者に選出
平成 29 年 3 月 22 日（水）から 25 日（土）に開催される第

95回 International Association for Dental Research（IADR）

General Session & Exhibition（San Francisco, Calif., USA）に

おける、IADR Hatton Awards の日本代表候補者に生理学講

座の小島佑貴大学院生が選出された。本賞は、次世代の優れ

た歯学研究者を育成するため、世界各国・各地域にて選出さ

れ た 学 部 生・ 大 学 院 生 が IADR の General Session &

Exhibition にて競い合う学術賞である。抄録や研究の意義に

ついて問う書類選考（一次選考）の後、平成 28 年 9 月 2 日

（金）に英語での 10 分間プレゼンテーションおよび 8 分間の

質疑応答による口頭発表（二次選考）で選考が行われ、4名の

日本代表者の一人として選出された。本学の学生・大学院生

が候補者に選出されるのは 8 年ぶりで、小島大学院生とし

ては 4 年生時に選出されて以来 8 年ぶり 2 度目である。

受賞演題名は「Depolarization activates slow-activating

potassium ion channels in rat odontoblasts」で、急性単離

した象牙芽細胞膜に発現している電位依存性 K＋チャネルが

石灰化の機序に関与している可能性を示した演題である。研

究の質の高さ、臨床に応用できる可能性が高く評価されたも

のと思われる。本研究内容は、昨年度受賞した日本生理学会

学生ポスター賞の研究に、石灰化研究結果を加えた内容であ

る。今後は、本格的な臨床応用への発展が期待される。
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森川貴迪助教　第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」で優秀発表賞を受賞

平成 28 年 9 月 3 日に、日本歯科医学会主催の歯科医師会

館にて行われた第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研

究を推進する集い」で口腔顎顔面外科学講座の森川貴迪助教

が優秀発表賞を受賞した。森川助教は「光学機器による口腔

粘膜疾患の解析」の演題で発表を行った。口腔粘膜疾患には

様々な病態が存在し、前癌病変や前癌状態、口腔癌など診断

に苦慮する場合も少なくない。診断には生検が必要である

が、侵襲を伴う。一方、光学機器は非接触のため侵襲がな

く、繰り返し施行が可能である。光学機器では 400〜

460 nmの青色光を照射し、反射光を観察する。正常組織で

は自家蛍光により蛍光可視が保持される（FVR）のに対し、上

◀受賞した森川助教（左）と紫原孝彦教授

皮異形成・癌ではコラーゲン架橋構造の破壊などにより自家

蛍光が低下し、蛍光可視の低下が起こる（FVL）。

光学機器による評価は、主に視覚的評価であったが、本発

表では画像解析を加えることで、数値化し半定量的評価を行

い、口腔癌の鑑別および癌治療についての有効性について検

討した。前癌病変と口腔癌の鑑別が可能であった。これらの

集積を行い、腫瘍の可視化を目指すと報告した。半定量的評

価は、現在まで報告はなく、有意義である。今後、症例数の

蓄積と病態解析を行っていく予定である。

口腔癌の鑑別および癌治療について、大いに期待される。

▲受賞した久保大学院生（左）と櫻井 薫教授

久保慶太郎大学院生　第 20 回日本補綴歯科学会東京支部学術大会で優秀発表賞を受賞
平成 28 年 9 月 24 日（土）に日本歯科大学（千代田区）にお

いて第 20 回日本補綴歯科学会東京支部学術大会が開催され

た。その中で前年の東京支部学術大会で決定された賞の表彰

式が行われ、老年歯科補綴学講座の久保慶太郎大学院生が優

秀発表賞を受賞した。同賞は審査により 26 演題の口頭発表

の中から 4 演題に与えられた。受賞演題は軟質裏装材を応

用したインプラントオーバーデンチャーの維持力に影響を及

ぼす材料特性である。

本研究は、軟質裏装材を応用したインプラントオーバーデ

ンチャーの維持力に影響を及ぼす材料特性を明らかにしたも

ので、その科学性の高さとともに歯科補綴学の向上に寄与す

る可能性の高さが評価されたことから、今回の受賞に至った

ものである。本研究の今後の発展が期待される。

60



トピックス

278 号　2016年 10月 31日発行

石塚洋一講師、鈴木誠太郎大学院生 第 75 回日本公衆衛生学会総会で示説（ポスター）賞を受賞

▲受賞した石塚講師

平成 28 年 10 月 26 日（水）から 28 日（金）にかけてグラン

フロント大阪（大阪市）で開催された第 75 回日本公衆衛生学

会総会において、衛生学講座の石塚洋一講師、鈴木誠太郎大

学院生の 2 名が、示説（ポスター）賞を受賞した。本賞は審

査により、1191 題のポスターの中から 41 題に与えられた。

石塚講師の演題名は「勤務形態の違いによる口腔内の状態

及び口腔保健行動の比較」で、本研究では夜間勤務を含むシ

フト勤務の者 351 名と日中勤務でシフト勤務ではない者

325 名の各群を比較検討した。従属変数を未処置歯の有無

とした多重ロジスティック解析を行った結果、夜勤ありの

者、喫煙習慣がある者、BMI≧25 の者に未処置歯がある者

が多かった。夜間勤務を含むシフト勤務が口腔内の問題を引

き起こす可能性が示唆された。今後、夜勤を含むシフト勤務

者における、これらの問題を引き起こす要因のさらなる解明

が必要である。

▲受賞した鈴木大学院生

鈴木大学院生の演題名は「成人における定期的な歯科受診

に関与する要因について」であり、本研究では 30〜69 歳の

ホワイトカラー 1023 名を解析対象とした。従属変数を定期

的な歯科受診の有無とした多重ロジスティック解析を行った

結果、平日の朝食にかける時間が 5 分以上の者、就寝前の

歯磨きをしている者、1回の歯磨きの時間が 3 分以上の者、

シフト勤務でない者、仕事に働きがいがあると感じている者

に定期的な歯科受診をしている者が多かった。特にシフト勤

務および職業性ストレスと定期的な歯科受診との関連が認め

られたことから、労働環境の改善が定期的な歯科受診を促す

ことにつながる可能性が示唆された。

これら 2 演題は、歯科関係者だけでなく多くの参加者の

興味も集め、発表では活発な討論が行われた。本研究の今後

の発展が期待される。
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学生会ニ ュ ー ス 

平成 28 年 4 月 1 日（金）午後 1 時より、さいかち坂校舎 「教養の立場から」、片倉 朗教務部長より「教務部の立場か

第 1 講義室において、新入生を対象としたオリエンテー ら」、佐藤 亨学生部長より「学生部の立場から」と題して、

ションが実施された。 それぞれ概要説明が行われた。

井出吉信学長より「新入生に寄せて」、一戸達也副学長よ つづいて、学生証用の顔写真撮影を行い、オリエンテー

り「学生生活の心構え」、森田雅義教養科目協議会幹事より ションは無事終了した。

学生会主催新入生クラブ紹介
平成 28 年 4 月 9 日（土）午前 10 時より、学生会主催によ

る新入生オリエンテーションが、水道橋校舎新館血脇記念

ホールにおいて開催された。

はじめに、総務委員長の下山圭太君（第 5 学年）より開会

の挨拶、趙 顯哲君（第 4 学年）から学生会および東歯祭実行

委員会の活動内容説明が行われた。

去年に引き続き血脇記念ホールで行われたクラブ紹介は午

前・午後の 2 部制で行われ、参加した新入生・編入生・歯

科衛生士専門学校生は長時間の発表にもかかわらず、笑顔で

満足した表情をしていた。

恒例の呼び出しは例年通り熱気を帯び、所属するクラブの

▲新入生を前に Big Band Jazz 部が素晴らしい演奏を披露 名前が呼ばれると大歓声が巻き起った。恥ずかしそうな新入

生を笑顔で迎える先輩部員の嬉しそうな顔が見受けられた。

今年も大盛況のうちに学生会主催新入生オリエンテーション

を終えることができた。

▲懇親会および新歓・登院コンパでの現役部員とOB・OG

平成 28 年度新入生・編入生合同オリエンテーション実施

平成 28 年度東京歯科大学バドミントン部総会開催
活動・会計報告、今年度の活動・会計案に加え、水道橋へ移

転した学生に対するサポートの仕方等について討議がなされ

た。また、再来年はバドミントン部設立 40 周年を迎えるた

め、設立時の状況を知る先生方や各年代の先生方からお話を

伺い、バドミントン部の歴史をまとめた記念誌を作成し、思

い出を振り返るだけでなく、現役の学生や若い先生方に知っ

てもらうための計画が決定した。

総会終了後、御茶ノ水銀座アスターにおいて OB 会懇親会

兼学生新歓・登院コンパが開催された。学生の活動報告や新

入生および登院生の挨拶、先生方の近況報告などが行われ

平成 28 年 7 月 24 日（日）に、水道橋校舎本館 6 階におい た。本年度は新入生が 5 名。経験者も増え、今後の部活の

てバドミントン部 OB 総会が開催された。本会では前年度の 発展にますます期待が持てそうだ。

（記・H27卒　役山嵩晃）
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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）

片倉 朗監著；野村武史、佐藤一道、澁井武夫著「オーラルメディシンに基づいた次世代の歯科診療」クイテッセンス出版、2016
福田謙一著「フローチャートでわかる歯科医院における 50 の痛み」医歯薬出版、2016

「読みたい論文を最速で入手する！文献検索講習会」を開催
平成 28 年５月９日（月）から６月３日（金）にかけて本館図

書館グループ学習室において、文献検索講習会が開催され

た。「読みたい論文を最速で入手する！」をキーワードに医

学文献の検索に役立つデータベースである「医中誌 Web」、

「PubMed」、「Scopus」や「電子ジャーナル・学認」につい

て、効率よく検索し、論文を短時間で入手する方法につい

て、一コマ 45 分程度で解説・演習を行った。

全日程で 29 名の参加があり、アンケートでは、「とても

分かりやすい説明で納得しました」「ステップごとに十分な

説明があり、知識も豊富で分かりやすかった」「実際に検索

する機会があったことがよかった」「文献検索を行ううえで

過去と今後に引用されているものが検索できるのはありがた

い」といった回答があり、大変好評を得た結果となった。

阿部潤也図書課長 平成 28 年度 機関リポジトリ新任担当者研修

（NII 会場 第 1 回、第 5 回）で講演

平成 28 年 6 月 23 日（木）から 24 日（金）、国立情報学研


究所（千代田区）にて開催された、平成 28 年度 機関リポジ


トリ新任担当者研修（NII 会場 第 1 回）において、阿部潤也図


書課長が講師として招かれ、「機関リポジトリ概論」と「コ


ンテンツ構築」のテーマで講演をした。同じく、平成 28 年


10 月 27 日（木）から 28 日（金）、国立情報学研究所（千代田


区）にて開催された、平成 28 年度 機関リポジトリ新任担当


者研修（NII 会場 第 5 回）にて、「機関リポジトリ概論」の 


テーマで講演をした。


▲文献検索講習会風景

▲講演する阿部図書課長
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阿部潤也図書課長　
私立大学図書館協会東地区部会 2016 年度研修分科会にて講演

