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第51回　歯学体開催

　第51回全日本歯科学生総合体育大会は、福岡歯科

大学が事務主管となり、冬期部門は2018年12月28日

（金）から2019年3月21日（木）まで、夏期部門は

2019年7月30日（火）から8月10日（土）まで、九州

地方を中心に各地で熱戦が繰り広げられた。

　本学からは、20部門415名の部員が大会に参加した。

　総合得点は92.00点を獲得し、総合順位第7位とい

う結果だった。部門別では、少林寺拳法部が優勝、バ

ドミントン部が準優勝、バスケットボール部とヨット

部が3位入賞となった。

第51回 全日本歯科学生総合体育大会開催

入賞部門　順位

時期に開催されるため会場の確保が難しく、競技によ

っては開催時期が変更となる。

来年の開催は新潟の地
　2020年度の第52回大会は、新潟大学歯学部の事務

主管により、新潟を中心に全国各地で開催される予定

であるが、夏期部門においては東京オリンピックも同

① バレーボール部　　② 軟式庭球部　　③ 陸上競技部
④ 弓道部　　　　　　⑤ スキー部
⑥・⑦ 水泳部
⑧ サッカー部　　　　⑨ 硬式庭球部
⑩ 柔道部

① ③②

⑨⑧

⑩

⑦⑥

⑤④

〈総合順位〉
クラブ名 順位 男子結果 女子結果 開催地

少林寺拳法部 優勝 ※オープン参加のためポイントなし 埼玉県所沢市
バドミントン部 準優勝 男子団体第 5 位 女子団体第 5 位 福岡県福岡市
バスケットボール部 第 3 位 男子準優勝 女子第 6 位 福岡県粕屋郡および福岡県久留米市
ヨット部 〃 兵庫県西宮市
バレーボール部 第 4 位 男子優勝 福岡県北九州市
弓道部 〃 男子団体準優勝 女子団体第 10 位 東京都渋谷区
スキー部 第 5 位 男子団体第 5 位 女子団体第 12 位 群馬県吾妻郡嬬恋村
水泳部 〃 男子団体第 3 位 女子団体第 12 位 鹿児島県鹿児島市
軟式庭球部 第 6 位 男子団体ベスト 15 女子団体第 4 位 福岡県福岡市
サッカー部 〃 熊本県菊池郡大津町
硬式庭球部 第 7 位 男子団体第 5 位 女子団体第 9 位 千葉県長生郡
柔道部 〃 福岡県福岡市
陸上競技部 〃 長野県松本市
＜個人戦＞

クラブ名 順位 優勝者氏名 順位 準優勝・第 3 位　氏名

少林寺拳法部（組演武） 優勝

塩谷美帆・大野京音ペア
山中久瑠実・松井玲奈ペア
北原聡子・田中幸音ペア
髙野侑希・米永吏歩ペア

準優勝 紺 ゆず香・林 茜ペア
童 淳惠・外村七海ペア

第 3 位 小林勇太・金﨑悠介ペア
童 淳惠・中田 萌ペア

少林寺拳法部（単独演武） 第 3 位 金﨑悠介、清田明宏
弓道部 優勝 新井智博、髙橋彩音 準優勝 橋本玲央名

水泳部（個人） 優勝 飯島拓海、千田優理明 準優勝 大内慎太郎
第 3 位 飯島拓海、大内慎太郎、千田優理明

水泳部（リレー） 優勝 高田大貴、飯島拓海、
大内慎太郎、康永悠真 第 3 位 高田大貴、飯島拓海、

大内慎太郎、康永悠真
卓球部 優勝 神田 信
柔道部 第 3 位 小越大煕、富樫知樹、大塚千裕
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第51回　歯学体開催

　第51回全日本歯科学生総合体育大会は、福岡歯科

大学が事務主管となり、冬期部門は2018年12月28日

（金）から2019年3月21日（木）まで、夏期部門は

2019年7月30日（火）から8月10日（土）まで、九州

地方を中心に各地で熱戦が繰り広げられた。

　本学からは、20部門415名の部員が大会に参加した。

　総合得点は92.00点を獲得し、総合順位第7位とい

う結果だった。部門別では、少林寺拳法部が優勝、バ

ドミントン部が準優勝、バスケットボール部とヨット

部が3位入賞となった。

第51回 全日本歯科学生総合体育大会開催

入賞部門　順位

時期に開催されるため会場の確保が難しく、競技によ

っては開催時期が変更となる。

来年の開催は新潟の地
　2020年度の第52回大会は、新潟大学歯学部の事務

主管により、新潟を中心に全国各地で開催される予定

であるが、夏期部門においては東京オリンピックも同

① バレーボール部　　② 軟式庭球部　　③ 陸上競技部
④ 弓道部　　　　　　⑤ スキー部
⑥・⑦ 水泳部
⑧ サッカー部　　　　⑨ 硬式庭球部
⑩ 柔道部

① ③②

⑨⑧

⑩

⑦⑥

⑤④
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第51回　歯学体開催

少林寺拳法部　金﨑悠介（第4学年）
◆歯学体3連覇

この度、第51回全日本歯科学生総合体育大会におい
て総合優勝を果たし、大会3連覇を達成することができ
ました。本校が部門主管であったため大変な面もあり
ましたが、師範や諸先輩方のお力添えのおかげで無事
大会を開催することができ、主将としての任務も全う
することができました。この場をお借りしてお礼申し
上げます。

振り返りますと、私が入部した時、現役部員は9名し
かいませんでした。しかし雰囲気の良い少数精鋭のク
ラブでした。その後は毎年たくさんの後輩たちが入部
し、部員数は21名にもなり、とても活気のあるクラブ
に成長できました。さらに学生活動室など練習場所が
増えたことによって部員は実力をつけ、現在、3連覇で
きるほどの強いクラブになりました。このことは諸先
生方やOB・OGの先生方、諸先輩方、そして師範のお力
添えあってのことと感謝いたしております。これから
も先輩方の意志を絶やすことなく後輩につないで参り
たいと思います。今後とも少林寺拳法部をよろしくお
願いいたします。

