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学内ニュース第49回全日本歯科学生総合体育大会開催


東京歯科大学千葉病院医療連携講演会開催

平成 29年度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 30年度東京歯科大学大学院歯学研究科（博士課程）学生募集要項

平成 30年度東京歯科大学短期大学入学試験要項
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トピックス

学生会ニュース

図書館から

短期大学ニュース

人物往来

大学日誌

学位記授与

学生募集要項
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来年は神奈川を舞台に
　平成30年度の第50回大会は、神奈川歯科大学の事務

主管により、東日本を中心に全国各地で開催される予

定である。

① 少林寺拳法部
② 水泳部
③ 硬式庭球部
④ ゴルフ部
⑤ バレーボール部

⑥ 卓球部
⑦ 空手道部
⑧フットサル部
⑨ スキー部
⑩ ボウリング部

⑪ 陸上競技部 
⑫ バドミントン部
⑬ バスケットボール部

③

④ ⑤

⑧

⑪⑩⑨

⑫ ⑫ ⑬

⑦⑥
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第49回歯学体開催

第49回全日本歯科学生総合体育大会開催


　第49回全日本歯科学生総合体育大会は、岡山大学歯

学部が事務主管となり、冬期部門を平成28年12月29

日（火）から平成29年3月19日（日）まで、夏期部門

を平成29年8月1日（火）から8月10日（木）まで、西日

本を中心に各地で熱戦が繰り広げられた。本学から

入賞部門（個人含む）　順位

は、21部門422名の部員が大会に参加した。

　部門では、少林寺拳法部が総合優勝、バレーボール

部と水泳部が総合準優勝、硬式庭球部と弓道部が総合

3位入賞となった。総合得点98.75点を挙げて、総合第

6位の成績を収めた。

少林寺拳法部 総合優勝 ※オープン参加のためポイントなし 千葉県松戸市
バレーボール部 総合準優勝 男子団体優勝 女子団体第 4位 広島県広島市
水泳部 総合準優勝 男子団体優勝 女子団体第 6位 福岡県福岡市
硬式庭球部 総合第 3位 男子団体第 3位 女子団体第 7位 千葉県白子市
弓道部 総合第 3位 男子団体第 3位 静岡県静岡市
卓球部 総合第 4位 男子団体準優勝 東京都府中市
空手道部 総合第 4位 大阪府枚方市
フットサル部 総合第 4位 神奈川県川崎市
スキー部 総合第 5位 男子団体 5位 女子団体 9位 長野県南佐久郡
陸上競技部 総合第 5位 福岡県北九州市
ヨット部 総合第 5位 神奈川県葉山町
ゴルフ部 総合第 8位 男子団体第 8位 女子団体第 13位 兵庫県三木市
バドミントン部 総合第 9位 男子団体第 5位 岡山県岡山市
サッカー部 総合第 9位 香川県丸亀市
バスケットボール部 総合第 10位 岡山県岡山市
空手道部（個人戦） 優勝　穴戸勇介 大阪府枚方市
柔道部（男子個人） 73kg級優勝　今藤　周 神奈川県横浜市 

① ② 

② 
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第49回歯学体開催

　第49回全日本歯科学生総合体育大会は、岡山大学歯

学部が事務主管となり、冬期部門を平成28年12月29

日（火）から平成29年3月19日（日）まで、夏期部門

を平成29年8月1日（火）から8月10日（木）まで、西日

本を中心に各地で熱戦が繰り広げられた。本学から

は、21部門422名の部員が大会に参加した。

　部門では、少林寺拳法部が総合優勝、バレーボール

部と水泳部が総合準優勝、硬式庭球部と弓道部が総合

3位入賞となった。総合得点98.75点を挙げて、総合第

6位の成績を収めた。

第49回全日本歯科学生総合体育大会開催

入賞部門（個人含む）　順位
少林寺拳法部 総合優勝  ※オープン参加のためポイントなし 千葉県松戸市
バレーボール部 総合準優勝 男子団体優勝 女子団体第4位 広島県広島市
水泳部 総合準優勝 男子団体優勝 女子団体第6位 福岡県福岡市
硬式庭球部 総合第3位 男子団体第3位 女子団体第7位 千葉県白子市
弓道部 総合第3位 男子団体第3位 静岡県静岡市
卓球部 総合第4位 男子団体準優勝 東京都府中市
空手道部 総合第4位 大阪府枚方市
フットサル部 総合第4位 神奈川県川崎市
スキー部 総合第5位 男子団体5位 女子団体9位 長野県南佐久郡
陸上競技部 総合第5位 福岡県北九州市
ヨット部 総合第5位 神奈川県葉山町
ゴルフ部 総合第8位 男子団体第8位 女子団体第13位 兵庫県三木市
バドミントン部 総合第9位 男子団体第5位 岡山県岡山市
サッカー部 総合第9位 香川県丸亀市
バスケットボール部 総合第10位 岡山県岡山市
空手道部（個人戦） 優勝　穴戸勇介 大阪府枚方市
柔道部（男子個人） 73kg級優勝　今藤　周 神奈川県横浜市

① ②

②
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④ ⑤ 

⑧ 

⑪⑩⑨ 

⑫ ⑫ ⑬ 

⑦⑥ 

① 少林寺拳法部 ⑥ 卓球部 ⑪ 陸上競技部 来年は神奈川を舞台に
② 水泳部 ⑦ 空手道部 ⑫ バドミントン部
③ 硬式庭球部 ⑧フットサル部 ⑬ バスケットボール部 　平成 30年度の第 50回大会は、神奈川歯科大学の事務

④ ゴルフ部 ⑨ スキー部 主管により、東日本を中心に全国各地で開催される予
⑤ バレーボール部 ⑩ ボウリング部 定である。
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　今年の歯学体は福岡県で行われた。昨年度は男女

総合3位という悔しい思いをしたため、今年は総合

優勝を目指し、例年以上に練習を積んできた。結果

は男子優勝、女子6位、総合では惜しくも準優勝と

いう結果となった。

　そもそも水泳は個人競技である。入場しスタート

台へ立った時、たった1人で臨まなければならない。

誰が助けてくれる訳でもなく、1人でスタートし1人

で泳ぎ切る。そのため、レース前に大きなプレッシ

ャーを感じ、不安や恐怖心を抱えることになる。「孤

独」との戦いになると言ってもいいだろう。

　しかし、それぞれの力を集結させて、優勝という

目標に向かって頑張ったその姿勢は、非常に誇れる

ものだと感じることができたと同時に、このような

貴重な経験は学生生活でしか味わうことができない

と思うと少し寂しくもある。

　最後になりますが、今年度、水泳部に携わってい

ただいた部長、OB、OGの先生方や、全ての方々に感

謝と御礼を申し上げます。ありがとうございました。

　第49回歯学体卓球部門は、東京都府中市の郷土

の森総合体育館にて、8月2日（水）から4日（金）に行

われました。150人を超える歯科学生が一堂に会し、

熱い戦いを繰り広げる中で友情も芽生え、初めての

歯学体となる1年生も緊張感の中で大いにこの舞台

を楽しんでいるようでした。

　さて、結果は男子団体戦が準優勝、男子シングル

スベスト8、男子ダブルス準優勝、男子新人戦優勝、

女子新人戦準優勝という好成績を残すことができ、

卓球部門では総合4位と、本学の成績にも貢献でき

たことを大変嬉しく感じております。団体戦では先

輩と後輩が1つのチームとして戦っていく中で、日

頃の練習の成果や日々の活動で築かれた信頼関係が

存分に発揮されたと感じています。卓球部主将とし

て不甲斐ない点も多かったとは思いますが、素晴ら

しい部員たちとともに無事に歯学体を終えることが

できたことを誇りに思っております。

　最後に、卓球部の活動にご支援いただいている皆

様にこの場をお借りし、改めて感謝申し上げます。

　第49回歯学体の空手道競技が8月6日（日）に大阪

歯科大学主管のもと、枚方市立渚体育館にて行われ

ました。

　一昨年、昨年と個人戦で優勝しており、今回は3

連覇を目指しての出場となりました。試合出場に当

たって、普段の練習に加えて夏休み中はOBの先生に

千葉校舎までお越し頂き強化練習を行いました。そ

して迎えた当日、無失点で決勝まで進み、決勝戦で

も勝利し優勝を成し遂げることができました。歯学

体の空手道競技では3連覇は史上初とうかがい、と

ても嬉しく思っております。

　また、今回は大阪での開催にもかかわらず、空手

道部OBの先生方が応援に駆けつけてくださいまし

た。試合の応援や練習の御指導などOBの先生方の御

支援がなければ今回の3連覇は成し遂げられなかっ

たと思います。本当にありがとうございました。

チーム力を争う個人競技
水泳部主将　芹澤慎生（第4学年）

歯学体を終えて
卓球部主将　木津拡也（第3学年）

第49回歯学体を終えて
空手道部主将　宍戸勇介（第4学年）

人事

 