平成 28 年 7 月 7 日（木）、明治学院大学白金キャンパス

（港区）において開催された私立大学図書館協会東地区部会

2016 年度研修分科会にて、阿部潤也図書課長が講演を行っ

た。第 2 回目のテーマは「機関リポジトリについて知る」

と題した内容である。本学でも進めている機関リポジトリの

普及、推進のための講演であり、参加者多数となり好評で

あった。

◀講演する阿部図書課長

オープンアクセス担当者説明会開催
平成 28 年 10 月 20 日（木）午後 6 時より、水道橋校舎本

館・西棟ラウンジにおいて、平成 28 年 11 月 8 日（火）午後

6時より、市川総合病院講義室 1 において、各部署より選任

されたオープンアクセス担当者（研究年報担当者兼任）を対象

とした説明会を開催した。本説明会は東京歯科大学オープン

図書館・大学院共催セミナー開催

▶講演される逸村先生

平成 28 年 10 月 20 日（木）午後 6 時より、水道橋校舎本

館・西棟ラウンジにおいて、オープンアクセスウィーク特別

企画として、筑波大学図書館情報メディア系教授の逸村 裕

アクセス方針採択（平成 28 年 4 月 12 日）に伴い開催された

もので、オープンアクセスの概要等について説明し、担当者

には部署内で執筆された論文の「著者最終版」原稿ファイル

の提出を依頼した。

先生をお招きし、「学術論文の今日とオープンアクセス」と

題して、ご講演いただいた。本セミナーは第 407 回大学院

セミナーとの共催である。

講演では、研究の楽しさや自身の研究の概要などから始ま

り、学術情報流通における喫緊の課題である、学術雑誌価格

の値上がり（シリアルズクライシス）の状況や、日本の学術情

報生産の不振という現状について触れ、オープンアクセスや

オープンサイエンスについてお話しいただいた。更に我が国

のオープンアクセス化における近年の動向として「ミスコン

ダクト」が挙げられ、研究において疑いを招くような行為や

ミスをしないようにと念を押して締めくくられた。

アンケートでは「日本の学術情報の現状やオープンアクセ

スについて知識を深めることができた」、「とても興味深かっ

た」といったような感想が大多数を占めた。当日は大学院生

を中心として 104 名の参加があった。

「読みたい論文を最速で入手する！医学文献検索講習会」開催
平成 28年 10月 31日（月）と 11月 2日（水）に水道橋校

舎本館図書館グループ学習室において、医学文献検索講習会

が開催された。「Scopus･JCR」や「電子ジャーナル・学認」

について、効率よく検索し、論文を短時間で入手する方法に

ついて、一コマ 45 分程度で解説・演習を行った。また、今

回より文献管理ソフト「Mendeley」について新規開講した。

両日で 5 名の参加があり、アンケートでは、ほとんどの方

が今回の講習会の内容について、今後文献検索を行う上で

「大変役に立つ」または「役に立つ」と回答しており、好評

を得た結果となった。
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歯科衛生士校ニ ュ ー ス 

平成 28 年度歯科衛生士専門学校入学式挙行

▲入学式後の集合写真

平成 28年 4月 6日（水）午後 1時 30分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて東京歯科大学歯科衛生士専門学

校第 68 期生の入学式が挙行された。御来賓、学校関係者、

在校生ならびに新入生保護者臨席のもとに厳粛な雰囲気の中

で挙行された。

久永竜一学生部長の司会のもと、まず国歌斉唱が行われ

た。そして、新入生は髙橋俊之副校長から呼名により紹介さ

れた後、井上 孝校長からの訓辞を緊張の面持ちで受けた。

続いて、東京歯科大学理事長の水野嘉夫先生、東京歯科大学

学長の井出吉信先生ならびに歯科衛生士専門学校同窓会会長

の市川明美様からご祝辞をいただいた。

在校生を代表して 3 年生の野田ひかるさんが歓迎の辞を、

そして新入生代表の樋口朋華さんが誓詞を述べた。次に新入

生には校長より歯科衛生士専門学校の徽章授与が行われ、新

入生代表の伊藤美玖さんの襟に徽章は輝いた。最後に在校生

のリードで出席者全員が校歌を斉唱し、式は滞りなく終了し

た。

入学式に続き、杉山哲也教務部長から、ご臨席頂いた来賓

の方々および教育に携わる教員と職員が紹介された。記念写

真の撮影終了後、保護者の方々に対して校長、副校長、教務

部長、学生部長からの挨拶と学校生活についての説明が行わ

れ、入学式のすべての日程を終了した。
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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ご父

兄の皆様方も、お喜びのことと思います。また、本日

は、来賓の方々、ならびに講師の先生方には大変お忙し

いところご出席頂きましてありがとうございます。心よ

りお礼申し上げます。

　皆さんが入学されました東京歯科大学歯科衛生士専門

学校は、日本で最初に歯科衛生士養成機関として設立さ

れた学校です。そして、その母体である東京歯科大学も

日本で最も古い歯科大学でございます。このような、伝

統ある学校で勉強できることに、誇りを持っていただき

たいと思います。　

　歯科衛生士は、口腔の健康から全身の健康を管理する

専門職です。その為に、根拠のある医療に基づいた考え

方で専門のトレーニングを受けた者といえます。ご承知

のように、日本は今、超高齢社会に入っています。そし

て、健康寿命に必要なことは、栄養を取る、そのために

「噛む」ということが非常に重要と考えられています。

もし、健康でないと、口腔内沢山の細菌を誤嚥して、高

齢者の肺炎を引き起こしたり、また、細菌が血中に入る

ことによって腎臓疾患や肝臓疾患、心疾患や糖尿病を引

き起こしたりする可能性がわかってきたのです。このよ

うなことを受けて、厚生労働省は、高齢社会における歯

科衛生士の重要性を強調しています。

　このような状況下で、歯科衛生士になるための 3 年

間には、厳しいカリキュラムが組まれています。 1 年目

は聞いたこともないような難しい学問もあるかと思いま

す。そして 2 年目、 3 年目になると病院での実習が始ま

ります。患者さんと直接対峙して、病んでいる患者さん

を癒し、治していかなくてはいけません。患者さんの話

を聞いてあげなければいけません。

　これらの事を実践するためには 4 つの基本がありま

す。それは、「声」は人格を、「話し方」は品格を、「言

葉」は知性、「表情」は心を表すというものです。病ん

でいる患者さんを思い浮かべてみてください。嫌な声

で、非常につらい言葉をもって、恐い顔で患者さんに接

したとすると、患者さんはもっと嫌な思いをしてしまい

ます。先に述べた４つのことをよく学んでいただき尊敬

される歯科衛生士像を目指して下さい。 3 年後には国家

試験がありますが、それは歯科衛生士になるための１つ

の条件でしかありません。我々は教育の中で、歯科衛生

士になった後の皆さんの幸せをも教えていきたいと考え

ています。

　さて、本日千葉校舎では桜が満開です。桜は、暑い厳

しい夏を過ぎ、栄養を蓄え、蕾を付け、冬を越えて 3

月に一斉に花を咲かせるわけです。皆さんは 3 年間の

厳しい勉強、臨床実習を乗り越えて、みんなで一緒に花

を開かせて、歯科衛生士として世の中に羽ばたいて頂き

たいと思います。そして、この 3 年間を過ごすために

は、何をおいても健康が最も重要です。健康というの

は、社会的にも肉体的にも、そして精神的にも満たされ

た状態のことを言います。色々なことで悩むことがある

と思います。そんな時は、友達とよく話をする、先生方

と話をする、そしてご両親とよく話をすることを忘れず

に楽しく過ごしていただきたいと思います。友達の相談

に乗るときは、「みんなで一緒にやっていこう。一緒に

桜を咲かせよう」ということを合言葉に、みんなで楽し

く仲良く、友達の輪を作り過ごしていただきたいと思い

ます。3年間頑張ってください。

本日はご入学誠におめでとうございます。

訓　辞
東京歯科大学歯科衛生士専門学校

校　長　井上　孝
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東京歯科大学歯科衛生士専門学校　第 68 期生　代表　樋口　朋華