各部主将からのコメント

バスケットボール部　玉手雅人（第4学年）
◆歯学体を振りかえって

第51回全日本歯科学生総合体育大会では、バスケッ
トボール部は近年、9位や10位という悔しい結果に終
わっていました。今まで見てきた先輩方の悔しい顔を
忘れないようチーム一丸となって、一生懸命に、時に
はみんなで笑いお互いを鼓舞しあって、メリハリをつ
けて練習に取り組んできました。その結果、酷暑の中、
福岡の久留米アリーナと粕谷ドームで行われた今年の
大会では、過去の歯学体において、一度も勝つことの
できなかったチームに勝利し、予選リーグ1位で決勝ト
ーナメントに進むことができ、勝ち進んだ結果、男子
準優勝、女子6位、総合3位という輝かしい結果を残す
ことができました。ここまでの結果が出せたのは、
OB・OGの先輩方のアドバイスや先生方の手厚いサポー
トがあったからこそだと思います。これからも、周り
の方々に感謝しつつ練習に励んでいきます。

バドミントン部　古屋光基（第4学年）
◆歯学体を振り返って

この度、福岡県で行われた第51回全日本歯科学生総
合体育大会バドミントン部門において、男子団体5位、
女子団体5位、総合準優勝という良い成績を残すことが
できました。また、男女合わせて約500人が参加する個
人戦においてもベスト8やベスト16に入った部員が多く、
一人一人の実力が着実に付いたと実感できた大会でし
た。

今年は部員が少ないながらも、春秋に行われる関東デ
ンタルや日々の練習を通して、各自が課題を見つけ切磋
琢磨することで質の高い練習を行うことができました。
また、OB・OGの先輩方や先生方のご指導やご支援もと
ても力になりました。この場をお借りして、部員一同よ
り感謝申し上げます。

来年度は東京オリンピックの影響でバドミントン部門
は春に行われますが、男女共により上位を獲得できるよ
うに更なる高みを目指して頑張りますので、応援よろし
くお願い致します。

ヨット部　村井貴彦（第4学年）
◆歯学体結果報告

第51回全日本歯科学生総合体育大会はスナイプと呼
ばれる2人乗りのヨットが各大学2艇出場し、合計点数
で優勝を争います。今年は兵庫県新西宮ヨットハーバ
ーで開催されました。

西宮の海は、朝から夕方にかけて安定的に5～10ノ
ット（1ノット＝時速1.852km）の風が吹いていて、波
は湾内の跳ね返りの波の影響で難しい波でした。

8月3日の本戦1日目は、風が安定せず陸上での風待
ちで始まりました。約1時間の風待ちのあと5～7ノッ
トの風で3レース実施しました

8月4日の本戦2日目は、1日目より30分早く集合し、
10～12ノットの風のなか4レースを行いました。無風
予報で5レース消化での1カットがあるか心配されまし
たが、みんなの熱い思いが予報に勝ち良い風の中レー
スを実施できました。

その結果高橋 遼（第4学年）・西谷 敦（第4学年）ペ
アが5位、鈴木崚太（第2学年）・村井貴彦（第4学年）
ペアが6位となり、団体3位という結果でした。暑い中
応援に駆けつけてくださったOG・OBの方々、様々なサ
ポートをしてくださった学生課の皆様誠にありがとう
ございました。
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見明 清名誉教授ご逝去

名誉教授

見明 清先生

見明 清名誉教授は 2019 年６月 17 日にご逝去なられま

した。享年 92 歳でした。

見明先生は 1926 年 9 月にお生まれになり、旧制高知

高等学校をご卒業後本学に入学され、1953 年にご卒業後

直ちに本学組織学講座（現 組織・発生学講座）に入室、

1956 年に同講座の助手として採用され、1957 年に講師、

1958 年に助教授と昇任されました。その間、慶応義塾大

学医学部で医学博士の学位を受領されたほか、東京大学医

学部法医学教室に留学され、死体解剖資格認定証明書を受

領されました。1964 年のワイヅマン研究所（イスラエル）

への留学後、1970 年に組織学講座教授に、1976 年に組

織学講座主任教授に就任されました。以降、基礎教授連絡

会幹事、教務部長、図書館長、東京歯科大学歯科衛生士専

門学校校長などを務められ、本学の発展に貢献されまし

た。また学外においては日本解剖学会、歯科基礎医学会、

日本歯周病学会、国際歯科研究会日本支部（JADR）を中心

に活躍され、特に歯科基礎医学会の理事長を 2 期に亘り

務められました。

見明先生はその厳つい風貌とは裏腹に冗談や洒落がお好

きでした。「学生は授業の内容より、その時話した冗談や

洒落ばかり覚えているんだよなぁ」とお嘆きでした。

「メッケルがめっけたメッケル軟骨」、「モースが申した

モース硬度」などの洒落ばかりが見明先生の講義の思い出

である私も、見明先生を嘆かせる学生の一人でした。

見明先生の退職後、組織学講座は口腔超微構造学講座、

さらに組織・発生学講座と名称が変わりましたが、見明先生

の訃報に触れ、先生の研究や教育に対する真摯な姿勢は変

わらずに引き継いでいくとの思いを新たにいたしました。

ご冥福を心からお祈り申し上げます。合掌。

　　　　　　　　　（組織・発生学講座　教授　山本 仁）
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2019 年 6 月 22 日（土）午後 3 時より、山崎製パン総合ク