第49回　歯学体開催

20年ぶりの優勝
少林寺拳法部主将　瀬津昂斗（第4学年）

　総合優勝。これは、僕の大学生活の中でも本当

にかけがえのない思い出であり、これからの糧にな

るだろう。少林寺拳法を始めて早4年、あっという

間だった。少林寺拳法部には、毎回の修練にとても

偉大で尊敬する師範の先生が来てくださっている。

　歯学体に向けての修練中、師範とこの4年間の

日々を話したのも懐かしい。

　僕が少林寺拳法部に入部した当初、部員の数はた

ったの4人だった。しかし、4人だからといって寂

しいと感じたことは一度もなかった。それほどまで

に師範や先輩方、同期が作り出すその場所がとても

温かかったのだ。

　そして、ありがたいことに毎年部員が入部し、13

人にまで増えた。大人数をまとめることに最初は苦

労したが、今では家族のような存在である。修練は

決して楽しいことばかりではなく、辛いこともあっ

た。しかし、この家族のような先輩、後輩、同期そ

して師範がいてくれたからこそ乗り越えることがで

き、悲願の優勝を成し得たのだ。

　OBとして、これからも少林寺拳法部に貢献してい

きたい。

歯学体を振り返って
男子バレーボール部主将　西村光正（第4学年）

　歯学体バレーボール部門においては、男子優勝・

女子ベスト4・総合準優勝という結果でした。ま

ず、ご支援くださった先生並びに学生課の方々、

OB・OGの先輩方に感謝申し上げます。また、一緒

に参加した部員にも心から感謝しています。

　今回、男子は4年ぶりに優勝し、嬉しい気持ちが

ある反面、総合準優勝という結果に悔しい気持ちが

あるのが正直な感想です。来年度は第50回という1

つの節目の大会になるので、過去1度も成し遂げら

れなかった男子の連覇、女子は2年ぶりの優勝を目

標にし、総合優勝できるようサポートしていければ

と思います。

　歯科学生のみの総合体育大会というものがこれほ

ど面白いものだとは想像もしていませんでした。と

同時に回を重ねていくにつれて多くのことを学ぶこ

とができました。何事にも代えられない経験をさせ

ていただいたと感じております。ありがとうござい

ました。
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第49回　歯学体開催

　総合優勝。これは、僕の大学生活の中でも本当

にかけがえのない思い出であり、これからの糧にな

るだろう。少林寺拳法を始めて早4年、あっという

間だった。少林寺拳法部には、毎回の修練にとても

偉大で尊敬する師範の先生が来てくださっている。

　歯学体に向けての修練中、師範とこの4年間の

日々を話したのも懐かしい。

　僕が少林寺拳法部に入部した当初、部員の数はた

ったの4人だった。しかし、4人だからといって寂

しいと感じたことは一度もなかった。それほどまで

に師範や先輩方、同期が作り出すその場所がとても

温かかったのだ。

　そして、ありがたいことに毎年部員が入部し、13

人にまで増えた。大人数をまとめることに最初は苦

労したが、今では家族のような存在である。修練は

決して楽しいことばかりではなく、辛いこともあっ

た。しかし、この家族のような先輩、後輩、同期そ

して師範がいてくれたからこそ乗り越えることがで

き、悲願の優勝を成し得たのだ。

　OBとして、これからも少林寺拳法部に貢献してい

きたい。 　歯学体バレーボール部門においては、男子優勝・

女子ベスト4・総合準優勝という結果でした。ま

ず、ご支援くださった先生並びに学生課の方々、

OB・OGの先輩方に感謝申し上げます。また、一緒

に参加した部員にも心から感謝しています。

　今回、男子は4年ぶりに優勝し、嬉しい気持ちが

ある反面、総合準優勝という結果に悔しい気持ちが

あるのが正直な感想です。来年度は第50回という1

つの節目の大会になるので、過去1度も成し遂げら

れなかった男子の連覇、女子は2年ぶりの優勝を目

標にし、総合優勝できるようサポートしていければ

と思います。

　歯科学生のみの総合体育大会というものがこれほ

ど面白いものだとは想像もしていませんでした。と

同時に回を重ねていくにつれて多くのことを学ぶこ

とができました。何事にも代えられない経験をさせ

ていただいたと感じております。ありがとうござい

ました。

20年ぶりの優勝
少林寺拳法部主将　瀬津昂斗（第4学年）

歯学体を振り返って
男子バレーボール部主将　西村光正（第4学年）

人事

 

チーム力を争う個人競技 歯学体を終えて
水泳部主将　芹澤慎生（第4学年）

　今年の歯学体は福岡県で行われた。昨年度は男女

総合3位という悔しい思いをしたため、今年は総合

優勝を目指し、例年以上に練習を積んできた。結果

は男子優勝、女子6位、総合では惜しくも準優勝と

いう結果となった。

　そもそも水泳は個人競技である。入場しスタート

台へ立った時、たった1人で臨まなければならない。

誰が助けてくれる訳でもなく、1人でスタートし1人

で泳ぎ切る。そのため、レース前に大きなプレッシ

ャーを感じ、不安や恐怖心を抱えることになる。「孤

独」との戦いになると言ってもいいだろう。

　しかし、それぞれの力を集結させて、優勝という

目標に向かって頑張ったその姿勢は、非常に誇れる

ものだと感じることができたと同時に、このような

貴重な経験は学生生活でしか味わうことができない

と思うと少し寂しくもある。

　最後になりますが、今年度、水泳部に携わってい

ただいた部長、OB、OGの先生方や、全ての方々に感

謝と御礼を申し上げます。ありがとうございました。

卓球部主将　木津拡也（第3学年）

　第49回歯学体卓球部門は、東京都府中市の郷土

の森総合体育館にて、8月2日（水）から4日（金）に行

われました。150人を超える歯科学生が一堂に会し、

熱い戦いを繰り広げる中で友情も芽生え、初めての

歯学体となる1年生も緊張感の中で大いにこの舞台

を楽しんでいるようでした。

　さて、結果は男子団体戦が準優勝、男子シングル

スベスト8、男子ダブルス準優勝、男子新人戦優勝、

女子新人戦準優勝という好成績を残すことができ、

卓球部門では総合4位と、本学の成績にも貢献でき

たことを大変嬉しく感じております。団体戦では先

輩と後輩が1つのチームとして戦っていく中で、日

頃の練習の成果や日々の活動で築かれた信頼関係が

存分に発揮されたと感じています。卓球部主将とし

て不甲斐ない点も多かったとは思いますが、素晴ら

しい部員たちとともに無事に歯学体を終えることが

できたことを誇りに思っております。

　最後に、卓球部の活動にご支援いただいている皆

様にこの場をお借りし、改めて感謝申し上げます。

第49回歯学体を終えて
空手道部主将　宍戸勇介（第4学年）

　第49回歯学体の空手道競技が8月6日（日）に大阪

歯科大学主管のもと、枚方市立渚体育館にて行われ

ました。

　一昨年、昨年と個人戦で優勝しており、今回は3

連覇を目指しての出場となりました。試合出場に当

たって、普段の練習に加えて夏休み中はOBの先生に

千葉校舎までお越し頂き強化練習を行いました。そ

して迎えた当日、無失点で決勝まで進み、決勝戦で

も勝利し優勝を成し遂げることができました。歯学

体の空手道競技では3連覇は史上初とうかがい、と

ても嬉しく思っております。

　また、今回は大阪での開催にもかかわらず、空手

道部OBの先生方が応援に駆けつけてくださいまし

た。試合の応援や練習の御指導などOBの先生方の御

支援がなければ今回の3連覇は成し遂げられなかっ

たと思います。本当にありがとうございました。
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中久喜 喬名誉教授ご逝去