学校長訓示の意を体して克く学生の本分を尽し必ず素志を貫徹し、本校の伝統を昂揚するよう努めることを確く誓約

いたします。

誓　詞
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歯科衛生士校ニ ュ ー ス 

1・2年生学外研修セミナー開催

◀活発なグループディスカッション

平成 28年 5月 13日（金）と 14日（土）に、1泊 2日の日

程で新習志野の「幕張セミナーハウス」において第 1 学年

と第 2 学年合同の学外研修セミナーが開催された。このセ

ミナーはコミュニケーションの基礎を習得し、周囲との協調

性を高めることを目標としており、グループワークを中心と

した 2 日間のプログラムが組まれている。

初日は午前 10 時より開校式が始まり、高橋俊之副校長か

ら本セミナーの趣旨が説明された。そして、最初に 1、2学

年合同のコミュニケーショントレーニングが行われた。この

プログラムは、グループでの効果的な協同作業のあり方や、

1つひとつの情報の重要性を学ぶために実施されている。

今年はにぎやかな昼食をはさみ、体を使ったコミュニケー

ショントレーニングと頭を使ったトレーニングを行った。各

班とも皆で協力し合い、一生懸命取り組んでいた。その後、

「具体的事例を通して SNS でのコミュニケーションを考え

る」をテーマにとして第 1 回目の 2 学年合同のグループ

ディスカッションを行った。学生は 1 年生と 2 年生混合の

16班に分かれて、その結果をまとめた。そして SNS の利

点・欠点をあげながら、SNS の有効な活用方法について発表

した。続いて宿泊部屋のチェックインを済ませた後、「何の

ために働くのか」というテーマのもと、第 2 回目の 2 学年

合同のグループディスカッションを行った。夕食をとった

後、井上 孝校長による「何のために働くのか　幸せとは？

健康とは？」をテーマとした講話をはさんだ。そして学生は

その話をヒントにして、午後 9 時前まで、さらに活発な

ディスカッションを行った。

2日目、朝 7 時の朝食後、8時 30 分から昨日の疲れを感

じさせない元気な顔で、前日の夜にまとめた「何のために働

くのか」というテーマで、各班の発表が行われた。いずれの

班も、お金だけのためではなく愛や幸せのためなど、自分達

の結論をしっかりと発表していた。その後、久永竜一学生部

長の司会のもと閉講式が始まった。まず高橋副校長から研修

の成果についてのご挨拶があり、前日のコミュニケーション

トレーニングで優秀な成績を収めた班への表彰式などが行わ

れた。そして研修の最後に、全員で校歌を斉唱し、全ての日

程が終了した。
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歯科衛生士専門学校登院式挙行

▶決意を新たにする登院生

平成 28 年 10 月 3 日（月）午前 11 時より、歯科衛生士専

門学校第 67 期生の登院式が千葉校舎第 3 教室において挙行

された。式は柴原孝彦千葉病院副病院長、尾谷始子歯科衛生

士長の臨席のもと、第 1 学年と第 3 学年の学生全員が列席

する中、執り行われた。

久永竜一学生部長の司会のもと、髙橋俊之副校長の呼名に

より、67 期の登院生が一人ずつ紹介された。はじめに

第３回千歯祭開催

井上 孝校長より登院式の意義と修学姿勢について、続いて

柴原副病院長より歯科衛生士のありかたについての訓示が

あった。その後、当日欠席された一戸達也病院長からの訓辞

が司会から披露された後、尾谷歯科衛生士長から日々の臨床

実習の心構えについての訓辞があった。最後に、登院生 48

名を代表して切替未帆さんが誓詞を述べ、登院生全員がこれ

に唱和して式を終了した。

▶千歯祭の開幕

平成 28 年 10 月 22 日（土）、第３回「千歯祭」が開催さ

れた。今年は１、２年生がフリーマーケットおよびケーキや

コーヒー、紅茶などを扱う「千歯カフェ」を出店し、３年生

が歯科用品の試供品と自分達が作成した歯科関連のリーフ

レットの配布を行った。フリーマーケットでお目当ての商品

を手にした方々や歯科用品の試供品とリーフレットを受け

取った方々と、本校の学生達が積極的にコミュニケーション

を図っている姿が印象的であった。このリーフレットには、

各ライフステージに応じた歯科に関する情報が凝縮されてお

り、趣向を凝らした内容が、来場された人達の興味を引いて

いた。また恒例の「千歯カフェ」は今年も人々の憩いの場に

なっていた。

別会場では久永竜一学生部長、永井由美子講師、江口貴子

講師らによる「お口のトレーニング」、「子どものむし歯予

防」と題した講演会および「健口体操」の実演、また東京歯

科大学同窓生の竹元ゆうき先生、ジュリアーナ・メロー先生

らによる「うたごえコンサート」が実施された。「健口体操」

では会場の方々と一緒に口腔周囲筋の体操を行ったり、コン

サートでは先生方の独唱の後、「紅葉」や「上を向いて歩こ

う」などの４曲を全員で合唱したり、“健口 ” につながる楽

しい時間を皆で過ごした。学生たちは地域住民の方々と身近

に接し、普段の学校生活では経験ができない良き思い出を得

たようである。
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国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院

■東京歯科大学同窓会 久喜会（昭和 36 年 3 月卒業生 10 名）

平成 28 年 4 月 2 日（土）、水道橋校舎新館 血脇記念ホール

見学

■学校法人近藤学園 さいたま柔整専門学校（学生 83 名、教

員 6名）

平成 28 年 7 月 26 日（火）、解剖学実習室、標本室見学

■学校法人阿弥陀寺教育学園 国際医療福祉専門学校（学生

43名、教員 3 名）

平成 28年 7月 28日（木）、8月 30日（火）～ 9月 1日（木）、

解剖学実習室、標本室見学

■学校法人桜丘 東京歯科衛生士専門学校（学生 90 名、教員

3名）

平成 28 年 9 月 6 日（月）、解剖学実習室、標本室、水道橋病

院見学

■東京歯科大学同窓会 水公会（昭和 56 年卒業生 50 名）

平成 28年 9月 19日（月）、水道橋校舎本館、新館、西棟見学

■茨城歯科専門学校（学生 61 名、教員 4 名）

平成 28 年 9 月 29 日（木）、解剖学実習室、標本室見学

■学校法人日本医科学総合学院（学生 50 名、教員 10 名）

平成 28 年 10 月 6 日（木）、解剖学実習室、標本室見学

■東京歯科大学同窓会 正和会（昭 51 年 3 月卒業生 30 名）

平成 28年 10月 8日（土）、水道橋校舎本館、新館、西棟見学

■東京歯科大学同窓会 111 期会（平成 18 年卒業生 13 名）

平成 28 年 10 月 9 日（日）、水道橋校舎新館、西棟見学

■青森県 上十三歯科医師会（学生 10 名）

平成 28 年 10 月 11 日（火）、水道橋病院口腔外科見学

■大宮歯科衛生士専門学校（学生 40 名、教員 2 名）

平成 28 年 10 月 13 日（木）、解剖学実習室、標本室、水道

橋病院見学

■つくば歯科衛生士専門学校（学生 75 名、教員 6 名）

平成 28 年 10 月 18 日（火）、解剖学実習室、標本室、水道

橋病院見学

■医療法人社団 大和会 聖和看護専門学校（学生 65 名、教員

3名）

平成 28 年 10 月 25 日（火）、解剖学実習室、標本室見学

■関東鍼灸専門学校（学生 42 名、教員 4 名）

平成 28 年 10 月 27 日（木）、解剖学実習室、標本室見学

■西東京市立田無第四中学校（学生 6 名、教員 3 名）

平成 28 年 10 月 28 日（月） 、水道橋校舎本館、新館見学

市川総合病院

■医療法人大明会 中村歯科医院（歯科医師 1 名、歯科衛生士

2名）

平成 28 年 6 月 2 日（木）市川総合病院見学

■東邦大学医学部眼科学講座、東邦大学医療センター大森病

院（医師 2 名、レジデント 3 名、大学院生 1 名）

平成 28 年６月 10 日（金）、角膜センター・アイバンク見学

千葉病院

■学校法人 田島学園 東京医学技術専門学校（学生 27 名を 5

～ 6 班に分け各 8 日ずつ実習）

平成 28 年 5 月 11 日～ 9 月 23 日　千葉病院口腔外科・病

棟見学

海外出張

■野村武史教授、酒井克彦助教（市病・オーラルメディシ ■村松 敬教授（歯科保存学）

ン・口腔外科学） 香港大学歯学部の第 1 学年学生への講義ならびにセミナー

2016 Amer ican  Academy of  Ora l  Medic ine  Annua l 開催のため 4 月 14 日（木）から 16 日（土）まで香港へ出張。

Conference に出席、および発表のため 4 月 6 日（水）から

11日（月）までアメリカ・アトランタへ出張。
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■井上 孝教授（臨床検査病理学）