リエイションセンター（市川市）において、東京歯科大学すが

の訪問看護ステーションの開所記念講演会および開所式が開

催された。

クリエイションホールにて行われた開所記念講演会には、

近隣の医療機関や訪問看護ステーション等、62 施設 134 名

と多くの参加者があった。

本年 5 月にフローレンス・ナイチンゲール記章（顕著な功

績のある世界各国の看護師を顕彰し、授与することを決定し

たもの）を受章された、株式会社ケアーズ白十字訪問看護ス

テーション統括所長の秋山正子先生をお招きし、「在宅ケア

のつながる力～地域の中で拡がる看護の輪～」というテーマ

でご講演をいただいた。

高齢化がすすむ社会においては、地域包括ケアシステム

（「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が切れ目なく

一体的に提供される体制）が推進されている。高齢者が元気

にその人らしく住み慣れた地域で暮らしていくためには、病

気になったときも医療機関では短期間の集中的治療をし、そ

の後の維持期には地域の見守りのなかで、自宅で安心して過

せる「ときどき入院、ほぼ在宅」が実現できる仕組みが必要

である。在宅でのケアは、限られた設備の中で、生活環境に

あわせたサポートが必要となるので、利用者の日常生活を支

えるため利用者たちが訪問医療・訪問看護・訪問介護などを

上手に活用できる社会にしていってほしいと語られた。

開所記念講演会後には、会場を２階に移し開所式が挙行さ

れた。井出吉信理事長は開設者としての立場から、訪問看護

ステーションの取り組みによって地域に貢献するとともに、

学生教育の場としても大切にしていきたいと思いを述べられ

た。

ま た、 同 ス テ ー シ ョ ン が 併 設 と な る 市 川 総 合 病 院 の

西田次郎病院長は、病院の立場では在院日数の減少や退院後

の在宅療養の支援をしていきたい。さらには、市川総合病院

の看護師が訪問看護ステーションでの経験を病院に還元する

ことが、院内職員の在宅医療への理解を深めることにつなが

ればと、今後の活動に期待した。最後に柴尾裕加里所長によ

る地域に貢献していきたいという所信表明と、総勢 6 名の

スタッフ紹介があり、地域の医療機関の方々との懇親会で交

流を深めたのち、盛会裏に開所式は終了した。

東京歯科大学すがの訪問看護ステーション開所式を挙行

▲開所記念講演会にて講演する秋山先生 ▲開所式にて所信表明を行う柴尾所長
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▲講演される末石弁護士

▲説明をする西井教授

2019 年 6 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、2019 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、「医療訴訟の実態　～トラブルにならない、なっ

たときに慌てないための知識と知恵～」と題して、平沼高明

法律事務所の末石倫大弁護士による講演が行われた。

講演は、「患者から見た医療事件」「医療行為だけじゃない

引き金」「歯科医師からの質問事例」「紛争を起こさないため

の対策」等について、具体的な裁判事例を挙げた解説や対処

方法の説明があり、大学病院教職員にとって大変興味深く有

意義なものであった。

2019 年 6 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 182 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

舎にも中継された。

今回は、「2018 年度学長奨励教育助成課題の実施報告」

と題し、以下の通り教育課題の実施報告が行われた。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。

2019 年度第３回水道橋病院教職員研修会開催

第182 回歯科医学教育セミナー開催

所　属 代表者 教育課題

1 歯内療法学講座 古澤成博 歯内療法学教育用動画の作成

2 老年歯科補綴学講座 竜 正大 硬組織および軟組織融合型無歯顎模型の開発

3 歯科矯正学講座 石井武展 歯科矯正学における弱点補強を目的とした動画コンテンツの開発

4 歯科矯正学講座 西井 康 矯正 e-learning クイズ形式コンテンツの開発
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2019 年６月 29 日（土）午後１時より、水道橋校舎本館第