名誉教授

中久喜 喬先生

平成 29 年８月２日（水）、中久喜 喬名誉教授がご逝去

されました。享年 91 歳でした。突然の訃報に接し、驚き

を隠しえません。心からご冥福をお祈り申し上げます。

中久喜先生は、昭和 23 年に東京歯科医学専門学校を卒

業され、東京大学医学部麻酔学教室への内地留学を経て、

昭和 43 年４月にわが国で３番目に開設された歯科麻酔学

講座の初代主任教授に就任されました。そして、平成４年

に定年退職されるまで、 25 年近くにわたってわが国と東

京歯科大学の歯科麻酔を牽引してこられました。

日本歯科麻酔学会では、昭和 52 年に日本歯科麻酔学会

会長に就任され、その後も永年にわたって理事および監事

として学会の発展に尽力されました。これらの業績が認め

られ、平成３年には第１回日本歯科医学会会長賞（教育部

門）を受賞されました。この栄誉を讃えるために、日本歯

科麻酔学会では平成４年から、前年度の最優秀論文を顕彰

するための中久喜学術賞が創設されています。更に、平成

16年４月 29 日には、永年にわたるわが国の歯科界への

貢献が認められ、瑞宝中綬章を受章されています。

中久喜先生は、幅広い見識と高邁なお人柄、患者さんや

教え子、同僚に対する深い思いやりによって、多くの方々

から敬愛の念を持たれており、多数の医局員を指導してこ

られました。創設当時、高北義彦先生、金子 譲先生など、

わずか４名の医局員で始まった歯科麻酔学講座は、現在で

は、中久喜先生の教えを受け継ぎながら、総勢で 40 名近

くの大所帯へと発展してきました。講座の忘年会等では、

いつも孫のような若い医局員と「おじいちゃんと話そう」

と言いながら、楽しそうに話をされていた姿が思い出され

ます。

中久喜先生は、朝風呂と晩酌が大好きで、亡くなる当日

まで、この日課を崩すことなく過ごされていました。天国

にいらっしゃっても、ゆっくりとこれまでのご功績を思い

出しながら、この日課を続けられることをお祈りいたしま

す。どうか安らかにおやすみください。

合掌

（歯科麻酔学講座　教授　一戸達也）
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大学院ニ ュ ー ス 

第 163 回歯科医学教育セミナー開催
平成 29 年 6 月 19 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 163 回歯科医学教育セミナーが開

催された。市川総合病院、千葉校舎には、テレビ会議システ

ムで配信された。今回は、「朝日大学の現状と展望」と題し、

朝日大学学長の大友克之先生の講演をうかがった。

はじめに、朝日大学・明海大学の創立者宮田慶三郎先生の

ご紹介と朝日大学の建学の精神について説明があった。

続いて、歯科医師需給問題の経緯と今後の見解、大友先生

が学長に就任してからの大学の質の向上にむけた学内改革状

況について詳細な説明があった。6年次教育における講義形

式の再編、ビデオ収録、学費支弁者との連携、5年次臨床実

習内容の再構築、教養教育開発室での取り組み、優秀な外部

教員の招聘による教育改革、研究連携、学生・教員の国際化

推進等、「学長室の挑戦」と題した様々な改革の事例紹介が

あった。また、歯学部だけではなく、総合大学としての取り組

みや、地方都市での取り組み等、詳細に紹介をいただいた。

平成 29 年度第 3 回水道橋病院教職員研修会開催
平成 29 年 6 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 29 年度第 3 回水道橋病院教職員

研修会が開催された。

今回は、「インシデント・アクシデントの報告の流れ」と

して、医療安全管理室長の半田俊之講師により講演が行われ

た。昨年度のヒヤリハット報告書数、アクシデント報告書数

について説明があり、年々減少しているとの説明があった。

当院における主な医療事故を事例に挙げ、現在の課題や適切

な対応について説明があった。最後に患者さんを呼び込む際

のルールの説明があった。

次に「処方箋の記載と注意点について」として、山根理恵子

主任薬剤師より講演が行われた。「処方箋の記載不備」、「処

方箋とカルテ記載の不一致」等について事例を挙げ、気を付

けるべきポイントについて説明があった。今回の研修会で

は、医療安全および医薬品の安全使用に関する意識を高める

ことにつながる大変有意義なものであった。

▲講演される大友先生

▲解説する山根主任薬剤師
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学内ニ ュ ー ス 

東京歯科大学千葉病院医療連携講演会開催
平成  29 年  7 月  6 日（木）午後  3 時より、千葉校舎歯科臨

床研修医室において「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、印旛郡市歯科医師会、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。

毎年、千葉県歯科医師会および近隣歯科医師会の学外委員

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 127 名の参加者を迎え、一戸達也千葉病院長の挨拶

より医療連携講演会が始まった。前回参加者の要望を反映し、

演題を 3つに絞り発表時間を長くした講演会では、各 60 分

（講演 50 分・質疑応答 10 分）の講演が行われ、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の

質疑応答が活発に行われた。また、参加者からの相談に応じ

る症例相談コーナーを設け、各症例に対し担当者が対応した。

1．目指そう !!“Common disease” 認知症患者への対応力向上
　　　座長：大久保 剛 副病院長
　　　演者：専門歯科系（摂食嚥下リハビリテーション科）

杉山哲也 准教授
2．インプラント治療の合併症について
　　　座長：髙橋俊之 副病院長
　　　演者：専門歯科系（口腔インプラント科）
　　　　　　伊藤太一 准教授、古谷義隆 講師
3．ARONJ の原因と誘因、リスク、予防と治療
　　　座長：柴原孝彦 副病院長
　　　演者：口腔外科系（口腔外科）森川貴迪 助教

▲今年度の演題および演者

参加者のアンケートからは、「関心のあるテーマで、明日

からの診療に役立てたい」「最新情報を得られて良かった」

「実際の治療の際の注意点がよくわかった」等の声が多く寄

せられ、大変有意義な講演会となった。

▲挨拶をする一戸千葉病院長 ▲会場の様子
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平成 29 年度緩和ケア研修会開催
平成 29 年 7月8日 ( 土 )と9日 (日 ) に、市川総合病院講