FDI 年央理事会に FDI 理事として出席のため 4 月 19 日（火）

から 24 日（日）までフランス・ニースへ出張。

■柴原孝彦教授（口腔顎顔面外科学）

第 57 回韓国顎顔面外科学会総会におけるシンポジウム講師

として講演するため 4 月 22 日（金）から 24 日（日）まで韓

国・釜山へ出張。

■佐藤 亨教授（クラウンブリッジ補綴学）

32nd American Academy of Cosmetic Dentistry の会議およ

び学会への参加。またイリノイ大学シカゴ校訪問のため 4

月 27 日（水）から 5 月 5 日（火）までカナダ・トロント、アメ

リカ・シカゴへ出張。

■四ツ谷護講師（クラウンブリッジ補綴学講座）

イリノイ大学シカゴ校との研究打合せのため 5 月 2 日（月）

から 5 日（木）までアメリカ・シカゴへ出張。

■大塚亜理沙レジデント、安村祐香レジデント、海老澤朋宏

大学院生、大木章生大学院生（歯科矯正学） 

American Association of Orthodontists 2016 Annual Session

に出席、および発表のため大塚レジデント、安村レジデント

は 4 月 28 日（木）から 5 月 5 日（木）まで、海老澤大学院生、

大木大学院生は 4 月 28 日（木）から 5 月 6 日（金）までアメ

リカ・オーランドへ出張。

■島崎 潤教授、山口剛史講師、佐竹良之講師、中山直彦臨

床専修医、清水映輔臨床専修医（市病・眼科）、比嘉一成助教

（角膜センター） 

The Annual Meeting of the Association for Research in

Vision and　Ophthalmology（ARVO）に出席、および発表の

ため山口講師は 4 月 29 日（金）から 5 月 4 日（水）まで、佐

竹講師は 4 月 30 日（土）から 5 月 5 日（木）まで、島崎教授、

比嘉助教は 4 月 30 日（土）から 5 月 6 日（金）まで、清水臨

床専修医、中山臨床専修医は 4 月 30 日（土）から 5 月 7 日

（土）までアメリカ・シアトルへ出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科） 

American Society of Cataract and Refractive Surgery

（ASCRS）に座長として出席、および発表のため 5 月 6 日

（金）から 10 日（火）までアメリカ・ニューオリンズへ出張。

■萩原正幸助教（市病・泌尿器科）

American Urological Association Annual Meeting（米国泌尿

器学会議）に出席、および発表のため 5 月 8 日（日）から 12

日（水）までアメリカ・サンディエゴへ出張。

■髙松 潔教授（市病・産婦人科） 

18th International Congress of the International Society for 

Psychosomatic Obstetrics and Gynecology（第 18 回国際女

性心身医学会）に座長として出席、および発表のため 5 月

10 日（火）から 15 日（日）までスペイン・マラガへ出張。

■青山龍馬助教、二宮 研助教（市病・整形外科）

第 32 回ヨーロッパ頚椎外科学会に出席、および発表のため

5月 10 日（火）から 16 日（月）までチェコスロバキア・プラ

ハへ出張。

■原田裕久准教授、関本康人助教（市病・外科）

2016 Vascular Access for Hemodialysis Symposium に出席、

および発表のため 5 月 12 日（木）から 16 日（月）までアメリ

カ・シカゴへ出張。

■小板橋俊哉教授（市病・麻酔科・緩和ケア科）

Euroanaesthesia2016 に出席、および発表のため、5月 27

日（金）から 6 月 1 日（水）までイギリス・ロンドンへ出張。

■塚本晶子助教（市病・内科）

ヨーロッパリウマチ学会に出席、および発表のため 6 月 7

日（火）から 12 日（日）までイギリス・ロンドンへ出張。

■阿部伸一教授（解剖学）

延世大学校歯科大学での講義ならびに解剖学講座との共同研

究のため、6月 9 日（木）から 11 日（土）まで韓国・ソウルへ

出張。

■茂木悦子客員教授（歯科矯正学） 

University of Bristol Faculty of Health Sciences, Dean

Jonathan Sandy 訪問のため、6月 10 日（金）から 17 日（金）

までイギリス・ブリストルへ出張。

■立木千恵助教、飯島由貴レジデント（歯科矯正学）

92nd Congress of the European Orthodontic Society に出席、

および発表のため、6月 10 日（金）から 17 日（金）までス

ウェーデン・ストックホルムへ出張。

■澁川義幸准教授、小島佑貴大学院生（生理学）

　12th International Conference on Tooth Morphogenesis

and Differentiation に出席、および発表のため澁川准教授は

6月 14 日（火）から 18 日（土）まで、小島大学院生は 6 月 12

日（日）から 18 日（土）までフィンランド・ポルヴォーへ出

張。
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■髙野正行准教授（口腔顎顔面外科学）

ADT（Advanced Digital Technology in Head and Neck）学会

に出席、および発表のため 6 月 16 日（木）から 20 日（月）ま

でアメリカ・サンディエゴへ出張。

■石原和幸教授（微生物学）、後藤多津子教授（歯科放射線

学）、吉野浩一客員准教授（衛生学）、野本俊太郎講師（クラウ

ンブリッジ補綴学）、茂木悦子客員教授（歯科矯正学）、山下

秀一郎教授、田坂彰規講師、中村美伽代大学院生、小峯明子

大学院生（パーシャルデンチャー補綴学）、武本真治講師（歯

科理工学）

2016 IADR/APR General Session ＆ Exhibition に出席、およ

び発表のため石原教授、後藤教授は 6 月 20 日（月）から 25

日（土）まで、山下教授、吉野客員准教授、田坂講師、野本講

師、中村大学院生、小峯大学院生は 6 月 22 日（水）から 25

日（土）まで、茂木客員教授は 6 月 22 日（水）から 24 日（金）

まで、武本講師は 6 月 24 日（金）から 26 日（日）まで韓国・

ソウルへ出張。

■茂木悦子客員教授（歯科矯正学）

The 94th General Session ＆ Exhibition of the International 

Association for Dental Research に出席、および発表のため

6月 22 日（水）から 24 日（金）まで韓国・ソウルへ出張。

■福田謙一教授（口腔健康科学）

KADR 2016 において教育講演を行うため、6月 24 日（金）

から 26（日）まで韓国・ソウルへ出張。

■佐藤 亨教授（クラウンブリッジ補綴学）

台北医学大学口腔医学院・林哲堂教授退任記念会への出席の

ため、6月 24 日（金）から 26 日（日）まで台湾・台北へ出張。

■山本将仁講師（解剖学）

コンプルテンセ大学においてヒトの頭頚部発生に関する共同

研究を行うため、平成 28 年 7 月 1 日（金）スペイン・マド

リードへ出発。帰国は平成 29 年 3 月 31 日（金）の予定。

■福田謙一教授（口腔健康科学）

第 46 回日本神経精神薬理学会において、シンポジストとし

て講演をするため、および第 30 回国際神経薬理学会におい

て発表をするため、7月 1 日（金）から 5 日（火）まで韓国・

ソウルへ出張。

■髙橋香央里大学院生（歯科麻酔学）

第 46 回日本神経精神薬理学会、および第 30 回国際神経薬

理学会において発表をするため、7月 1 日（金）から 4 日

（月）まで韓国・ソウルへ出張。

■武田友孝准教授、川上良明大学院生（口腔健康科学） 

44th Meeting of the International Society on Oxygen

Transport to Tissue に出席、および発表のため、7月 10 日

（日）から 15 日（金）までアメリカ・シカゴへ出張。

■山本 仁教授（組織・発生学） 

Symposium for Hard tissue formation and regeneration in

craniofacial region での発表のため、7月 14 日（木）から 17

日（日）まで韓国・大邱へ出張。

■小板橋俊哉教授（市病・麻酔科）

9th Biennial Conference on Cardiopulmonary Bypass　およ

び Medtronic Symposiumにおいて招待講演のため、7月 22

日（金）から 27 日（水）までマレーシア・クアラルンプール、

タイ・バンコクへ出張。

■武田友孝准教授、中島一憲講師（口腔健康科学）

1st International Sports Dentistry Consensus Conference へ

の参加のため、7月 25 日（月）から 30 日（土）までアメリ

カ・ハワイへ出張。

■ビッセン弘子教授、太田友香助教、髙橋晶子研究補助員

（水病・眼科）

APACRS（Asia-Pacific Association of Society of Cataract and 

Refractive Surgeons ）にビッセン教授は座長、発表、会議出

席のため、太田助教、髙橋研究補助員は発表、会議出席のた

めビッセン教授は 7 月 26 日（火）から 30 日（土）まで、太田

助教は 7 月 27 日（水）から 31 日（日）まで、髙橋研究補助員

は 7 月 26 日（火）から 31 日（日）までインドネシア・バリへ

出張。

■佐藤 亨教授（クラウンブリッジ補綴学）

64th American Academy of Esthetic Dentistry への参加、お

よび会議出席のため 8 月 2 日（火）から 8 日（月）までアメリ

カ・カリフォルニアへ出張。

■一戸達也副学長（歯科麻酔学）

McGill 大学医学部生理学講座 Jacopo P. Mortola 教授との研

究打合せのため 8 月 9 日（火）から 14 日（日）までカナダ・モ

ントリオールへ出張。

■武田友孝准教授、鈴木義弘大学院生（口腔健康科学） 

19th World Congress on Dental Traumatology and the 5th

Trans-Tasman Endodontic Conference 2016 に出席、およ

び発表のため 8 月 9 日（火）から 14 日（日）までオーストラリ

ア・ブリスベンへ出張。
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■小野寺晶子助教、齋藤暁子助教（生化学）

ESA-SRB-ANZBMS Joint meeting 2016 に出席、および発表

のため 8 月 20 日（土）から 26 日（金）までオーストラリア・

ゴールドコーストへ出張。

■齊藤 力客員教授（口腔顎顔面外科学）

全北大学校歯科大学口腔顎顔面外科 辛 暁根教授定年祝賀会

列席のため 8 月 27 日（土）から 29 日（月）まで韓国・全州へ

出張。

■小鹿恭太郎助教（市病・麻酔科）

16th World Congress of Anaesthesiologists に出席、および

発表のため 8 月 30 日（火）から 9 月 1 日（木）まで香港へ出

張。

■松浦信幸講師（歯科麻酔学）

台湾政府主催のパブリックヒアリングでの講演および 39th 

Annual scientific meeting and Dental Exhibition of the

Association for Dental Sciences of Republic of China での招

待講演ため、8月 31 日（水）から 9 月 3 日（土）まで台湾・台

北へ出張。

■井上 孝教授（臨床検査病理学）

FDI 総会、理事会、財務委員会に理事として出席のため、9

月 3 日（土）から 12 日（月）までポーランド・ボツナンへ出

張。

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科）、小橋優子講師（市病・放

射線科）

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

穴澤教授は 9 月 4 日（日）から 11 日（日）まで、小橋講師は 9

月 4 日（日）から 10 日（土）までフランス・パリへ出張。

■谷口 紫助教、冨田大輔助教（市病・眼科）

8th International Conference on the Tear Film ＆ Ocular

Surface に出席、および発表のため、9月 6 日（火）から 11

日（日）までフランス・モンペリエへ出張。

■柴原孝彦教授（口腔顎顔面外科学） 

18th Internat ional Congress on Oral Pathology and

Medicine に出席、および発表のため、9月 7 日（水）から 9

日（金）までインド・チェンナイへ出張。

■齋藤 淳教授、勢島 典講師、今村健太郎助教、色川大輔助

教、青木栄人大学院生、吉川幸輝大学院生（歯周病学）

第 102 回アメリカ歯周病学会共催日本歯周病学会・日本臨

床歯周病学会 2016 年大会において、齋藤教授は、参加、発

表、会議出席、組織委員長として、勢島講師、今村助教、

色川助教、青木大学院生、吉川大学院生は参加、発表のため

齋藤教授、勢島講師、色川助教、青木大学院生、吉川大学院

生は 9月 8日（木）から 15日（木）まで、今村助教は 9月 8

日（木）から 14 日（水）までアメリカ・サンディエゴへ出張。

■ビッセン弘子教授、平沢 学助教、南 慶一郎非常勤講師

（水病・眼科）、新澤 恵助教（市病・眼科）

ESCRS（European Society of Cataract and Refract ive

Surgeons ）に参加、発表、および会議出席のためビッセン教

授、新澤助教は 9 月 8 日（木）から 14 日（水）まで、平沢助教

は 9 月 9 日（金）から 14 日（水）まで南非常勤講師は 9 月 9

日（金）から 15 日（木）まで、デンマーク・コペンハーゲンへ

出張。

■片山正輝講師（市病・脳神経外科）、山添真治助教（市病・

放射線科）

CIRSE（Cardiovascular and Interventional Radiological

Society of Europe ）に出席、および発表のため 9 月 9 日（金）

から 15 日（木）までスペイン・バルセロナへ出張。

■武本真治講師（歯科理工学）

第 52 回 ISO/TC 106 Dentistry への参加のため、9月 10 日

（土）から 18 日（日）までノルウェー・トロムソへ出張。

■荒川啓太朗大学院生、新倉陽一朗大学院生、石川宗理大学

院生（歯科矯正学）

南カリフォルニア大学矯正科研修プログラムへの参加のため

9月 12 日（月）から 18 日（日）まで、アメリカ・ロサンゼル

スへ出張。

■櫻井 薫教授、齋藤 壮大学院生、仁紫友貴大学院生、

石井悠佳里大学院生、釘宮嘉浩大学院生、石田晃裕大学院

生、久保慶太郎大学院生、堀部耕広大学院生（老年歯科補綴

学） 

40th Annual Meeting European Prosthodontic Association

において発表のため、櫻井教授は 9 月 15 日（木）から 19 日

（月）まで、齋藤大学院生、仁紫大学院生、石井大学院生、釘

宮大学院生は 9 月 13 日（火）から 19 日（月）まで、堀部大学

院生、久保大学院生、石田大学院生は 9 月 14 日（水）から

19日（月）までドイツ・ハレへ出張。

■上田貴之准教授（老年歯科補綴学）

ベルン大学補綴科における共同研究打合せおよび 40th

Annual Meeting European Prosthodontic Association におい

て発表のため、9月 12 日（月）から 19 日（月）までスイス・

ベルン、ドイツ・ハレへ出張。
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■竜 正大講師（老年歯科補綴学）