1 講義室において、2019 年度市民公開講座が開催された。

本年度より、東京歯科大学白菊会総会と同日の開催とし、多

くの白菊会会員の方々にご出席いただいた。講演は、「泌尿

器科で診てもらう おしっこの病気」と題し、市川総合病院

副病院長泌尿器科部長の中川 健教授により行われた。

専門的な内容にも関わらず、わかりやすく説明いただき、

高齢の参加者の多くから、身近な問題として「大変勉強に

なった」との声を多くいただいた。中川先生の聴衆を飽きさ

せない軽妙な語り口で、大好評のうちに終了した。

今回は、水道橋がメインキャンパスとなってから初めての

市民公開講座開催であり、来年以降も毎年開催の予定となっ

ている。

2019 年度市民公開講座開催

2019 年６月 29 日（土）午後 1 時より、水道橋校舎西棟

ラウンジにおいて Asian Rising Sun Symposium （ARSS） 

at Tokyo Dental College 2019 が開催された。このシンポジ

ウムは文部科学省の支援で 2017 年より東京歯科大学で推進

している私立大学研究ブランディング事業「顎骨疾患の集学

的研究拠点形成」（顎骨疾患プロジェクト）の主催で行った。

シンポジウムは、溝口利英講師の司会で進められ、はじめに

一戸達也副学長、山口 朗顎骨疾患プロジェクト推進委員会

委員長の開催の挨拶があり、その後、本学とアジアの 5 大

学から招聘した若手研究者（30～40 代）７名による講演を

行った。　　　　　　　

また、北海道大学大学院歯学研究科薬理学分野の飯村忠浩

教授による Keynote Lecture も行い、橋本正次副学長による

閉会の挨拶でシンポジウムを終了した。その後、西棟ラウン

ジで松永 智准教授の司会で懇親会が開催され、澁川義幸教

授の開会の挨拶から後藤多津子教授の閉会の挨拶までの２時

間で招待者を含めて有意義な交流ができた。

今回のシンポジウムは東京歯科大学若手サイエンスアカデ

ミーのコアメンバー（溝口利英講師、松永 智准教授、中村 貴

講師、石井武展講師、菊池有一郎講師）が中心となって企

画・運営を行い、座長も本学の若手の先生方が担当した。当

日は土曜日の午後にもかかわらず 100 名を超える参加者が

あり、英語で活発なディスカッションが行われて、大盛況で

あった。本学の皆様の研究に対するモチベーションの高さが

窺えるシンポジウムとなった。

本学では、海外留学、海外での研究発表、学部学生の

Elective study などで「外へのグローバル化」が活発に推進

されている。文部科学省を含めた現在の社会機構では、大学

における「内なるグローバル化」の促進が期待されている。　

今回のシンポジウムのように本学が中心となってアジア諸

国から若手研究者を招待してシンポジウムを開催すること

は、本学の「内なるグローバル化」をさらに推進する契機に

なったと考えられる。また、2019 年 10 月 19 日（土）には

第 308 回東京歯科大学学会と顎骨疾患プロジェクトの共催

により国内外の Top Scientists を招聘して国際シンポジウム

を開催する。

今後、本学主催の国際シンポジウムの開催や海外留学生・

海外研究者の受け入れ体制の強化により国際共同研究を活性

化し、東京歯科大学における「内なるグローバル化」がさら

に発展することを期待している。

Asian Rising Sun Symposium at Tokyo Dental College 2019 開催

▲会場の様子▲講演される中川教授
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▲会場の様子

ARSS 発表者と発表演題

Keynote Lecture
 ■ Tadahiro Iimura (Hokkaido University ) 
      HIV-mediated cellular signaling and bone pathophysiology

Speakers
 ■ Chena Lee (Yonsei University) 
     Outcomes of oral squamous cell carcinoma with perineural invasion in imaging
 ■ Ming-Heng Wu (Taipei Medical University)
     Normalizing tumor microenvironment for cancer treatment
 ■ Keiko Yamashita (Tokyo Dental College)
     Treponema denticola TDE_0344, an AbrB-like transcriptional regulator, is involved in switching of the flagellar motor
 ■ Eun Jo Du (Sungkyunkwan University)
     Analysis of phototoxin taste correlates nucleophilicity to Type-1 phototoxicity
 ■ Suen Long Kiu (Novus Life Sciences Limited)
     Chemosensory perception in human brain-The interaction of taste and smell as a simplified flavour model-
 ■ Zhang Jianyun (Peking University)
     Odontogenic keratocyst - The role of PTCH1 and Hedgehog signaling in its pathogenesis
 ■ Shoko Onodera (Tokyo Dental College)
     Multi-layered mutation in hedgehog-related gene in patient with Gorlin syndrome
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市川総合病院は 2008 年２月に地域がん診療連携拠点病院

の指定を受けている。がん診療連携拠点病院には、がん診療

に携わる医師に対する緩和ケア研修会を毎年開催することが

義務付けられていることから、2019 年６月 29 日（土）に市

川総合病院講堂において開催された。

がん診療連携拠点病院が行う緩和ケア研修会は、院内だけ

ではなく地域の医療従事者も対象にすることから、広く募集

を呼び掛け実施された。

今年度より、事前の e-learning 受講と１日間の集合研修

で構成され、院内外から医師 25 名、歯科医師７名、看護師

２名、薬剤師１名の合計 35 名と参加者に対して、７名の

ファシリテーターを迎えての研修会となった。

研修会の内容は、講義とロールプレイ、ワークショップで

構成されており、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当てられて

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行き

たい。

2019 年度緩和ケア研修会開催

▲グループ発表風景

▲主催者挨拶をする西田次郎病院長 ▲講義風景

▲グループ討議風景
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2019 年７月４日（木）午後３時より、千葉校舎歯科臨床研

修医室において「東京歯科大学千葉歯科医療センター医療連

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

千葉歯科医療センター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学

外委員と千葉歯科医療センター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、今年度第 1 部は「小児歯科

診療を知る」、第２部は「接着を知る」をテーマとした講演

を行った。

当日は 111名の参加者を迎え、井出吉信理事長、一戸達也

千葉歯科医療センター長の挨拶に続いて、医療連携講演会が

始まった。講演会は 2 部制で、第１部は 40 分と 30 分、第

２部は 50 分にて行われた。今年度は小児歯科に関する質疑

応答が活発であった。

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。

参加者のアンケートからは、「時間が短いながらもポイン

トをついた説明であった。」「具体例を沢山示してくださりわ

かりやすかった。」「臨床に直結し、すぐ明日から課題に出来

る話で大変役に立った。」等の声が寄せられ、大変有意義な

講演会となった。

東京歯科大学千葉歯科医療センター医療連携講演会

▲挨拶をする一戸千葉歯科医療センター長 ▲講演に集中する参加者

【演題および演者】

第１部 � �����������������������������������座長：野嶋邦彦 講師（育成歯科系（矯正歯科）） 
1．小児の時間軸と口腔内からの “Sign” ���������������������� 荒井 亮 助教 （育成歯科系（小児歯科））
2．「令和の子ども」への口腔機能の対応 ��������� 大久保真衣 准教授（専門歯科系（摂食嚥下リハビリテーション科））

第 2 部 ������������������������������� 座長：髙橋俊之 病院教授（一般歯科系（総合診療科））
メタルフリークラウンの接着を知る～ CAD/CAM 冠・オールセラミッククラウンの臨床のポイント～
　　　�����������������������������������佐藤 亨 教授（クラウンブリッジ補綴学講座）
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▲接遇について説明をする片倉病院長

▲模擬授業を行う佐藤教授

2019 年７月 23 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第

１講義室において、2019 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、「接遇、医療コミュニケーション」