堂において平成 29 年度緩和ケア研修会が開催された。市川

総合病院は、平成 20 年 2月に地域がん診療連携拠点病院の

指定を受けており、がん診療に携わる医師に対する緩和ケア

研修会の毎年の開催が義務付けられている。

がん診療連携拠点病院が行う緩和ケア研修会は、院内のみ

ならず地域の医療従事者も対象にするため、広く募集を呼び

かけ実施された。学内外から医師 26 名、歯科医師 7 名の合

計 33 名の参加者に対して、7名のファシリテーターを迎え

ての研修会となった。

研修会は、講義とロールプレイ、ワークショップで構成さ

れており、「緩和ケア概論」、「がん性疼痛」、「呼吸困難」、

「消化器症状」、「精神症状（抑うつ、せん妄）」、「コミュニ

ケーション」について講義で解説され、「疼痛事例検討」や

「オピオイドを処方するとき」、「コミュニケーション」、「地

域連携」についてはグループ討議やロールプレイが熱心に行

われた。緩和医療は患者やその家族の辛さに焦点があてられ

ているが、がん診療を行っている医療者のケアも重要な要素

である。今回のような研修会は、日常のがん診療、特に疼痛

緩和などで困っている医師に対しては極めて有効であること

から、今後もがん診療連携拠点病院としての役割を担ってい

きたい。

▲講義風景 ▲グループ討議風景

科研費講演会開催
平成 29 年 7月 13日（木）午後６時より、水道橋校舎本館

第 2 講義室において、科研費講演会が研究部、口腔科学研究

センター、大学院歯学研究科、顎骨疾患プロジェクトの共催で

行われ、市川総合病院と千葉校舎にはテレビ会議システムで

配信された。講師として、大阪大学大学院歯学研究科生化学

教室教授（大阪大学副理事、歯学部副学部長、日本学術振興

会・学術システム研究センター専門研究員）の西村理行先生を

お招きし、「科研費の申請のポイントと戦略 - 私の応募経験を

振り返って -」と題した講演をいただいた。

平成 30 年度助成（平成 29 年 9 月公募予定）から新たな審

査区分と審査方式による公募・審査となるため、その概要に

ついて説明があり、その後、西村先生の経験から科学研究費

を獲得するポイントと戦略についてお話しをいただいた。ま

た、大学院生が応募可能な日本学術振興会特別研究員の制度

についても説明があった。本講演会には、200 名を超える

研究者の参加があり、平成 30 年度の申請に向けて、有意義

な講演会となった。

▲講演会風景

9
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学内ニ ュ ー ス 

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催

◀説明する佐藤教授

平成 29 年 7月15日（土）、8月6日（日）、8月26日（土）

に水道橋校舎で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・オープンキャンパスが開催された。

受験生や保護者の方々に対し、本学の教育理念やカリキュラ

ム、国家試験合格状況、学生生活、卒後進路状況、平成 30

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、今年度も大

変好評であった。

また、各回異なる模擬授業が実施され、7月 15 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）には歯科放射線学講座の

後藤多津子教授による「４D画像で体内を診る−アゴ、顔、

脳機能−」、8月 26日（土）にはクラウンブリッジ補綴学講座の

佐藤 亨教授による「歯科審美治療ってホワイトニングと歯科矯

正治療？」と題した授業が行われた。

そして、希望者による見学がさいかち坂校舎と水道橋校舎新

館、水道橋病院で行われ、最後に希望者を対象に教務部・学

生部の教職員との個別面談を実施した。3回合わせて延べ

703 名もの参加があり、大盛況であった。

次回は、9月 30 日（土）に水道橋校舎で開催する予定であ

る。

効果的な授業を行うワークショップ開催

▲模擬授業をする国分栄仁講師

平成 29年 6月 24日（土）、7月 22日（土）の午後１時よ

り、水道橋校舎新館第２講義室において効果的な授業を行う

ためのワークショップが開催された。本ワークショップは、

本学教員による授業（講義・演習・実習等）を効果的に実施す

るために、その改善点を抽出し、本学教員に浸透させること

を目的に、本学若手・中堅教員を中心に開催されている。昨

年末に第１回が行われ、６月に第２回、７月に第３回を実施

した。授業方法の中の一斉講義に主眼を置き、その効果的な

実施方法を探ることを目的としたものである。

はじめに、山本 仁教務副部長より、効果的な講義技法の

事例解説と題する、①講義の進め方、②パワーポイント、③

板書の事例等について説明を受けた。次に、２グループに分

かれて、参加者それぞれが事前に録画した授業ビデオに基づ

き、良い点・改善点を挙げ、効果的な講義に必要な項目の抽

出と授業スライド等の改善を行った。

次のセッションでは、前のセッションで抽出した効果的な講

義に必要な項目に基づき、ブラッシュアップした模擬授業を行

い、意見を出し合った。参加者とスタッフを合わせ各回 12 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、盛会の内に終了した。
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第 164 回歯科医学教育セミナー開催
平成 29 年 7 月 24 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 164 回歯科医学教育セミナーが開

催された。当日はテレビ会議システムで市川総合病院、千葉

校舎にも配信された。今回は、保存修復学講座非常勤講師

で、ハーバード大学歯学部の大山弘枝先生から「アメリカの

歯科医学教育事情について」と題した講演をいただいた。

はじめに、アメリカと日本における歯科医療制度の共通

点、相違点（保険、教育、社会的影響力）について説明があっ

た。続いて、教育システム等について CODA（Commission of 

Dental Accreditation）に基づいたハーバード大学歯学部独自

の教育方法について紹介があり、入学選考プロセス（GPA、

DAT、面接）、カリキュラムにおける技能成績評価、教員の

プロモーションシステムについて具体例を交えた説明があっ

た。最近は女子学生とアジア出身者が非常に多い旨の報告も

あった。

平成 29 年度第 4 回水道橋病院教職員研修会開催

▲講演をする大山先生

▶講演をする矢島水道橋病院長

平成 29 年 7月 25日（火）午後 6 時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、平成 29 年度第 4 回水道橋病院教職員

研修会が開催された。

今回は、「論理的思考力から考える医療コミュニケーションに

ついて」をテーマに矢島安朝水道橋病院長による講演が行わ

れた。

はじめに、医療従事者のコミュニケーションスキルの稚拙さ

が医療過誤、医療訴訟へとつながる危険性を高めるとの説明

があった。次にロールプレイングを通し、わずかな気配りが患

者の満足度を大きく左右し、コミュニケーションの要とは相手

の心に自分の心を沿わせて、相手の心情を察し、心の機微に

触れることが必要になってくると説明があった。

最後に、医療コミュニケーションの目的は、患者と医療従事

者の信頼関係の確立であり、私達に不足しているコミュニケー

ション能力は、自分の意見を伝える力、相手の意見を理解する

力であることを挙げ、それらの育成を図り、医療コミュニケー

ション能力の向上を常に意識し話題にすること、また自らの人

生観、個性、価値観にあった独自の医療コミュニケーション手

法を身につける必要があるとまとめられた。

今回の研修会は、各職種において医療コミュニケーションの

大切さを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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学内ニ ュ ー ス 

平成 29 年度研究活動に係る不正行為の防止に関する研修会開催

▲研修会会場風景

学年代表者会開催
平成 29 年７月 30 日（日）に、水道橋校舎新館第１講義室

において同窓会主催の学年代表者会が開催され、大学から

井出吉信理事長・学長、石井拓男短期大学学長、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、また各学年合わせて約 70 名の先生方が出席された。

大学からの報告として、井出理事長・学長から大学の現

平成 29 年 7 月 26 日（水）午後６時より、水道橋校舎本館

第１講義室において、平成 29 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病院

にはテレビ会議システムで配信された。

本研修会は、研究に携わるすべ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、鳥山佳則歯科医療管理学教授より

「臨床研究法について」、村松 敬研究部副部長より「研究費

の適正使用について」と題した講義が行われた。本研修会で

は、プレテスト・ポストテストを実施し、出席者は理解を深

め、有意義な研修会となった。

況、矢島水道橋病院長より病院報告、石井短期大学学長より

本年４月に開学した東京歯科大学短期大学歯科衛生学科につ

いての説明をした。その後、同窓会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し、会の最後に

は校歌を斉唱した。同窓会主催学年代表者会は盛会裡に終了

した。

▲病院報告をする矢島水道橋病院長 ▲校歌斉唱の様子
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寄付者銘鈑の設置
東京歯科大学創立 120 周年記念事業の一環である大学の