Basel 大学における共同研究打合せおよび 40th  Annual

Meeting European Prosthodontic Association において発表

のため、9月 12 日（月）から 19 日（月）までスイス・バーゼ

ル、ドイツ・ハレへ出張。

■中川 健教授（市病・泌尿器科）

JICA 泌尿器腹腔鏡手術普及促進事業での講師として参加す

るため、9月 16 日（金）から 19 日（月）までインドネシア・

バンドンへ出張。

■山口 朗客員教授（口腔科学研究センター）

American Society of Bone and Mineral Research（ASBMR）

2016 に参加するため、9月 16 日（金）から 20 日（火）まで

アメリカ・アトランタへ出張。

■髙松 潔教授、小川真里子准教授（市病・産婦人科）

第 15 回国際閉経学会において発表、会議出席のため、9月

27日（火）から 10 月 2 日（日）までチェコ・プラハへ出張。

■越智健介講師（市病・整形外科）

第 71 回アメリカ手の外科学会に出席、および発表のため 9

月 28 日（水）から 10 月 1 日（土）までアメリカ・オースティ

ンへ出張。

■長井巴奈大学院生（老年歯科補綴学） 

American Academy of Maxillofacial Prosthetics 63rd Annual 

Meeting に出席、および発表のため 9 月 30 日（金）から 10

月 6 日（木）までアメリカ・サンディエゴへ出張。

■齊藤 力客員教授（口腔顎顔面外科学）

第 13 次中国口腔顎顔面外科学会会議での講演のため 10 月

14 日（金）から 17 日（月）まで中国・瀋陽へ出張。

■清水映輔臨床専修医（市病・眼科）

慶應義塾大学眼科教室とイリノイ眼科教室交換留学プログラ

ム（KIEPO）へ参加するため 10 月 15 日（土）から 30 日（日）

までアメリカ・シカゴへ出張。

■小板橋俊哉教授（市病・麻酔科）

21st International Congress on Palliative Care および 2016

年米国麻酔学会に出席、および発表のため 10 月 18 日（火）

から 24 日（月）までカナダ・モントリオール、アメリカ・シ

カゴへ出張。

■佐塚祥一郎助教（歯科麻酔学）

21st International Congress on Palliative Care に出席、およ

び発表のため 10 月 18 日（火）から 23 日（日）までカナダ・

モントリオールへ出張。

■関本康人助教（市病・外科）、山添真治助教、宗友洋平臨床

専修医（市病・放射線科）

Asian Society for Vascular Surgery（アジア血管外科学会）に

出席、および発表するため関本助教は 10 月 19 日（水）から

23日（日）まで、山添助教、宗友臨床専修医は 10 月 20 日

（木）から 23 日（日）までシンガポールへ出張。

■四ツ谷 護講師（クラウンブリッジ補綴学）

イリノイ大学シカゴ校歯学部において客員研究員として学外

研究を行うため、平成 28 年 10 月 26 日（水）アメリカ・シ

カゴへ出発。帰国は平成 29 年 10 月 25 日（水）の予定。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

Modern Technology in Cataract and Refractive Surgery に出

席、および講演のため 10 月 27 日（木）から 31 日（月）まで

ロシア・モスクワへ出張。

■上條英之教授（歯科社会保障学）、鈴木誠太郎大学院生（衛

生学）

平成 28 年度労災疾病臨床研究補助事業実施の一環として韓

国の産業保健における歯科保健制度の位置づけ並びに今後の

社会保障施策の中での歯科保健医療の位置づけと展望につい

て調査するため 10 月 31 日（月）から 11 月 4 日（金）まで韓

国・ソウルへ出張。
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大学日誌 

平成 28年 4月

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 

辞令交付式、PF・RA・T A 辞令交付式 3年生前期授業開始（衛校）　

1 金
1年生・編入生オリエンテーション【於 : さいかち坂
校舎】

臨床研修歯科医オリエンテーション
（千病）

［防火・防災安全自主点検日］ レジデントオリエンテーション（千病） 

2 土 

3 日 

4 月
大学院入学式

新入職員オリエンテーション（市病）
2年生前期授業開始（衛校）
1年生オリエンテーション（衛校）

臨時病院運営会議（水病）
臨床研修管理小部会（千病） 

平成 28 年度入学式【於 : 血脇記念ホール】 新入職員オリエンテーション（市病）
5 火 1年生オリエンテーション（衛校）

感染予防対策チーム委員会（水病） 臨床検査運営委員会（市病）

新入生プレースメントテスト、5年生授業開始 リスクマネージャー・ICT 会議（千病）
6 水

5年生オリエンテーション、薬事委員会（水病） 入学式（衛校） 

1・2年生・編入生健康診断【於 : さいかち坂校舎】
ICC・ICT 委員会（市病）

2年生オリエンテーション 1年生前期授業開始（衛校）
木 災害対策委員会（市病）
3年生オリエンテーション カルテ指導委員会（千病）

プログラム委員会（市病）
4年生オリエンテーション

8 金 1〜4年生前期授業開始 

9 土 学生会主催オリエンテーション 

10 日 

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）

11 月 臨床教育委員会 診療記録管理委員会（千病）
薬事委員会（千病）、衛生委員会（千病）
業務連絡会（千病）
医療連携委員会（千病）
千葉病院研修会（千病） 

臨床教授連絡会、講座主任教授会


人事委員会、口腔科学研究センター会議
 臨床修練委員会（千病）
12 火

第 109 回歯科医師国家試験反省会並びに担当者慰労会 教員会（衛校）
 

給食委員会（水病）


5 年生（123 期）登院式


13 水 大学院運営委員会、大学院研究科委員会 救急委員会（市病）
 

リスクマネージメント部会（水病）


午後のリサイタル（市病）

14 木

手術室運営委員会（市病） 

15 金 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］ 

16 土 CBT を利用した国試等の現状把握 患者サロン（市病） 

17 日 

NST カンファレンス（市病）
医療安全管理委員会（市病）

6年生オリエンテーション
キャンサーボード（市病）18 月

国際交流部運営委員会
市川リレーションシップカンファレン


ス（市病）
 

業務改善委員会（市病）

19 火 褥瘡対策委員会（水病）

購買委員会（市病）
 

新入生学外セミナー（〜22日）
 褥瘡対策委員会（市病）
20 水

［機器等安全自主点検日］衛生委員会（市病）
 

倫理審査委員会・利益相反委員会


診療録指導委員会（水病）


21 木 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）
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12

大学日誌 

22 金 衛生委員会 

23 土 CBT を利用した国試等の現状把握 

24 日 第 17 回試験問題作成に関するワークショップ 

25 月 第 151 回歯科医学教育セミナー 

26 火
教職員研修会・教職員研修企画委員会
情報システム管理委員会

診療記録・情報システム管理委員会
（市病）

医療サービス委員会（千病） 

27 水
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）

糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病） 

28 木 部長会・管理診療委員会合同会（市病） 

29 金 1〜4年生休講日（〜5/5） 

30 土 本館電気設備年次点検（全館停電 18:30〜翌 6:00）

平成 28年 5月  

大学・水道橋病院・さいかち坂校舎

日 

1〜4年生休講日
月
［防火・防災安全自主点検日］

火 

水 

木 

金 総合講義作業部会

土 

日 

月

保健安全管理委員会
火
感染予防対策チーム委員会（水病）

水 リスクマネージメント部会（水病）

木

金 公認会計士決算監査（〜26日）［法人・大学・水病］

土

日

市川総合病院 千葉病院・歯科衛生士専門学校 

薬事委員会（市病） 臨床研修管理小部会（千病） 

公認会計士決算監査（〜10日）（市病） 

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）
衛生委員会（千病）、業務連絡会（千病）
医療連携委員会（千病）
千葉病院研修会（千病） 

内視鏡室委員会（市病）
臨床検査運営委員会（市病） 臨床実習委員会（衛校） 

プログラム委員会（市病）

救急委員会（市病）
TDC NET 講習会（市病）、CPC（市病）

公認会計士決算監査（〜  12 日）［千
病・衛校］
リスクマネージャー・ICT 会議（千病） 

ICC・ICT 委員会（市病）
治験審査・倫理審査委員会（市病） カルテ指導委員会（千病） 

手術室運営委員会（市病）

電気設備定期点検：講堂（停電 13： 00
〜17：00）（千病）
1・ 2 年生学外研修セミナー（〜 14 日）
（衛校） 

電気設備定期点検 : 教養棟・実験動物
施設・

停 電〔一 般 系 統〕（22：00〜 翌 4： 研究資料棟（停電 8：00〜12：00）（千
00）（市病） 病）、厚生棟・

図書館・体育館・部室合宿棟（停電
13：00〜17：00）（千病） 

電気設備定期点検：全館（停電  8：00
〜18：00）（千病） 

医療安全管理委員会（市病）
キャンサーボード（市病）

臨床教育委員会
月
［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

大学日誌 

臨床教授連絡会、講座主任教授会

17 火
人事委員会、口腔科学研究センター会議
情報システム管理委員会、国際交流部運営委員会

地域連携委員会（市病）

臨床検査室委員会（水病）

教員会（衛校） 

基礎教授連絡会、図書館事務連絡会
輸血療法委員会（市病）

水 大学院運営委員会、大学院研究科委員会
衛生委員会（市病）

薬事委員会（水病）

大学院新入生学外総合セミナー（〜21日）


5・6年生健康診断、5年生全体集合


診療録指導委員会（水病）

木 部長会（市病）
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）

衛生委員会
NST カンファレンス（市病）金

［機器等安全自主点検日］

土 患者サロン（市病） 

日 

平成 28 年度教職員健康診断（〜26日）
月
学生部（課）事務連絡会 

診療記録・情報システム管理委員会
図書委員会

火
水病教職員研修会（水病）

（市病）
クリニカルパス委員会（市病） 

教養科目協議会、業務連絡会（水病）
糖尿病教室（市病）

水 データ管理者会議（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）

倫理審査委員会・利益相反委員会
木 管理診療委員会（市病）
研修管理委員会（水病）

金 がん薬物療法小委員会（市病） 医療連携協議会（衛校） 

土 

日 

月 法人理事会、法人評議員会 

火 教務部（課）事務連絡会

平成 28年 6月

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 

水
薬事委員会（水病）

［防火・防災安全自主点検日］
第 1 回感染予防対策講習会（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） 

ICC・ICT 委員会（市病）
2 木 6年生第 1 回総合学力試験（〜3日） 災害対策委員会（市病）

プログラム委員会（市病）
カルテ指導委員会（千病） 

金 

土 

日 

月 総合講義検討委員会、総合講義作業部会 臨床研修管理小部会（千病） 

保健安全管理委員会
火 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）

1年生 HBワクチン接種【於：本館 13 階】 救急委員会（市病）
水
リスクマネージメント部会（水病） ICU 運営委員会（市病） 

前期健康診断（8:30〜16:30）〔〜15日
まで〕（市病）

木
午後のリサイタル（市病）
手術室運営委員会（市病） 

金 業務改善委員会（市病） 

土 新館電気設備法定点検（全館停電 10:00〜16:00） 

日 

5

6

7

8

9

10

11

12
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22

23
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25

26
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28

29

30

大学日誌 

月 臨床教育委員会

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

臨床教授連絡会、全体教授会、人事委員会
火
口腔科学研究センター会議、給食委員会（水病） 

3・4年生健康診断【於：新館 7 階】、監査講評
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（市病）
衛生委員会（市病） 