をテーマに水道橋病院病院長の片倉 朗教授による講演と保

存科医局長の春山亜貴子講師、補綴科医局長の田坂彰規講

師、口腔外科医局長の山本信治講師、歯科麻酔科医局長の

久木留宏和助教による「各科紹介」と題した講演が行われ

た。

はじめに、「接遇、医療コミュニケーション」の講演では、

水道橋病院の理念「思いやりの心による医療」のもと、行動

する重要性や患者さんとの信頼関係を築く上での医療接遇の

必要性について説明があり、心をこめて患者さんと接して欲

しいと講演をまとめられた。

次に、各医局長より「各科紹介」として、①新患患者数の

ウェイティング状況と配当方法、②院内外からの患者紹介数

とウェイティング状況、③医局員紹介（指導医・専門医等）、

④科として力を入れている診療内容・患者サービスについて

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 2019 年７月 21 日（日）、

８月４日（日）、８月 24 日（土）に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、2020

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。

また、７月 21 日（日）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４日

（日）には歯科麻酔学講座の松浦信幸准教授による「歯科医師

の仕事−超高齢社会における歯科麻酔科医の役割−」、８月

24 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「受験生の君たち　頭痛してませんか？」と題した模擬

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・

の説明が行われた。

今回の研修会は、接遇の大切さについて改めて考える機会

となり、さらに他科の現況を知ることができ、教職員にとっ

て有意義なものであった。

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

747 名の参加があり、大盛況であった。

次回のガイダンスは、９月 21 日（土）に水道橋校舎で開催

する予定である。

2019 年度第4 回水道橋病院教職員研修会開催　

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催　

2019 年７月 27 日（土）午後２時 30 分より、水道橋病院

待合ロビーにおいて、第４回水道橋病院ロビーコンサートが

開催された。

黒河宏之さん（昭和 54 年卒・gt, vo）、宇梶常幸さん（昭和

60 年卒 ･gt, vo）、細倉基裕さん（ba, vo）、小関健司さん（平

成 2 年卒 ･key）、川野壽彦さん（昭和 55 年卒 ･dr）、萩原 功      

第4 回水道橋病院ロビーコンサート開催
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▲説明をする山下教授

2019 年７月 29 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 183 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

舎にも中継された。今回は、「臨床能力試験の今後の実施

について」と題し、パーシャルデンチャー補綴学講座の

山下秀一郎教授より報告が行われた。

はじめに、2020 年度から本格実施予定である臨床実習後

臨床能力試験の実施概要と本学の実施計画について説明が

あった。つづいて、一斉技能試験の課題や評価項目の具体

例、評価について説明があり、実際の受験の流れをシミュ

レーションしている様子を画像と動画をもとに詳しく紹介が

なされた。また、今後のトライアル試験に向けての検討課題

について説明があり、関係講座への協力依頼があった。

最後に、臨床実地試験トライアル課題の内容や実施方法等

について意見交換を行い、大変有意義なセミナーとなった。

第183 回歯科医学教育セミナー開催　

さん（昭和 60 年卒 ･dr, vo）で構成される MLS OB BAND によ

るコンサートが公演され、「Ya Ya （あの時代を忘れない）」

「ハナミズキ」「I Want It That Way」等の名曲が披露された。

当日は 30 名以上の方々が集まり、盛大かつ和やかにコン

サートは終了した。

▲演者記念撮影▲ロビーコンサートの様子

2019 年７月 30 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第

1 講義室において、「2019 年度研究倫理研修会」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。

本研修会は、文部科学省のガイドラインに基づき、研究

活動に携わる全ての教職員を対象に行われた。研修会は、

鳥山佳則教授より「人を対象とした研究について」、村松 敬

研究部副部長より「研究費の適正使用ついて」、齋藤 淳研究

部副部長より「研究活動における不正行為について」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。

2019 年度「研究倫理研修会」開催



大学院ニ ュ ー ス

14 295 号　2019年 10月 31日発行

 2019 年８月 19 日（月）午後６時より、水道橋校舎本館西

棟ラウンジにおいて、第 450 回大学院セミナーが顎骨疾患

プロジェクトと共催で開催された。今回は国立精神・神経医

療研究センター理事・神経研究所所長の武田伸一先生をお招

きして、「遺伝性疾患における遺伝子治療の現状と今後の展

望」と題して講演をいただいた。

遺伝子治療は、多くの遺伝性疾患に対する治療の切り札と

して開発が進んでいる。とくに、神経筋難病については原因

遺伝子そのものをターゲットとした核酸医薬の開発が盛ん

で、脊髄性筋萎縮症に対して我が国でも承認されたアンチセ

第450 回大学院セミナー開催

ンスオリゴ核酸 （AON） 治療は、これまで治療法のなかった

神経難病の予後を大きく変える画期的治療として期待されて

いる。また、Duchenne 型筋ジストロフィー （DMD） に対し

てもモルフォリノなどの核酸医薬により遺伝子変異を克服す

る治療法が米国ですでに承認され、国内でも臨床試験が進ん

でいる。本講演では、DMD に対してジストロフィン遺伝子

のエクソン 53 スキップを誘導する治療薬の創製過程と、承

認に向けた活動について詳細な解説があった。本薬は、

2019 年 9 月にも承認申請が行われる予定である。

◀講演される武田先生
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2019 年８月 23 日（金）に、日本歯科医師会館（東京都千代