水道橋移転計画が本年 3 月の水道橋病院の改修工事終了を

もって完遂し、本事業に対する学生・教職員、同窓生、保護

者他本学に関係する皆様からのご厚志に深謝し、寄付者銘鈑

にご芳名をしるし顕彰させていただいた。銘鈑は、水道橋校

舎本館西棟脇に設置され、除幕は、平成  29 年  7 月  30 日

（日）の学年代表者会の終了後に執り行われ、井出吉信理事

長・学長の式辞、矢﨑秀昭同窓会長のご挨拶があり、お二方

による除幕で披露された。

▲寄付者銘板 ▲記念写真撮影

平成 29 年度認定歯科衛生士セミナー 
医科歯科連携・口腔機能管理コース開催
平成  29 年  8 月  3 日（木）から  5 日（土）の期間、水道橋校

舎本館西棟と短期大学実習室において、平成 29 年度認定歯

科衛生士セミナー 医科歯科連携・口腔機能管理コース（前期

プログラム）が開催された。本セミナーは、公益社団法人日

本歯科衛生士会が行う生涯研修制度の１つで、急性期・回復

期などの口腔機能管理にかかわる専門的知識・技能の習得に

資する研修を実施し、病院等における多職種連携に必要な医

学的および歯科医学的知識並びに口腔保健学的技能を有する

歯科衛生士を養成することを目的とし、学校法人東京歯科大

学に平成 28 年度に委託された事業である。

今回の前期プログラムは全国から集まった 30 名の受講生

を対象に  8 名の講師により講義・実習が行われた。また

「周術期口腔機能管理～病診連携に向けて～」のテーマのも

と、歯科医師がアドバイザー、５名の歯科衛生士がタスク

フォースとなり、グループワークを行った。

後期プログラムは、本年８月初旬から 10 月初旬にかけて

市川総合病院でそれぞれ２日間にわたり前期プログラム受講

生を５グループに分け、実施することとしている。病院見

学、RST、NST ラウンド、病棟での口腔機能管理の見学を行

い、医科歯科連携に関する知識を深める。また、市川総合病

院に併設されているスキルスラボでは、VEの見学や頸部聴

診の実習、さらに市川総合病院看護部の協力のもと吸引の実

習を行う。本セミナーは、歯科衛生士が行う業務として需要

が高まっている内容であり、来年以降も継続して実施される

こととなっている。

13
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▲西棟ラウンジでのグループワーク ▲西棟短期大学実習室での相互実習

▲市川総合病院スキルスラボでの吸引、頸部聴診実習の様子

第 8 回千葉病院ロビーレクチャー開催
平成 29 年 8月 5日（土）午後 2 時より、千葉病院小児歯科

待合ロビーにおいて、小児歯科学講座の荒井 亮助教による、

第 8 回千葉病院ロビーレクチャー「知れば安心！！知らねば不

安⤵見逃したくない子どもの口の中」と題した講演が行われ
た。

講演では子供の歯は大人の歯への下準備であることをふま

え、安心・安全な子どもの歯を目指すポイントについて、わ

かりやすいレクチャーがなされた。参加者の保護者・お子さ

ん共に熱心に耳を傾けていた。また、今回は夏休み限定企画

として個別歯科相談、職業体験も併せて実施され、盛況なイ

ベントとなった。
▲ロビーレクチャーの様子



283 号　2017年 8月 31日発行

 

大学院ニ ュ ー ス 

第 418 回大学院セミナー開催

▶講演される中山先生

平成 29 年 6 月 2 日（金）午後 6 時より、水道橋校舎本館

西棟ラウンジにおいて、第 418 回大学院セミナーが開催さ

れた。今回は、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科感染免疫

学講座口腔病原微生物学分野教授の中山浩次先生をお招きし

て、「バクテロイデーテス門細菌にみられる新規の線毛（Ⅴ型

線毛）について」と題した講演をいただいた。　

P. gingivalis や B. fragilis は、従来報告されているタイプの

線毛をもつ細菌とは進化系統において近縁でないことから、

特有の線毛を持つ可能性が考えられた。その解明のため、

Bacteroidetes 門細菌の線毛タンパク質 20 個についての X

線結晶構造解析を行うと、C末端側に特有な構造を認めた。

さらに P. gingivalis を用いた解析により示唆された、菌体の

表面のプロテアーゼによる線毛タンパク質の N末端側のβ

ストランドの除去、それによってできた空隙に次の線毛タン

パク質の C 末端側のβストランドがはまり込む、という新

たな“V型線毛”タンパク質の重合の機構についてグラフィ

カルで非常に解りやすい説明がなされ、さらにその形成に関

わるジンジパインの調節機構にまで話が及ぶ非常に有意義な

講演であった。
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田代紋子レジデントが第 64 回日本小児保健協会学術集会において
若手奨励賞を受賞

平成 29年 6月 29日（木）から 7月 1日（土）の期間、大阪

国際会議場（大阪市）で開催された第 64 回日本小児保健協会

学術集会において、小児歯科学講座の田代紋子レジデントが

若手奨励賞を受賞した。受賞演題は「1歳 6 か月児および 3

歳児における齲蝕罹患要因に関する研究 - 特に授乳法と口腔

の健康管理に関わる因子について -」である。

本研究は、1歳 6 か月時から 3 歳時まで経年的に追跡し

た小児を調査対象とし、特に授乳法と口腔の健康管理に関わ

る因子と齲蝕罹患との関係性について調査したものである。

調査結果から、1歳 6 か月時における母乳の継続は齲蝕罹患

に関わる重要な要因であることが判明した。また、1歳時に

おける歯科健康診査を受診していない小児は、受診した小児

より 3.8 倍齲蝕に罹患していることが判明した。さらに、3

歳児では 1 歳時における歯科健康診査受診の有無、1歳 6

か月時における歯磨き回数、健診時の口腔衛生状態などが重

要な齲蝕罹患要因であった。以上のことから、1歳児に対す

る歯科健康診査の実施は不可欠であり、母乳の長期継続と齲

蝕罹患の関係性を説明するとともに、適切な歯磨きを早期か

ら習慣づけるといった歯科保健活動を確立させることが必要

であることがわかった。▲受賞した田代レジデント（左）と新谷誠康教授

備前島崇浩助教、鈴木瑛一助教が第 1回 Osteology Research Academy
Core Module Hong Kongにおける Travel Awardを受賞
平成 29年 7月 3日（月）から 7月 6日（木）の期間、Hong

Kong University Prince Philip Dental Hospital（Hong Kong）

で行われた第 1 回 Osteology Research Academy (ORA) Core 

Module Hong Kong において、千葉病院の備前島崇浩助教と

歯周病学講座の鈴木瑛一助教が Travel Award を受賞した。

主催の Osteology Foundation は、顎顔面領域の組織再生分

野の研究・臨床を促進するために設立された財団であり、

ORAは若手研究者の教育を目的とし、これまでスイス、ア

メリカ、オーストリアなどで開催されている。今回、アジア

で初めて香港で開催された。本賞は、事前に公募された研究

プロジェクトのうち、世界各国の顎顔面領域の再生治療のエ

キスパートによる審査で優秀と評価されたものに贈られ、今

回の ORA 参加も条件とされた。

受賞プロジェクトは「FGF-2 と自己組織化ペプチドの併

用が糖尿病状態の歯周組織再生に及ぼす影響について」

（備前島助教）、「遺伝子改変マウスを使用した骨形成過程に

おける新規転写因子の解明」（鈴木助教）であり、今後の歯周

組織再生関連の研究発展に寄与すると評価された。

香港の ORAでは、備前島助教と鈴木助教は、世界 11 か国

33名の若手研究者と共に、in vitro、in vivo および臨床研究

デザインに関する講義やグループワークに参加した。Mariano

Sanz 教 授、Maurizio Tonetti 教 授、Niklous Lang 教 授、

Frank Schwarz 教授らとともに歯周病学講座の齋藤 淳教授も

講師として招聘された。

◀歯周病学の臨床研究の世界的権威である Tonetti 教授（右）とグループワークに
参加する備前島助教（左から 2 人目）と鈴木助教（左から 3 人目）
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平成 29年 7月 22日（土）から 23日（日）の期間、東京歯