図書館事務連絡会、診療録指導委員会（水病）
医療安全管理委員会（水病）・感染予防対策委員会（水

木
病）
個人情報保護委員会（水病）・病院運営会議（水病）

部長会（市病） 

金 実験動物供養祭、5年生全体集合 NST カンファレンス（市病） 

学年主任・副主任による三者個別面談会
父兄会定時総会

土 全学生の保護者に対する大学からの修学指導方針の説
明
各学年主任・副主任による保護者に対する説明

患者サロン（市病） 

日 

第 153 回歯科医学教育セミナー
月

［機器等安全自主点検日］

医療安全管理委員会（市病）
キャンサーボード（市病）
市川リレーションシップカンファレン
ス（市病） 

火 国際交流部運営委員会、褥瘡対策委員会（水病） 購買委員会（市病） 

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

糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病） 

木 倫理審査委員会・利益相反委員会 管理診療委員会（市病） 

衛生委員会、教養科目協議会
金

診療記録・情報システム管理委員会
第 401 回大学院セミナー （市病） 

土 

日 

月 

火 第 402 回大学院セミナー、教職員研修会 クリニカルパス委員会（市病） 

水 

木

平成 28年 7月

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 

金 ［防火・防災安全自主点検日］ 

土 

日 

月 学生部（課）事務連絡会、第 403 回大学院セミナー 薬事委員会（市病） 臨床研修管理小部会（千病） 

火
保健安全管理委員会（水病）
感染予防対策チーム委員会（水病）、輸血療法委員会（水 臨床検査運営委員会（市病） 

病）

薬事委員会（水病）水 リスクマネージャー・ICT 会議（千病） 

木
ICC・ICT 委員会（市病）
プログラム委員会（市病）

医療連携講演会（千病）
カルテ指導委員会（千病） 

金
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大学日誌 

土 

日 

月 臨床教育委員会 キャンサーボード（市病）

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）
衛生委員会（千病）
業務連絡会（千病）
千葉病院研修会（千病）
臨床研修管理小部会（千病） 

臨床教授連絡会、講座主任教授会、人事委員会
火 内視鏡室委員会（市病）
口腔科学研究センター会議

臨床実習委員会（衛校） 

図書館事務連絡会、基礎教授連絡会

13 水
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
1年生 HBワクチン接種［於： 本館 13 階］

救急委員会（市病） 

CPC（市病） 

水病リスクマネージメント部会（水病）

治験審査・倫理審査委員会（市病）
木

手術室運営委員会（市病） 

1〜4年生振替授業（月曜日分）、5年生全体集合


第 48 回歯科学生総合体育大会結団式［於：血脇記念

金 NST カンファレンス（市病）
ホール］


［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］


土 入試ガイダンス 患者サロン（市病） 

日 

月 海の日 

診療記録・情報システム管理委員会
図書委員会、情報システム管理委員会

火
国際交流部運営委員会

（市病）
地域連携委員会（市病） 

輸血療法委員会（市病）
水 ［機器等安全自主点検日］褥瘡対策委員会（市病）

衛生委員会（市病） 

診療録指導委員会（水病）
医療安全管理委員会（水病）、感染予防対策委員会（水

木 部長会（市病）
病）


個人情報保護委員会（水病）、病院運営会議（水病）


金 

土 1〜4年生夏期休暇（〜9/4） 1・2年生夏季休暇〜8/31（衛校） 

日 

月 医療安全管理委員会（市病） 医療サービス委員会（千病） 

火 第 404 回大学院セミナー、水病教職員研修会（水病） 

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

倫理審査委員会・利益相反委員会、衛生委員会
木 管理診療委員会（市病）
地域医療連携委員会（水病）

金 

土 

日

平成 28年 8月

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 

歯科衛生士専門学校　3年生夏季休暇
第 48 回全日本歯科学生総合体育大会（〜12日）

研究活動に係る不正行為の防止に関す（〜8/26）
月 研究活動に係る不正行為の防止に関する研修会

研究活動に係る不正行為の防止に関す
［防火・防災安全自主点検日］

る研修会
る研修会 

2 火 臨床検査運営委員会（市病） 

3 水 リスクマネージャー・ICT 会議（千病）

31

1
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1

大学日誌 

4 木 ICC・ICT 委員会（市病） 

5 金 

6 土 入試ガイダンス［於：水道橋校舎新館］ 

7 日 

月 内部監査（一般・研究費）（市病）

衛生委員会（千病）
千葉病院協議会（12:00）
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）
業務連絡会（千病） 

火 給食委員会（水病） 

水 リスクマネージメント部会（水病） 

木 山の日 

金 第 405 回大学院セミナー 

土 

日 

月 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］ 

火 褥瘡対策委員会（水病） 

水 

木 午後のリサイタル（市病） 

金 

土 

日 

月 ［機器等安全自主点検日］医療安全管理委員会（市病） 

火 5年生全体集合 

糖尿病教室（市病）
水

糖尿病教室カンファレンス（市病） 

木 病院運営会議（水病） 

金 

土 

日 入試ガイダンス［於：水道橋校舎新館］ 

月 

火 

水 医局長会（水病）

平成 28年 9月

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 2 回総合学力試験（〜2日）
ICC・ICT 委員会（市病）

木 学生部（課）事務連絡会
［防火・防災安全自主点検日］

プログラム委員会（市病）
衛生士校 1, 2 年生前期試験（〜14日）
カルテ指導委員会（千病） 

金 

土 5年生第 1 回総合学力試験 ロビーレクチャー（千病） 

日 臨床研修歯科医選考試験 

薬事委員会（市病）
月 教養科目協議会 市川リレーションシップカンファレン

ス（市病） 

保健安全管理委員会（水病） 臨床検査運営委員会（市病）
火
感染予防対策チーム委員会（水病） 研究室委員会（市病）

衛生士校　臨床実習委員会（千病） 

第 4 学年 HBワクチン接種
水 総合講義検討委員会、総合講義作業部会
薬事委員会（水病）

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）
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8 木 私立大学歯学部学生生活協議会（〜9日）

治験審査・倫理審査委員会（市病）
手術室運営委員会（市病）
災害医療特別講演会〔庄古知久先生〕
（市病）

衛生士校 3 年生前期試験（1日目） 

9 金 

10 土 白菊会総会 

11 日 

12 月
科研費公募要領等説明会
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）
薬事委員会（千病）、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、全体教授会
人事委員会、口腔科学研究センター会議

内視鏡室委員会（市病）
診療材料検討委員会（市病）

衛生士校 教員会（千病） 

14 水

図書館事務連絡会、基礎教授連絡会
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
リスクマネージメント部会（水病）、臨床検査室委員会
（水病）

救急委員会（市病）
ICU 運営委員会（市病） 

CPC（市病） 

15 木

1, 4 年生前期定期試験（〜28日）、2, 3 年生前期定期試
験（〜26日）
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）
災害対策委員会（市病）

創立記念日（衛校） 

16 金
NST カンファレンス（市病）
栄養管理委員会（市病） 

17 土
東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ（〜 18
日）
-歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 -（水病）

患者サロン（市病） 

18 日 

19 月 敬老の日 

20 火
第 155 回歯科医学教育セミナー

［機器等安全自主点検日］
地域連携委員会（市病） 

21 水 情報システム管理委員会 輸血療法委員会（市病） 

22 木 秋分の日 

23 金
5年生全体集合日
衛生委員会

給食運営会議（市病）
がん薬物療法小委員会（市病）
業務改善委員会（市病）
収支改善委員会（市病） 

24 土 入試ガイダンス［於：水道橋校舎新館］ 

25 日 

26 月 国際交流部運営委員会 医療安全管理委員会（市病） 衛生士校 3 年生前期試験（2日目） 

27 火
図書委員会（17:00）、教職員研修会（水病）
治験審査委員会（水病）

診療記録・情報システム管理委員会
（市病）
クリニカルパス委員会（市病） 

28 水
業務連絡会（水病）
データ管理者会議・医局長会・診療録管理委員会（水
病）

糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病）
褥瘡対策委員会（市病）
患者サービス向上小委員会（市病） 

29 木 大学基準協会実地調査（〜30日）
歯科診療録検討委員会（市病）
管理診療委員会（市病） 

30 金
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大学日誌 

平成 28年 10月

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 

願書受付開始（編入学 A、学士等選抜 A）〜10/11
土 第 18 回試験問題作成に関するワークショップ

［防火・防災安全自主点検日］ 

日 

月 1〜4年生後期授業開始
衛生士校　登院式
衛生士校 1 年生後期授業開始
医療サービス委員会（千病） 

平成 28 年度歯科医師臨床研修マッチング希望順位登
火 録 ･修正締切（水病） 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）

第 4 学年 HBワクチン接種（西棟 1F ラウンジ）
水 総合防災訓練（市病）
薬事委員会（水病）

衛生士校　2年生臨床実習開始
リスクマネージャー・ICT 会議（千病） 

ICC・ICT 委員会（市病）
木 経理実務者研修会

プログラム委員会（市病）
カルテ指導委員会（千病） 

金 

土 

日 

月 体育の日 

願書受付締切（編入学 A、学士等選抜 A）
11 火 学生部（課）事務連絡会 診療材料検討委員会（市病） 

保健安全管理委員会（水病）、給食委員会（水病）

医療安全講習会 DVD視聴会（市病）
12 水 リスクマネージメント部会（水病） 褥瘡対策委員会（市病）

ICU 運営委員会（市病） 

医療監視（市病）
13 木 医療連携報告会（水病） 午後のリサイタル（市病）

手術室運営委員会（市病） 

金 

第 302 回東歯学会（総会）〜10/16
土

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
患者サロン（市病） 

日 編入学試験 A、学士等特別選抜 A［於：本館］ 

月 臨床教育委員会（水病） 医療安全管理委員会（市病）

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）
衛生委員会（千病）
業務連絡会（千病）
医療連携委員会（千病）
千葉病院研修会（千病）
研修管理小部会（千病） 

1〜6年生インフルエンザ予防接種（西棟 1F ラウンジ）
臨床教授連絡会
講座主任教授会［編入学 A、学士等選抜 A 合格判定含

火
む］


人事委員会、情報ｼｽﾃﾑ管理委員会


口腔科学研究ｾﾝﾀｰ会議、褥瘡対策委員会（水病）
 

図書館事務連絡会、大学院運営委員会
水 衛生委員会（市病）
大学院研究科委員会

1〜4年生　前期定期試験結果発表（昼休み）
衛生委員会、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

木 部長会（市病）
病）
個人情報保護委員会（水病）・病院運営会議（水病）

［機器等安全自主点検日］

金 NST カンファレンス（市病） 

新電子カルテシステム運用リハーサル
土

（第 1 回）
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23 日 

24 月 キャンサーボード（市病） 

25 火
1〜4年生振替授業（金曜日分）、5年生全体集合日
1〜6年生インフルエンザ予防接種（西棟 1F ラウンジ）
平成 28 年度教育ワークショップ報告会

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） 

26 水
水病業務連絡会、教養科目協議会
データ管理者会議・医局長会・診療録管理委員会（水
病）

糖尿病教室（市病）
糖尿病教室カンファレンス（市病） 

27 木
倫理審査委員会・利益相反委員会
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） 

28 金 

29 土 第 48 回東歯祭（〜10/30） 

30 日 

31 月
6年生第３回総合学力試験（〜11/1）
国際交流部運営委員会、教務部協議会

公認会計士中間監査（〜11/2）（市病）
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財務の概要 

平成 27 年度財務の概要

資金収支計算書

学校法人会計での資金収支計算書を作成する目的は、第一

に当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の内

容を明らかにすること、第二に当該会計年度での支払資金の

収入と支出とその顛末を明らかにすることである。当該年度

はもとより、前年度以前あるいは次年度以降の諸活動に関す

る資金も含め、当該会計年度の中で実際に動きのあった全て

の支払い資金（現金預金）の収支の動きを明らかにするため調

整項目を設けている。また、その他の収入・資産運用支出の

科目は、繰り返し発生する年中の資金の出入りを総額で表示

しているため大きな額となっている。

平成 27 年度において、（収入の部）では、補助金収入は施

設設備補助金の実績がなかったことなどで対予算比減、大学

移転での教育研究関係支出増により前年度の私立大学等経常

費補助金が例年になく多かったことで対前年決算比で減と

なっている。医療収入は、水道橋病院で対予算比増、千葉病

院で減、2病院では予算を上回ったものの、市川総合病院で

予算額を下回り、対予算で約 1 億 5,300 万円減となった。

前年度との比較では 2 億 5,100 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。借入金等収入は、前年度に水道橋校舎本