田区）において、令和元年度（第 25 回）スチューデント・ク

リニシャン・リサーチ・プログラム日本代表選抜大会（主

催：日本歯科医師会／デンツプライシロナ）が開催された。

参加校数 25 校、25 名（男性 12 名・女性 13 名）の参加者の

中、本学代表の竹澤百代さん（第６学年）が研究テーマ「軟質

リライン材を用いた暫間インプラント　オーバーデンチャー

用アタッチメントの維持力評価」（指導教員：老年歯科補綴

学講座・竜 正大講師）についてポスター講演を行った。

▲ポスターの前に立つ竹澤さん

2019 年６月 16 日（日）に、株式会社ジーシー（東京都文京

区）において、日本補綴歯科学会が主催する第１回 JPS 

student clinical skills competition が開催された。本コンペ

ティションは、的確な臨床判断能力と高いレベルの臨床技能

を有する歯科医師を育成することを目的とした学生技能コン

ペティションである。実技課題は保険収載 CAD/CAM 冠（ハ

イブリッドレジンクラウン）を想定した模型上での支台歯形

成であった。事前に行われた一次審査（プロダクトの提出）の

参加校は、全国歯学部から 26 校の応募があり、本学代表の

中川由希子さん（第６学年）は、その中で見事最終選考に選抜

された。同日、上位６名のファイナリストにより行われた二

次審査の実技試験においても実力を発揮して、最終選考優秀

賞を受賞した。 

第６学年中川由希子さん　
第１回 JPS student clinical skills competition 最終選考優秀賞受賞

第 6 学年竹澤百代さん　令和元年度 ( 第 25 回 ) スチューデント・
クリニシャン・リサーチ・プログラム日本代表選抜大会参加

▲ファイナリストに選出された中川さん（中央）と、帯同した四ツ谷 護講師（左）、
山下秀一郎教授（右）

▲二次審査の実技試験（支台歯形成）

▶表彰式後の中川さん
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▲台北医学大学の学生たちとオーラルメディシン医局員との記念撮影

▲井出吉信学長、山本 仁教授（前列左）との記念撮影

▲延世大学の学生たちとの記念撮影

▲山本将仁講師（右）から標本説明を受ける台北医学大学の学生たち

本学と姉妹校である、延世大学校歯科大学（韓国）および、

台 北 医 学 大 学 口 腔 医 学 院（台 湾）の 学 生 た ち が、Elective 

Study Program で本学を訪問した。

延世大学からは、2019 年６月 28 日（金）から 29 日（土）

に、４名の学生（第２学年）と１名の引率教員が来訪し、さい

かち坂校舎での授業見学、新館での実習への参加など、限ら

れた時間ではあったが本学の授業を体験した。また、本学

Elective Study Program で、延世大学へ訪問経験のある学生

が中心となり、Welcome Party の開催、水道橋駅周辺散策

など積極的な学生交流も行われた。これら授業体験や学生交

流などのプログラム内容はこれまでにない新たな取り組みで

あったが、本学の学生はもちろん、延世大学の学生にも大変

好評であった。

台北医学大学からは、2019 年７月１日（月）から５日（金）

に、３名の学生（第５学年）が来訪した。本学で実施する

Elective Study Program のスケジュールに沿い、水道橋病院

と市川総合病院での臨床見学を中心に、水道橋校舎のキャン

パスツアー等を実施した。市川総合病院では、オーラルメ

ディシンでの手術見学に加え、本学 Elective Study Program

で台北医学大学へ訪問経験のある学生を中心とした学生交流

会が昼休みに実施された。５日間を通して、学生たちからは

多くの事柄を吸収しようとする姿勢と強い熱意が窺えた。

Elective Study Program での姉妹校からの訪問
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学生からのフィードバックコメント

■ 延世大学校歯科大学

Kim Daehwan
 It was really nice to visit Tokyo Dental College and have 
meaningful time there. Actually it was my first time to visit 
Japan and in fact I was a little nervous. But when I arrived at 
Japan, all my worries flew away! On the first day of going to 
TDC, we visited all the classrooms and labs the students in 
TDC use. I felt that they are quite similar to those of Yonsei 
university. It was nice for me to see the structure of the 
college. But the most exciting thing was meeting the students 
of TDC. We introduced ourselves to them and they welcomed 
us with heart. We exchanged our messenger IDs with each 
other, and actually I had a few contact with some of them. We 
also experienced how the hospital of TDC worked. We could 
experience how dental implant worked and how the operation 
was performed. It was all invaluable times. Everything was 
possible because of all the people's favor. After visiting the 
hospital, we attended the lecture of TDC's history, present, 
and future. I learned how dentistry is going on worldwide 
from this lecture. And on the next day of going to TDC, we 
saw the exchange between TDC and Yonsei university from 
the past and the meaning of the exchange. The exchange 
between TDC and Yonsei university means a huge harmony 
for me. I feel so thankful to TDC for offering us the perfect 
time in Japan.

Kim DongHyeon
 First of all, thank you very much for giving me a chance to 
visit Tokyo Dental College. Especially modern building was 
very impressive. Most of the experimental instrument were 
modern, seems like a nice environment for research. Also 
when I participated an experimental class, all students had 
shining eyes, look very passion at class. They looked like the 
lecture was very interesting. Most of all, it was very nice to 
meet TDC friends again. Actually I first met them at Seoul, but 
we were lack of time to get to know each other. Unlike last 
time, we had chance to hang out with TDC friends, and it was 
the most meaningful moment to me. 
 What’s a little bit disappointing was we do not have enough 
time to hang out with them. When TDC friends came to Yonsei 
University, I thought the same thing. If there were more 
programs for Yonsei University students and TDC students, 
exchange activities will be more meaningful.
 Even so, I will never forget the memory at TDC. I wish I could 
visit there again.

■台北医学大学口腔医学院

Peng, Pei-Yu
 I appreciate having this opportunity to visit Tokyo Dental 
College. In these five days, we had learned a lot of new things 
about dentistry fields that we had never seen or heard before. 
In addition, we were also able to review the knowledge we 
had learned in the past four years. Thanks for teaching and 
helping us so much!
 Furthermore, I am grateful for the teachers and students in 
Tokyo Dental College for being so kind to us and always 
answer our questions very patiently, even though we cannot 
speak Japanese fluently. I really enjoyed the days of elective 
study program, these memories are so precious that I will 
never forget. Looking forward to visit Tokyo Dental College 
again in the future!