科大学水道橋校舎新館で開催された第 38 回日本歯内療法学

会学術大会（大会長 古澤成博教授）において、歯内療法学講

座の淺井知宏臨床講師が JEA 理事長賞を受賞した。本賞は、

今大会のポスター発表において最も優秀な発表に対し授与さ

れたものである。受賞演題は「慢性化膿性根尖性歯周炎病巣

細菌叢の網羅的解析」である。現在まで根尖性歯周炎におけ

る菌種の検索については、主に培養可能なものについて行わ

れており、培養不可能な菌種の存在については、いまだ十分

な解析が行われていない。しかしながら、慢性化膿性根尖性

歯周炎の治療に際しては、病変部に存在する菌種を正確に把

握することは大変重要であると考えられる。

本研究では、根尖部から得られたサンプルを用い、 16S

rRNA pyrosequencing により慢性根尖性歯周組織炎病変

部の菌叢を網羅的に解析し、その病態との関わりにつ

いて解析した。その結果、膿性・出血性のサンプルでは、

Pauludibacter、Lactobacillus のように膿性のもののみで主要

なものが存在し、病態によって菌叢が異なっている可能性が

平成 29 年 8 月 19 日 ( 土 ) 、岡山大学鹿田キャンパス

（岡山市）で開催された第 26 回硬組織再生生物学会学術大

会において、小児歯科学講座の大澤枝里臨床専門専修科生が

優秀発表賞（ポスター）を受賞した。受賞演題は、「ラット臼

歯における髄下葉を伴った根分岐部形成の免疫組織学的観

察」である。

歯の形態形成に関する研究は歯の初期発生や歯冠形成に関

するものが多く、歯根形成、特に多根歯形成に関しては報告が

少ない。ヒトでは多根歯形成の際に根分岐部相当部に髄下葉

が出現して多根化が生じるが、髄下葉の形成機構には不明な

点が多い。そこで本研究では、ヒトと同様の多根化形成様式を

とるラット臼歯を用いて髄下葉を伴う根分岐部の形成について

観察した。上顎第二臼歯歯胚を底面から実体顕微鏡観察、組

織学的および抗 Pan-keratin 抗体、抗 Hsp25 抗体、抗 Shh

抗体を用いた免疫組織学的観察を行った。髄下葉は歯冠部象

牙質と同様に歯乳頭細胞から分化した象牙芽細胞により形成さ

れ、上皮－間葉相互作用により、歯乳頭細胞から分化すること

が示唆された。また、象牙質根間突起と髄下葉の境界部が根

分岐部に出現する副根管になることが示唆された。

淺井知宏臨床講師が　
第 38 日本歯内療法学会学術大会で JEA理事長賞を受賞

大澤枝里臨床専門専修科生が
第 26 回硬組織再生生物学会学術大会において優秀発表賞を受賞

示唆された。本研究の結果は、今後の根尖性歯周炎に対する

新たな検査、診断法の確立のみならず、新たな治療法の開発

への発展が期待されている。

▲受賞した淺井臨床講師（左）と古澤教授

▲受賞した大澤臨床専門専修科生
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馬場 亮助教が第 18回 JSAWI (Japanese Society for the Advancement 
of Women's Imaging）で最優秀ポスター演題賞を受賞

▲南 学当番世話人（左）より表彰を受ける馬場助教 ( ノーネクタイ／カジュア
ルな服装が原則の学会）

平成 29 年 9 月 1 日（金）と 2 日（土）に、淡路夢舞台国際

会議場（淡路市）で行われた第 18 回 JSAWI において、市川

総合病院放射線科の馬場 亮助教が最優秀ポスター賞を受賞

した。本会は産婦人科関連疾患の画像に高い関心・技術を

もった産婦人科医・放射線科医・病理医が開催する学会であ

る。今回受賞した演題は、「腹腔鏡下子宮筋腫核出術におけ

る術前 MRI 所見および臨床学的事項と出血量との比較／検

討」である。

筋腫核出術は比較的出血量の多い術式で、出血量の予測は

合併症のリスクを低減させる上で重要であることから、術前

MRI 所見および臨床学的事項と腹腔鏡下筋腫核出術におけ

る出血量についての検討を行った。術前 MRI での大きな子

宮筋腫の所見（最大腫瘍径 7.3㎝以上）は、腹腔鏡による子宮

筋腫核出術における有意な術中出血を予想できる可能性があ

ることが示唆された。この結果は、術前の自己血輸血の必要

性に関しての評価に有用な可能性がある。また、本研究は放

射線科、産婦人科での合同研究であり、市川病院にて放射線

科と産婦人科とで隔週で行われているカンファレンスを含め

たコミュニケーション・チーム医療の成果を示しているとも

言える。現在この結果は、英語論文にて投稿中であり、本結

果が世界に向けて発信されることが期待される。
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学生会ニ ュ ー ス

第 49 回全日本歯科学生総合体育大会（歯学体）結団式開催
平成 29年 7月 14日（金）午後 6時 30分より、水道橋校

舎新館血脇記念ホールにおいて、第 49 回全日本歯科学生総

合体育大会（歯学体）結団式が挙行された。

井出吉信理事長・学長、佐藤 亨学生部長から激励の言葉

をいただき、各部員の顔が引き締まった。続いてバドミント

ン部主将で運動部長の多田 優君（第 4 学年）が挨拶、空手道

部主将の宍戸勇介君（第 4 学年）が選手宣誓を力強く行った。

弓道部主将の宮田直樹君（第 4 学年）の司会で、各クラブ主

将から戦いに挑む決意発表が行われた。最後に参加者全員で

校歌を斉唱し、閉会した。

【運動部長挨拶】
多田 優（第 4学年）

　今年も歯学体の季節がやってきました。各クラブのみなさ
んは、忙しい勉学の合間を縫って、一生懸命練習してきたこ
とと思います。
　大会では、日頃の練習の成果を充分に発揮し、悔いのない
戦いをしてきてください。また、東京歯科大学生としての自
覚を持ち、スポーツマンシップにのっとり、ベストを尽くし
てください。皆さんの健闘を祈っています。

【選手宣誓】
宍戸勇介（第 4 学年）

　私達選手一同は、日頃鍛錬した心・技・体をいかんなく発
揮し、東京歯科大学の名に恥じぬようフェアプレーに努めま
す。
　そして、ここでしか得ることができない貴重な経験を人間
性豊かな歯科医療人への成長の糧とすることを誓います。

▲会場の様子 ▲運動部長の多田君の挨拶
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阿部潤也図書課長　第 24 回日赤図書室協議会研修会・総会にて講演
　平成 29 年 7 月 8 日（土）午後３時 10 分より、日本赤十字

社本社（港区）において開催された第 24 回日赤図書室協議会

研修会・総会にて、阿部潤也図書課長が講演を行った。公開

講座のひとコマとしての講演であり、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、オープンアクセス推進のための講

演であり、質問も多く寄せられ、好評であった。

◀講演する阿部図書課長

推薦図書
教職員・学生が推薦する図書を紹介します。すべて図書館にて閲覧・貸出が可能です。

デイビッド・モントゴメリー 著
土と内臓：微生物がつくる世界
築地書館、2016

目には見えないけれど、私たちの周りには多くの微生物が

存在しています。微生物との関係を断ち切ることはできませ

ん。歯学部 2 年生で学ぶ「微生物学」では、感染症の病原

体としての微生物が中心です。病原体としての微生物は、そ

れは排除すべきものですが、私たちに多大な恩恵をもたらし

ている微生物もいるのです。微生物の研究の話から、免疫と

のかかわりまで、新しい知見を含めて「排除すべきではない

微生物の世界」がまとめられている１冊です。

（加藤哲男・化学研究室）

ダニエル・キイス 著
アルジャーノンに花束を（新装改訂版）
早川書房、1989

知的能力が高ければ、人は幸せになれる

のか。手術で頭の良さを手に入れた主人公

は、同時に何かを失った。手に入れたもの

が永遠でないことを知ったとき、彼はどうす

るのだろうか。人生に必要なものは何か、

改めて考えさせられる。

（歯学部第 2 学年）

吉野源三郎 著
君たちはどう生きるか
岩波書店、1982

自分の考えや価値観と向き合い、見つめ

直すきっかけとなるでしょう。また、本の

題名である「君たちはどう生きるか」の答

えも自分なりに考え、探してほしいです。

（歯学部第 4 学年）
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短期大学ニ ュ ー ス 

平成 29 年第２、３回オープンキャンパス開催
平成 29 年７月 15 日（日）と８月 26 日（土）に水道橋校舎 について、スライドを交えて説明を行った後、短期大学実験