館西棟建設・本館改修工事関係資金としての銀行からの借入

があった。前受金収入は、学部・歯科衛生士専門学校の平成

28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 694 億 100 万円となった。前年度繰越支払資金約

39億 9,600 万円を加えた収入の部合計は、約 733 億 9,700

万円となった。

一方、（支出の部）では、人件費は教員・職員人件費支出と

も対予算比減、対前年度比でも約 1 億 9,200 万円減となっ

た。教育研究経費支出から設備関係支出まで対予算比減であ

るが、施設設備関係支出は、水道橋校舎本館西棟建設・短期

大学計画での臨時的な本館改修工事があり予備費を当ててい

る。資産運用支出は、退職給与引当特定資産への繰入支出・

減価償却引当特定資産への繰入支出などを総額表示してい

る。その他の支出は、貸付金支払支出、前期末未払金支払支

出などである。以上、支出総額から資金支出調整勘定の期末

未払金等を差し引いた支出の部小計は、約 692 億 7,100 万

円となり、支払資金約 41 億 2,600 万円が次年度へ繰越と

なった。

86



平成 27年度財務の概要

87278 号　2016年 10月 31日発行

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務の概要 

平成 27 年度　資金収支計算書

（単位：千円）

科　目 平成 27 年度予算 平成 27 年度決算 差　異

（収入の部）

1．学生生徒等納付金収入 

2．手数料収入 

3．寄付金収入 

4．補助金収入 

　（国庫補助金収入）

 　（地方公共団体補助金収入）

5．資産売却収入 

6．付随事業・収益事業収入 

7．医療収入 

8．受取利息・配当金収入 

9．雑収入 

10．借入金等収入 

11．前受金収入 

12．その他の収入 

13．資金収入調整勘定 

4,772,890 

43,170 

63,600 

1,011,060 

（996,880）

（14,180）

0 

471,140 

20,148,440 

9,830 

604,840 

0 

1,258,880 

25,987,900 

△ 4,458,530 

4,824,981 

46,459 

106,683 

954,011 

（939,855）

（14,156）

8,791 

492,509 

19,994,808 

13,244 

719,042 

0 

1,265,120 

45,661,866 

△ 4,686,743 

52,091 

3,289 

43,083 

△ 57,049 

（△ 57,025）

（△ 24）

8,791 

21,369 

△ 153,632 

3,414 

114,202 

0 

6,240 

19,673,966 

△ 228,213 

小計 49,913,220 69,400,773 19,487,553 

14．前年度繰越支払資金 4,008,790 3,996,731 △ 12,059 

収入の部合計 53,922,010 73,397,504 19,475,494 

（支出の部）

1．人件費支出 

2．教育研究経費支出 

3．管理経費支出 

4．借入金等利息支出 

5．借入金等返済支出 

6．施設関係支出 

7．設備関係支出 

8．資産運用支出 

9．その他の支出 

10．［予備費］ 

11．資金支出調整勘定 

12,501,300 

9,028,210 

2,474,840 

31,670 

289,280 

4,003,840 

1,076,750 

21,134,280 

1,537,790 

｛78,110｝

212,270 

△ 2,422,360 

12,200,753 

8,478,679 

2,366,000 

31,669 

289,280 

3,980,871 

720,918 

41,875,653 

1,741,071 

△ 2,413,398 

△ 300,547 

△ 549,531 

△ 108,840 

△ 1  

0 

△ 22,969 

△ 355,832 

20,741,373 

203,281 

△ 212,270

8,962 

小計 49,867,870 69,271,496 19,403,626 

12．次年度繰越支払資金 4,054,140 4,126,008 71,868 

支出の部合計 53,922,010 73,397,504 19,475,494 

平成 26 年度決算 増　減

4,734,013 90,969

49,652 △ 3,193

98,694 7,989

1,171,768 △ 217,757

（1,158,738） （△ 218,883）

（13,030） （1,126）

0 8,791

497,458 △ 4,949

19,743,652 251,156

12,020 1,224

921,812 △ 202,770

3,000,000 △ 3,000,000

1,290,115 △ 24,994

23,768,528 21,893,338

△ 4,850,641 163,899

50,437,070 18,963,704

3,976,943 19,788

54,414,012 18,983,492

12,393,188 △ 192,435

8,596,177 △ 117,498

2,315,333 50,668

8,119 23,549

155,840 133,440

1,421,441 2,559,429

642,104 78,814

24,731,808 17,143,845

1,647,139 93,932

△ 1,493,867 △ 919,530

50,417,282 18,854,214

3,996,731 129,277

54,414,012 18,983,492

※科目ごとに千円未満で四捨五入している為、合計などにおいて差異が生じる場合がある。
※平成 26 年度決算は平成 25 年改正後の学校法人会計基準に基づく資金収支計算書に組み替えて表示している。
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財務の概要 