Lin Chieh 
　まず、下手の日本語で書くのはすみません。今回の見学は、
本当にお世話になりました。東京齒科大学のみんなは優しく
で、私達にいっぱい知識を教えてくれて、日本の医療環境を
紹介したのは、ありがとうございました !　台湾に見たことな
い手術を見る時、すごく印象残したんです、すばらしい経験
たった。東京齒科病院は、立派たし、綺麗たし、みんな真面
目て自分の仕事を良くできた、とてもいい気分を感じました、
さすが日本人ですね ! 私はこんなの日本大すきです。もし時間
あったら、ぜひ台湾に来てください、台湾の風景と美食をご
案内します ! 最後に、もう一度感謝を伝えます、楽しいと豊か
なのコ―スを準備したのは、本当にありがとうございました。
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第 51回全日本歯科学生総合体育大会（歯学体）結団式
2019 年７月 23 日（火）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 51 回全日本歯科学生総合

体育大会（歯学体）結団式が開催された。

橋本正次副学長、佐藤 亨学生部長より激励のお言葉をい

ただき、少林寺拳法部主将の金﨑悠介君（第４学年）が運動部

代表の挨拶、サッカー部主将の青木孝仁君（第４学年）が気合

を込めて選手宣誓をした。続いて、歯学体評議委員長の

宮田貴楓さん（第４学年）の司会の下、各クラブの主将から大

会に向けての決意表明が行われた。最後に、参加者全員で校

歌を斉唱し、閉式した。

◀選手宣誓をする青木孝仁君

【運動部代表挨拶】
少林寺拳法部主将　金﨑悠介（第 4 学年）

　今年もいよいよ歯学体が間近に迫ってきました。各クラブ
の皆さんは、忙しい勉学の合間を縫って日々練習に励んでき
ました。
　大会では日頃の練習の成果を遺憾なく発揮し、悔いのない
よう頑張ってください。また、東京歯科大学の学生としての
自覚と誇りをもって、怪我のないよう頑張りましょう。

【選手宣誓】
サッカー部主将　青木孝仁（第 4 学年）

　私たち選手一同は、日頃鍛錬した心・技・体を遺憾なく発揮
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、この大会で得た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。

学生会ニ ュ ー ス

図書館から

山下秀一郎 （ほか） 編著
パーシャルデンチャー治療 失敗回避のためのポイント４７
─ 診断・前処置・印象・設計・応急修理と術後管理の問題解決法 ─
クインテッセンス出版 , 2017

　本書は、初診で来院した患者さんをメインテナンスにまで導く間で必要となるポイントを
47 項目に絞り、写真や模式図を多用して見開き数ページで完結しています。
　若い先生はもとより、ベテランの先生でも義歯はどうも苦手とお考えの方に最適な一冊で
す。

（山下秀一郎・パーシャルデンチャー補綴学）

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

ります。著書発刊のおりには、ご一報ください。
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2019 年度第２回オープンキャンパス開催

2019 年度の東京歯科大学短期大学への入学希望者を対象

とした、第２回オープンキャンパスが 2019 年７月 21日

（日）に午前 10時と午後１時 30分の２回に分けて行われた。

参加者は 160 名の志願予定者と保護者であった。

オープンキャンパスでは、まず水道橋校舎本館の短期大学

教室で参加者全体に歯科衛生士の職務・将来性、短期大学の

概要、学生生活、学生募集要項などについて、スライドを交え

て説明を行った。その後、短期大学実験室へ場所を移し、実

験室の機器を利用しての模擬実習を行った。さらに、小グルー

プに分かれ教員と短期大学学生の引率のもと、水道橋校舎本

館西棟の実習室および水道橋病院の見学を行った。見学終了

後、短期大学教室に戻り、入学試験、学生生活、学費・奨学

金、授業内容などについて、自由に質問することのできる個別

相談会を開催し、教職員および学生が対応にあたった。

▲短期大学教室で個別相談会▲石井拓男短期大学学長による参加者へのあいさつ、説明
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歯科衛生士専門学校 2018 年度第３回教員会開催
2019 年３月 12 日（火）午後５時より、水道橋校舎本館

５階特別会議室において、東京歯科大学歯科衛生士専門学校

2018 年度第３回教員会が開催された。専門学校の科目を担

当した正講師が出席し、３月３日に実施された第 28 回歯科

衛生士国家試験についての意見交換、専門学校の廃止手続に

ついて確認が行われた。会の最後に、東京歯科大学歯科衛生

士専門学校名誉講師称号授与規程に基づき、井上 孝校長か

ら井出吉信学長ほか 14 名に名誉講師称号記が授与された。

また、本校の教育に長年尽力いただいた講師の先生方に感謝

状が井上校長から授与され、専門学校最後の教員会は滞りな

く終了した。

東京歯科大学歯科衛生士専門学校名誉講師称号授与規程に基づく称号授与者

第１条（１）

「本校に講師として 15年以上在籍し、特に教育上又は学術上功績のあつた者」（10名）

井出吉信 一戸達也 櫻井 薫 加藤哲男 山中すみへ 眞木吉信 宮脇龍介

柴家嘉明 中村光博 羽賀 博

第１条（２）

「本校に校長として在籍し、功績が特に顕著であつた者」（2名）

石井拓男 井上 孝

第１条（３）

「本校に副校長、主事、教務部長若しくは学生部長として在籍し、特に教育上又は学術上功績のあつた者」（3名）

髙橋俊之 杉山哲也 橋本貞充

感謝状授与者

多年にわたり、正講師、副講師として在籍し、東京歯科大学歯科衛生士専門学校名誉講師称号授与規程の称号授与に

該当しない者

杉原直樹 阿部伸一 見明康雄 石原和幸 柴原孝彦 村松 敬 佐藤 亨

末石研二 矢島安朝 石田 瞭 松坂賢一 片倉 朗 森田雅義 白鳥たかみ

多田美穂子 江口貴子 永井由美子 杉山節子 和光 衛 田﨑雅和 森永一喜

野嶋邦彦 保坂 誠 坂本輝雄 今井裕樹 尾谷始子 久永竜一
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歯科衛生士専門学校の廃止について
歯科衛生士専門学校については、第 703 回理事会（2016