本館短期大学において、平成 30 年度の東京歯科大学短期大 室へ場所を移し、基礎実習のデモンストレーションを行っ

学への入学希望者を対象とした、オープンキャンパスが行わ た。その後、小グループに分かれ、教員と短期大学１年生の

れた。参加者は、第２回は  73 名  33 組、第３回は  136 名 学生と共に、西棟短期大学実習室および水道橋病院の見学を

71組であった。 行った。最後に、個別に入学試験、学校生活、学費・奨学

オープンキャンパスでは、短期大学教室で参加者全員に歯 金、授業内容などについて自由に相談できる場を設け、教職

科衛生士の職務・将来性、短期大学概要、学生募集要項など 員および学生が対応にあたった。

▲短期大学実験室での実習体験 ▲短期大学教室での参加者全員への説明

▲短期大学実習室の見学　
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国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院

■太陽歯科衛生士専門学校（１年生 84 名、教員 2 名）
平成 29 年 7 月 19 日（水）新館第 1 実習講義室において微生
物学実習を実施

■学校法人近藤学園 さいたま柔整専門学校
（学生 80 名、教員 6 名）
平成 29 年 7 月 20 日（木）解剖学実習室、標本室見学

■朝日大学総合医科学麻酔学分野（学生 1 名）
平成 29 年 8 月 8 日（火）水道橋病院見学

■学校法人阿弥陀寺教育学園 国際医療福祉専門学校
（学生 66 名、教員 3 名）
平成 29 年 8 月 29 日（火）解剖学実習室、標本室見学

■つくば歯科衛生専門学校（学生 66 名、教員 6 名）
平成 29 年 8 月 30 日（水）解剖学実習室、標本室、水道橋病
院見学

市川総合病院

■学校法人佐伯学園 佐伯栄養専門学校（栄養士科 30 名）
平成 29 年 7 月 22 日（土）、29（土）、8月 26 日（土）
各 10 名 市川総合病院臨床検査科見学

■鎌ヶ谷市立中部小学校　（児童 3 名）
平成 29 年 8 月 14 日（月）市川総合病院見学

海外出張

■間 奈津子講師（歯内療法学）
オレゴン健康科学大学においてフッ素徐放性を持つ新規バル
クフィルのグラスハイブリッドシステムの材料学的検討にお
ける共同研究および歯学教育への参加のため、平成 29 年 7
月 31 日（月）アメリカ・オレゴンへ出発。帰国は平成 30 年
6月 30 日（土）の予定。

■齋藤 淳教授、鈴木瑛一助教（歯周病学）、備前島崇浩助教
（千葉病院） 
Osteology Research Academy Core Module Hong Kong
2017 に齋藤教授は講師として、鈴木助教、備前島助教は出
席のため、齋藤教授は 7 月 3 日（月）から 7 日（金）まで、鈴
木助教、備前島助教は 7 月 2 日（日）から 7 日（金）まで、中
国・香港へ出張。

■中川 健教授（市病・泌尿器科）
JICA 泌尿器腹腔鏡手術 普及促進事業第 4 回現地トレーニン
グ講師として参加のため 7 月 21 日（金）から 25 日（火）ま
で、インドネシア・バリへ出張。

■櫻井 薫教授（老年歯科補綴学） 
International Association of Gerontology and Geniatnics
（IAGG）Annual Congress2017 における評議員および学術大
会への参加のため 7 月 22 日（土）から 28 日（金）まで、アメ
リカ・サンフランシスコへ出張。

■山本将仁講師（解剖学）
コンプルテンセ大学解剖学教室との共同研究のため 7 月 23
日（日）から 30 日（日）まで、スペイン・マドリッドへ出張。

■田中一郎教授（市病・形成外科）
第 13 回国際顔面神経シンポジウムに出席、および発表のた

め 8 月 2 日（水）から 9 日（水）まで、アメリカ・ロサンゼル
スへ出張。

■馬場 亮助教（市病・放射線科）
Asian Oceanian Congress of Neuroradiology（AOCNR）2017 
に出席、および発表のため 8 月 18 日（金）から 20 日（日）ま
で、中国・北京へ出張。

■服部雅之教授（歯科理工学）
第 53 回 ISO/TC106 年次会議への出席（招待）のため 8 月 20
日（日）から 25 日（金）まで中国・香港へ出張。

■井上 孝教授（臨床検査病理学）
第 105 回 FDI 世界歯科大会への FDI 理事として出席のため
8月 24 日（木）から 9 月 2 日（土）まで、スペイン・マドリー
ドへ出張。

■鈴木 昌教授（市病・救急科）
ESC（欧州心臓病学会）における共同演者としての発表（発表
指導）のため 8 月  26 日（土）から 31 日（木）まで、スペイ
ン・バルセロナへ出張。

■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 8
月 26 日（土）から 9 月 3 日（日）まで、アメリカ・ニューヨー
クへ出張。

■山本 仁教授（組織・発生学）
慶北大学校歯科大学において講演および Prof. Jae Yong Kim
と打合せのため 8 月 27 日（日）から 30 日（水）まで、韓国・
大邱へ出張。
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大学日誌 