活動区分資金収支計算書

平成 27 年度財務の概要

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 決　算

学生生徒等納付金収入 4,824,981

手数料収入 46,459

特別寄付金収入 56,423

一般寄付金収入 4,000

経常費等補助金収入 954,011

付随事業収入 172,509

医療収入 19,994, 808

雑収入 714,469

教育活動資金収入計 26,767,661

支
出

人件費支出 12,200,753

教育研究経費支出 8,478,679

＜教育研究経費支出＞ ＜　2,590,680＞

＜医療経費支出＞ ＜　5,887,999＞

管理経費支出 2,362,555

＜管理経費支出＞ ＜　2,362,555＞

教育活動資金支出計 23,041,986

差引 3,725,675

調整勘定等 △ 63,824

教育活動資金収支差額 3,661,851

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 46,260

施設設備売却収入 8,791

減価償却引当特定資産取崩収入 28,088,050

施設整備等活動資金収入計 28,143,100

支
出

施設関係支出 3,980,871

設備関係支出 720,918

減価償却引当特定資産繰入支出 27,764,950

大学移転寄付特定資金繰入支出 46,260

施設整備等活動資金支出計 32,512,999

差引 △ 4,369,899

調整勘定等 974,300

施設整備等活動資金収支差額 △ 3,395,599

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） 

266,253

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

退職給与引当特定資産取崩収入 14,015,786

大学奨学金特定資産取崩収入 7,739

貸付金回収収入 7,976

仮払金回収収入 1,272

敷金保証金受入収入 600

　小計 14,033,373

受取利息・配当金収入 13,244

収益事業収入 320,000

過年度修正収入 4,573

その他の活動資金収入計 14,371,190

支
出

借入金等返済支出 289,280

退職給与引当特定資産繰入支出 14,056,922

大学奨学金特定資産繰入支出 7,521

貸付金支払支出 104,500

預り金支払支出 15,512

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

支
出

　小計 14,473,734

借入金等利息支出 31,669

為替換算差額支出 120

過年度修正支出 3,326

その他の活動資金支出計 14,508,849

差引 △ 137,659

調整勘定等 684

その他の活動資金収支差額 △ 136,975

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支
差額） 

129,277

前年度繰越支払資金 3,996,731

翌年度繰越支払資金 4,126,008

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 1,265,120 1,265,120 - -

前期末未収入金収入 3,540,444 3,540,444 - -

期末未収入金 △ 3,396,655 △ 3,396,655 - -

前期末前受金 △ 1,290,088 △ 1,290,088 - -

収入計 118,822 118,822 - -

前期末未払金支払支出 1,516,158 1,516,158 - -

前払金支払支出 - - - -

期末未払金 △ 1,342,528 △ 1,341,845 - △ 684

前期末前払金 - - - -

長期前払費用支払支出 △ 13 △ 13 - -

建設仮勘定振替 △ 974,300 - △ 974,300 -

短期前払費用支払支出 104,915 104,915 - -

前期末短期前払費用 △ 96,569 △ 96,569 - -

支出計 △ 792,338 182,646 △ 974,300 △ 684

収入計─支出計 911,160 △ 63,824 974,300 684

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

事業活動収支計算書

平成 27 年度決算での基本金組入前当年度収支差額は約

18億 6,100 万円で、対予算では約 12 億 500 万円の増、対

前年度実績では約 1 億 700 万円の増となった。

平成 27 年度の事業活動収入計は約 271 億 7,400 万円と

なり、予算より約 3,800 万円増となった。学生生徒等納付

金や臨時の退職者による退職金財団交付金の増等による雑収

入の増加があったものの、医療収入が対予算で約  1 億

5,300 万円減となったほか、私立大学等経常費補助金が予算

より減少し経常費等補助金は約 2,600 万円減となった。

一方、事業活動支出計は約 253 億 1,200 万円となり、予

算より約 11 億 6,700 万円減となった。教員・職員人件費と

も対予算比減で、人件費は予算より約 3 億 1,600 万円減と

なった。教育研究経費総額では予算より約 5 億 5,100 万円

減となった。＜教育研究経費＞では多くの科目で予算内執行

となり、＜医療経費＞では全体で約 7,400 万円の増となっ

た。また管理経費総額では予算より約 8,600 万円減となっ

た。

教育活動収支差額、経常収支差額とも約 9 億 6,000 万円

前後の対予算比増となり、特別収支の特別支出で予備費を当

てたものの、特別収支差額も含め全体に安定した執行となっ

た。

基本金組入額合計は、約 10 億 2,700 万円を計上した。第

1号基本金組入額は、新たな固定資産の取得額から本年度の

除却および廃棄する固定資産の額を差し引いた額を組み入れ

た。学校法人、大学、水道橋病院で水道橋校舎本館西棟建

設・本館改修工事による建物取得のほか、市川総合病院での

空調設備更新工事、看護宿舎改修更新工事により第 1 号基

本金に約 9 億 8,000 万円を組み入れている。第 4 号基本金

組入額は、恒常的に保持すべき資金として約 4,700 万円を

組み入れている。
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財務の概要 

平成 27 年度　事業活動収支計算書

平成 27 年度財務の概要

（単位：千円）

科　目 平成 27 年度予算 平成 27 年度決算 差　異

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

1．学生生徒等納付金 

2．手数料 

3．寄付金 

4．経常費等補助金 

　（国庫補助金）

　（地方公共団体補助金）

5．付随事業収入 

6．医療収入 

7．雑収入 

4,772,890 

43,170 

62,440 

980,760 

（966,580）

（14,180）

151,140 

20,148,440 

604,480 

4,824,981 

46,459 

63,181 

954,011 

（939,855）

（14,156）

172,509 

19,994,808 

717,919 

52,091 

3,289 

741 

△ 26,749 

（△ 26,725）

（△ 24）

21,369 

△ 153,632 

113,439 

教育活動収入計 26,763,320 26,773,870 10,550 

事
業
活
動
支
出
の
部

1．人件費 

2．教育研究経費 

＜教育研究経費＞ 

＜医療経費＞ 

3．管理経費 

4．徴収不能額等 

12,558,770 

10,841,110 

4,992,960 

5,848,150 

2,792,640 

8,930 

12,241,889 

10,289,151 

4,366,939 

5,922,212 

2,705,912 

7,802 

△ 316,881 

△ 551,959 

△ 626,021 

74,062 

△ 86,728 

△ 1,128 

教育活動支出計 26,201,450 25,244,753 △ 956,697 

教育活動収支差額 561,870 1,529,117 967,247 

教
育
活
動
外
収
支

収
入
の
部

1．受取利息・配当金 

2．その他の教育活動外収入 

9,830 

320,000 

13,244 

320,000 

3,414 

0 

教育活動外収入計 329,830 333,244 3,414 

支
出
の
部

1．借入金等利息 

2．その他の教育活動外支出 

31,670 

130 

31,669 

120 

△ 1  

△ 10 

教育活動外支出計 31,800 31,788 △ 12 

教育活動外収支差額 298,030 301,456 3,426 

経常収支差額 859,900 1,830,572 970,672 

特
別
収
支

収
入
の
部

1．資産売却差額 

2．その他の特別収入 

0 

42,620 

8,762 

58,041 

8,762 

15,421 

特別収入計 42,620 66,804 24,184 

支
出
の
部

1．資産処分差額 

2．その他の特別支出 

34,070 

3,330 

32,452 

3,326 

△ 1,618 

△ 4  

特別支出計 37,400 35,778 △ 1,622 

特別収支差額 5,220 31,026 25,806 

［予　備　費］
［32,300］ 

208,780 208,780

基本金組入前当年度収支差額 656,340 1,861,598 1,205,258 

基本金組入額合計 △ 1,361,260 △ 1,027,311 333,949 

当年度収支差額 △ 704,920 834,287 1,539,207 

前年度繰越収支差額 △ 25,909,040 △ 25,647,673 261,367 

基本金取崩額 395,830 823,738 427,908 

翌年度繰越収支差額 △ 26,218,130 △ 23,989,648 2,228,482 

平成 26 年度決算 増　減

4,734,013 90,969

49,652 △ 3,193

77,061 △ 13,879

1,143,628 △ 189,617

（1,130,598） （△ 190,743）

（13,030） （1,126）

167,458 5,051

19,743,652 251,156

921,905 △ 203,985

26,837,368 △ 63,498

12,364,522 △ 122,633

10,464,664 △ 175,513

4,545,388 △ 178,449

5,919,276 2,936

2,630,156 75,756

1,703 6,099

25,461,045 △ 216,292

1,376,323 152,794

12,020 1,224

330,000 △ 10,000

342,020 △ 8,776

8,119 23,549

0 120

8,119 23,669

333,900 △ 32,444

1,710,223 120,349

0 8,762

57,196 846

57,196 9,608

13,443 19,008

0 3,326

13,443 22,334

43,752 △ 12,726

1,753,975 107,623

△ 784,705 △ 242,606

969,270 △ 134,983

△ 26,990,971 1,343,298

374,028 449,710

△ 25,647,673 1,658,025

（参　考）

事業活動収入計 27,135,770 27,173,917 38,147 

事業活動支出計 26,479,430 25,312,319 △ 1,167,111 

27,236,583 △ 62,666

25,482,608 △ 170,289

※科目ごとに千円未満で四捨五入している為、合計などにおいて差異が生じる場合がある。
※平成 26 年度決算は平成 25 年改正後の学校法人会計基準に基づく事業活動収支計算書に組み替えて表示している。
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財務の概要 

貸借対照表　平成 28 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 （（61,315,214）） （（59,973,036）） （（1,342,178））

有形固定資産 （45,940,377） （44,345,366） （1,595,012）

土　地 15,630,453 15,593,167 37,286

建　物 24,511,604 21,770,685 2,740,919

構築物 664,486 694,413 △ 29,927

教育研究用機器備品 3,844,311 4,012,381 △ 168,070

管理用機器備品 362,437 401,499 △ 39,062

図　書 845,722 836,084 9,638

車　両 734 1,165 △ 431

建設仮勘定 80,630 1,035,972 △ 955,342

特定資産 （15,258,063） （15,493,984） （△ 235,921）

退職給与引当特定資産 4,773,780 4,732,644 41,136

減価償却引当特定資産 10,264,950 10,588,050 △ 323,099

大学移転寄付特定資金 67,893 21,633 46,260

大学奨学金特定資産 151,440 151,658 △ 218

その他の固定資産 （116,774） （133,686） （△ 16,912）

電話加入権 0 9,619 △ 9,619

施設利用権 5,268 2,632 2,637

ソフトウェア 4,040 5,446 △ 1,406

収益事業元入金 52,070 52,070 0

長期貸付金 53,581 54,141 △ 560

長期前払費用 1,249 8,613 △ 7,364

敷金保証金等 566 1,165 △ 600

流動資産 （（9,892,810）） （（9,834,273）） （（58,537））

現金預金 4,126,008 3,996,731 129,277

未収入金 3,396,222 3,546,444 △ 150,222

貯蔵品 191,685 227,184 △ 35,498

短期貸付金 2,066,628 1,966,095 100,533

短期前払費用 112,266 97,819 14,447

資産の部合計 71,208,024 69,807,309 1,400,715

負債の部

科　目 本年度末 前年度末 増　減

固定負債 （（8,646,203）） （（9,013,632）） （（△ 367,428））

長期借入金 3,865,600 4,154,880 △ 289,280

長期未払金 6,823 126,107 △ 119,284

退職給与引当金 4,773,780 4,732,644 41,136

流動負債 （（3,219,642）） （（3,313,097）） （（△ 93,455））

短期借入金 289,280 289,280 0

未払金 1,462,444 1,516,789 △ 54,345

前受金 1,265,147 1,290,115 △ 24,967

預り金 202,770 216,913 △ 14,143

負債の部合計 11,865,845 12,326,728 △ 460,883 
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純資産の部

科　目 本年度末 前年度末 増　減

基本金 （（83,331,827）） （（83,128,254）） （（203,573））

第 1 号基本金 81,446,836 81,290,698 156,139

第 4 号基本金 1,884,991 1,837,556 47,434

繰越収支差額 （（△ 23,989,648）） （（△ 25,647,673）） （（1,658,025））

翌年度繰越収支差額 △ 23,989,648 △ 25,647,673 1,658,025

純資産の部合計 59,342,179 57,480,581 1,861,598

負債及び純資産の部合計 71,208,024 69,807,309 1,400,715

※科目ごとに千円未満で四捨五入している為、合計などにおいて差異が生じる場合がある。
※前年度末は平成 25 年改正後の学校法人会計基準に基づく貸借対照表に組み替えて表示している。
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東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（平成28年10月現在）

橋本貞充

阿部潤也　　井上直記
上田貴之　　大塚　健
岡部陽子　　鎌田美樹　　
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

▲水道橋校舎本館・西棟：
午後のひかりを受けて銀色に輝く、西棟のファサード。中庭から見上げ
ると西棟の窓の幾何学的な配列に、本館が映り込んでいきます 

西棟の礎石：
定礎。平成28年3月吉日。
これからどれくらいの時間、
東京歯科大学を支えていく
のでしょう

東京歯科大学広報委員会から皆さまへ

編集後記

　東京歯科大学・さいかち坂校舎。4月に入学した第1学年
127期生128名と、第2学年の編入学生10名も、いつの間に
かそれぞれの個性が競い合い、新しいサイカチの空気をかた
ち造っています。千葉でもない、水道橋でもない、坂の上の
サイカチのもつ匂い。
　入学式の日、学長訓辞の中にあった「日々の地道な努力を
怠っては、真の実力は身につかない」との言葉を胸の中にお
いて、卒業までの長い道のりを歩き始めました。

　水道橋への回帰から5年、広い緑の千葉のキャンパスを頭
に描くことのできる学生は、今では、122期の6年生だけとな
りました。この感覚は、30数年前に水道橋から千葉へ移転し
た時にもあったもの。時間はゆっくりとそして確実に流れて
いきます。
　その時間の流れの中で、新しいものを容れるために、あり
がとう、の一言と共に、旧いものを手放していくのですから。

　そして、4月。午後の陽のひかりを全面に受け、銀色に輝
きながら、新設の水道橋校舎本館西棟が動き始めました。
　三崎神社側の正面玄関から階段を10段あがると、窓際にカ
ウンターを備えた、明るく開放感のある西棟ラウンジ。
　エレベーターを上がった2階には真新しい機能的な診療室、
3階にはシミュレーション室があり、4階の口腔外科手術室へ
と続きます。
　最上階の5階には、ブルーを基調とした最新の実習用デンタ
ルユニットが並ぶ、短期大学歯科衛生学科の実習室。
　地下1階には、口腔科学研究センターのμCTや電子顕微鏡
をはじめ、重量のある大型解析装置が所狭しと並んでいます。

　水道橋校舎本館と、西棟と連結した水道橋病院を中核とし
て、新館、さいかち坂校舎とがかたち造る水道橋キャンパス。
水道橋と、市川総合病院、千葉病院からなる3つの拠点のつ
ながりは、目に見えないネットワーク接続よりも太い、人と
ひととの交流が支えとなっています。

　学生たちが水道橋育ちになったとしても、水道橋から千葉
へ、そして、千葉から水道橋へとつながる東京歯科大学の伝
統は、絶えることなく続いていく。
　来年の4月には、新しい東京歯科大学短期大学が誕生しま
す。これから始まる、未来へ。

▲

　新しい歴史を刻み始めたのに歩調を合わせ、大学広報も、今までの長い歴史を継承し、東京歯科大学の今を記録すると
いう役割を果たしていくために、この第278号からA4サイズの誌面へと改変を行いました。
　もっと手に取りやすく読みやすい誌面にするために、新しい出版社と共に、デザイン等の検討を行いました。
　この誌面に、東京歯科大学を作っている学生たちや共に働く教職員の今が、確かな記録として残されていきます。
　本号につきましては発行が遅れ、変則的な形式となりましたことを、編集委員長としてお詫び申し上げます。

広報・公開講座部長：橋本貞充
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