平成 29年 7月

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

土 ［防火・防災安全自主点検日］ 

日 

月 短大教授会、臨床教育委員会 薬事委員会 

感染予防対策チーム委員会
火
保健安全管理委員会 

水 薬事委員会 リスクマネージャー・ICT 会議 

ICC・ICT 委員会
図書事務連絡会

木 治験審査・倫理審査委員会
総合講義検討員会・作業部会

内視鏡室委員会、プログラム委員会

医療連携講演会
カルテ指導委員会 

金 

土 

日 

キャンサーボード
月

市川リレーションシップカンファレンス

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

臨床教授連絡会、講座主任教授会 手術室運営委員会、地域連携委員会
火
人事委員会、口腔科学研究センター会議 診療材料検討委員会

衛生士校　臨床実習委員会 

大学院運営委員会、大学院研究科委員会
救急委員会

リスクマネージメント部会
水 ICU 運営委員会 
1 年生・編入生 HBワクチン接種

CPC
第 317 回教養科目協議会

木 科研費講演会 

5 年生全体集合
金
第 49 回全日本歯科学生総合体育大会結団式 

1〜4年生夏季休暇（〜8/31）


短大オープンキャンパス

土 患者サロン
入試ガイダンス・オープンキャンパス

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

日 

月 海の日 

火 地域連携パス検討小委員会 

教育ワークショップ 輸血療法委員会、褥瘡対策委員会
水
物品管理・購買委員会 衛生委員会 

診療録指導委員会、医療安全管理委員会


感染予防対策委員会、個人情報保護委員会

木 部長会
病院運営会議

［機器等安全自主点検日］

NST カンファレンス
金 がん薬物療法委員会

栄養管理委員会 

土 効果的な授業を行うワークショップ 

日 

倫理審査委員会・利益相反委員会
医療安全管理委員会月

第 164 回歯科医学教育セミナー

衛生委員会 診療記録・情報システム管理委員会
火
教職員研修会 クリニカルパス委員会 

糖尿病教室
研究活動に係る不正行為防止に関する研修会

糖尿病教室カンファレンス
水 業務連絡会、データ管理者会議

診療検討委員会
診療録管理委員会、医局長会

研究活動に係る不正行為防止に関する研修会

研究活動に係る不正行為防止に関する研修会 

ピアサポーターズサロンちば
木 教職員研修会ビデオ上映

管理診療委員会
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大学日誌 

28 金 業務改善委員会 

29 土 

30 日 

31 月 国際交流部運営委員会

平成 29年 8月

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

第 49 回全日本歯科学生総合体育大会（〜10日）
1 火 情報システム管理委員会

［防火・防災安全自主点検日］ 

2 水
内部監査（一般・科研費）
臨床検査運営委員会

リスクマネージャー・ICT 会議 

3 木 

4 金 

5 土 

6 日 入試ガイダンス・オープンキャンパス 

7 月 

8 火 給食委員会 

9 水 リスクマネージメント部会 ICU 運営委員会 

10 木
感染制御委員会・ICT 委員会
午後のリサイタル 

11 金 山の日 

12 土 

13 日 

14 月 

15 火
褥瘡対策委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］ 

16 水 

17 木 

18 金 糖尿病カンファレンス 

19 土 

20 日 

21 月 ［機器等安全自主点検日］医療安全管理委員会 

22 火 5年生全体集合 

23 水 糖尿病教室 

24 木 

25 金 

26 土
短期大学オープンキャンパス
入試ガイダンス・オープンキャンパス 

27 日 

28 月 

29 火 

30 水 

31 木
1〜4年生夏季休暇終了
短期大学生夏季休暇終了 

24
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学位記授与

学生募集要項

平成 30 年度東京歯科大学大学院歯学研究科（博士課程）学生募集要項

◦募集人員　歯学専攻 34 名
社会人特別選抜（若干名）


口腔がん研究を臨床に活かせる専門歯科医師養成コース


がん治療支持療法のための歯科医師養成コース　を含む


◦入学願書受付期間
第Ⅰ期　平成 29 年 10 月 2 日（月）～平成 29 年 11 月 17 日（金）まで


第Ⅱ期　平成 30 年  1 月 9 日（火）～平成 30 年 2月 23 日（金）まで


◦試験科目
・一般
・口腔がん研究を臨床に活かせる専門歯科医師養成コース
・がん治療支持療法のための歯科医師養成コース
　1）外国語（英語：辞書（電子辞書）の持込み可）
　2）専攻主科目試験および面接

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


　　研究内容、基礎学力の評価を総合的に判断し選考する）


　3）専攻主科目試験および面接
　　※社会人特別選抜については、原則として基礎系講座のみを志望できる。

◦選考日・選考会場
第Ⅰ期　平成 29 年 12 月 2 日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎


第Ⅱ期　平成 30 年 3月 3 日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎


◦合格者発表
第Ⅰ期　平成 29 年 12 月 8 日（金）正午　ホームページにて発表


第Ⅱ期　平成 30 年 3月 9 日（金）正午　ホームページにて発表


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

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

※受験資格（社会人）
開業医、大学、研究所の勤務医・教員・研究者等として原則 2 年以上の経験を有し、
入学後もその身分を有する者で、以下の資格を満たしている者。
1）歯科大学または大学歯学部を卒業した者。
2）1）と同等以上の学力があると認められた者。
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学生募集要項

   

 
 

     
 

     
 

平成 30 年度東京歯科大学短期大学入学試験要項

推薦入学選考（高等学校長推薦、社会人・学士等特別選抜）

◦募集人員　40名　

◦出願資格
次の条件をすべて満たす女子。

1．�平成 30 年 3 月高等学校（中等教育学校を含む）卒業見込みの者、あるいは平成 29
年 3 月高等学校を卒業した者。

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

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

3．面　接

一般入学試験（Ⅰ期・Ⅱ期）

◦募集人員　10名　

◦出願資格
次の項目の 1 つに該当する女子。
1．高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者。
2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者。
3．�外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
で文部科学大臣の指定した者。

4．�文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した、在
外教育施設の当該課程を修了した者。

5．文部科学大臣の指定した者。
6．�高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
（廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）。

7．�その他大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者で、平成 30 年 3 月 31 日までに 18 歳に達した者。

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

3．面　接�

◦出願期間
Ⅰ期平成 30 年 1 月 18 日（木）〜平成 30 年 2 月 1 日（木）


Ⅱ期平成 30 年 2 月 15 日（木）〜平成 30 年 3 月 1 日（木）


（期間内必着のこと）

◦出願期間
平成 29年 11月 6日（月） （水）〜平成 29 年 11 月 15 日 （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日：平成 29年 11月 19日（日）


選考会場：東京歯科大学短期大学　水道橋校舎本館　


　　　　　東京都千代田区三崎町 2-9-18


◦合格通知日
平成 29 年 11 月 21 日（火）書留郵便にて

◦入学手続
平成 29 年 11 月 22 日（水）〜平成 29 年 11 月 30 日（木）正午まで

◦試験日・試験会場
試 験 日：Ⅰ期平成 30年 2月 4日（日）


　　　　　Ⅱ期平成 30 年 3 月 4 日（日）


試験会場：東京歯科大学短期大学　水道橋校舎本館　


　　　　　東京都千代田区三崎町 2-9-18


◦合格通知日
発 送 日：Ⅰ期平成 30年 2月 6日（火）


　　　　　Ⅱ期平成 30 年 3 月 6 日（火）　書留郵便にて


◦入学手続
Ⅰ期：平成 30 年 2 月 8 日（木）〜平成 30 年 2 月 16 日（金）正午まで


Ⅱ期：平成 30 年 3 月 8 日（木）〜平成 30 年 3 月 16 日（金）正午まで


学費・諸納付金（推薦入学選考、一般入学試験Ⅰ、Ⅱ期共通）

区　分
入学時

（1年次前期）
1年次後期
（10月）

2年次前期
（4月）

2年次後期
（10月）

3年次前期
（4月）

3年次後期
（10月）

入学金 300,000 円

授業料 350,000 円 350,000 円 350,000 円 350,000 円 350,000 円 350,000 円

施設維持費 300,000 円 300,000 円 300,000 円

計 950,000 円 350,000 円 650,000 円 350,000 円 650,000 円 350,000 円

入学時は太枠内のみ。各年度分一括納入可
その他、教科書代、ユニフォーム代等の費用として、3年間で約 50〜60 万円程度の
納付を要する。
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第49回全日本歯科学生総合体育大会結団式。
血脇記念ホールを埋め尽くした21部門422名の学生たちが参加して繰り
広げられた、夏のオールデンタル。

編集後記

　運動部の学生たちで埋め尽くされた7月の血脇記念ホー

ル。第49回歯学体での勝利へ向けて、選手達の力強い宣誓

の声が響いていく。

　実習や講義に追われる毎日のなか、放課後や休日をつぶし

て、練習に明け暮れる。1年生の時にはあんなに嫌だった練

習だけれど、退部してしまいたいと思ってきたクラブだけれ

ど、今もやめずに続けている自分たちがいて、先輩がしてき

たように、今度は自分が後輩達を叱咤激励し、ただひたむき

に前を向いて走っている。

　伝統？そんな大層なものではないかもしれないけれど、

前に向かって進む気持ちだけが、あとに続く仲間たちに伝わ

っていく。言葉だけではない自分たちの思い。常に勝ち続け

ることを期待されたクラブの中で、見えない圧力と戦ってき

た自分。かつて味わった優勝の歓喜、負けてしまったことへ

の悔しさ、そして心の中に残る自責の念。溢れるほどの感情

が心の中を動き回って、おとなへの階段をまたひとつ上がっ

た2017年の夏。

　誰が助けてくれるわけでもなく、１人でスタートしてひと

りで泳ぎ切る孤独との戦いを制し、力を集結して優勝を勝ち

取った水泳部。頑張ってきた自分たちの中にある大きな誇り。

　20年振りの優勝を果たした少林寺拳法部。入部当時、た

った4人だった部員も、13人の大きな家族となり、その中で、

尊敬する師範や先輩たちに支えられながら、つらい修練を乗

り越え、4年後に掴んだ悲願の優勝。

　歯科学生だけの総合体育大会がこれほど面白いものだなん

て、想像もできなかった・・・。優勝したバレーボール部だ

からこその強い思い。

　来年のオールデンタルに向けて、練習の日々が始まります。

　晴れた日の午後。陽のひかりを反射して輝く西棟は、いつ

のまにか三崎神社の風景の中にあたりまえのように溶け込ん

でいます。一階の明るいラウンジの席に、自分の居場所を見

つけたひと。打ち合わせをするグループ。昼時のお弁当屋さ

んの前にできた行列。水道橋校舎の中のオアシスのような、

ホッとする広い空間。そして、西棟の脇にある、階段の壁に

嵌め込まれた銀色の銘板に、ちいさく刻まれた自分たちの名

前をみつけて、ちょっとだけ誇らしくなる。

広報・公開講座部長：橋本貞充

ひと通りのなくなった夜。誰もみていないけれど、西棟の玄関はとって
もオシャレ。目立たぬように、ひっそりと。でも、凜として、背筋を伸
ばして。
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