年９月 20 日（火）開催）において学生募集を停止し、在校生

全員の卒業をもって廃止することを決定していたところであ

る。最後の学年となる第 68 期生の全員卒業により、第 716

回理事会（2019 年３月 28 日（木）開催）の審議を経て、2019

年４月に廃止に係る申請を行った。

この結果、同年７月 31 日付で千葉県より専門学校の廃

止、文部科学省より専門学校廃止に係る学校法人東京歯科大

学寄附行為の変更が認可され、1949 年の開校より 70 年間

にわたり 2,557 名の卒業生を輩出した歯科衛生士専門学校

の歴史は閉じられ、歯科衛生士養成は 2017 年に開学した短

期大学へ発展、継承されることとなった。

▲教員会後の集合写真
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人物往来

国内見学者来校

海外出張

水道橋校舎・水道橋病院

■千葉医療福祉専門学校（学生 46名、引率教員 2名）

2019 年 7 月 23 日（火）　解剖学教室見学

■さいたま柔整専門学校（学生 71名、引率教員 6名）

2019 年 7 月 24 日（水）　解剖学実習室・標本室見学

■国際医療福祉専門学校理学療法学科（学生72名、教員3名）

2019 年 7 月 25 日（木）　 解剖学実習室・標本室見学

■東京歯科大学千葉県同窓会船橋支部（30名）

2019 年 8 月 22 日（木）　 水道橋校舎、水道橋病院見学

■新谷誠康教授、木村基善レジデント、棚瀬稔貴大学院生

（小児歯科学）

第 27 回国際小児歯科学会での発表のため、7 月 3 日（水） か

ら 7 月 8 日（月） までメキシコ・カンクンへ出張。

■廣内英智助教（解剖学）

ゲッティンゲン大学での共同研究のため、7 月 14 日（日） か

ら 7 月 21 日（日） までドイツ・ゲッティンゲンへ出張。

■武田友孝教授（口腔健康科学）

フィジー歯科医師会年次大会にて講演およびマウスガードに

ついての研究打ち合わせのため、7 月 30 日（火） から 8 月 6

日（火） までオーストラリア・シドニー、フィジー・スバへ

出張。

■ビッセン弘子教授（水病・眼科）

Power Vision 医療研究所ミーティング、12th Biannual IIIC 

Retreat 2019 への参加のため、8 月 16 日（金） から 8 月 27

日（火） までアメリカ・サンフランシスコ、アスペンへ出張。
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大学日誌

2019 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 千葉歯科医療センター

1 月
短大教授会、臨床教育委員会
ファカルティ・ディベロップメント委員会

［防火・防災安全自主点検日］

2 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

3 水 水病薬事委員会 認知症サポート養成講座 リスクマネージャー・ICT 会議

4 木
感染制御委員会
プログラム委員会

医療連携講演会
カルテ指導委員会

5 金 地域連携研修会

6 土

7 日

8 月

9 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会
人事委員会

緩和ケア委員会
診療材料検討委員会
地域連携委員会

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

救急委員会
ICU 運営委員会、CPC

11 木
脳卒中センター運営会議
倫理審査委員会
手術室運営委員会

12 金
倫理審査委員会・利益相反委員会
全体課長会

13 土

14 日

15 月 海の日

16 火
振替授業（月曜日分）、短大振替授業（月曜日分）

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
緩和ケア委員会

17 水 水病第 1回地域医療連携委員会 褥瘡対策委員会

18 木
水病診療録指導委員会
水病医療安全管理委員会・感染予防対策委員会
水病個人情報保護委員会・病院運営会議

衛生委員会

19 金 5年生全体集合
NST カンファレンス
栄養管理委員会

20 土 ［機器等安全自主点検日］患者サロン

21 日
短大 1,2 年生夏季休暇（〜8/31）
短大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

22 月 図書委員会
医療安全管理委員会
キャンサーボード

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護委員会
医療安全管理委員会
感染予防対策委員会（ICC）
診療記録管理委員会
研修管理小部会

23 火
水病教職員研修会
第 51回全日本歯科学生総合体育大会結団式

ピアサポーターズサロンちば
緩和ケア委員会

24 水

1〜4年生夏期休暇（〜8/31）
短大 3年生夏季休暇（〜8/31）
水病業務連絡会、国際交流部運営委員会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会・医局長会

糖尿病教室
糖尿病カンファレンス
保険診療検討委員会
DPC症例検討委員会

25 木
課長会、TDCビル協議会、衛生委員会
水病教職員研修会（ビデオ上映）

部長会、内視鏡室委員会
管理診療委員会
羊膜バンク運営委員会

業務連絡会

26 金
がん薬物療法小委員会
業務改善委員会

27 土
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28 日

29 月 第 183 回歯科医学教育セミナー

30 火
第 51回全日本歯科学生総合体育大会（〜8/10）
第 719 回理事会
研究倫理研修会

診療記録・情報システム管理委員会
クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

31 水 内部監査（大学）

2019 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 千葉歯科医療センター

1 木

1〜4年生夏期休暇（〜8/31）
短大 1〜3年生夏季休暇（〜8/31）
第 51回全日本歯科学生総合体育大会（〜8/10）

［防火・防災安全自主点検日］

2 金 内部監査（市川）

3 土

4 日 入試ガイダンス・オープンキャンパス

5 月

6 火 緩和ケア委員会

7 水 臨床検査運営委員会 リスクマネージャー・ICT 会議

8 木
感染制御委員会
午後のリサイタル

9 金

10 土

11 日 山の日

12 月 山の日振替休日

13 火 水病給食委員会 緩和ケア委員会

14 水 水病リスクマネージメント部会

15 木 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

16 金 NST カンファレンス

17 土

18 日

19 月 医療安全管理委員会

20 火
水病褥瘡対策委員会

［機器等安全自主点検日］
緩和ケア委員会

21 水

22 木 TDC ビル協議会

23 金

24 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス

25 日 短大オープンキャンパス

26 月
教務部協議会
5年生全体集合

27 火 緩和ケア委員会

28 水
糖尿病教室
糖尿病カンファレンス

29 木

30 金

31 土
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学生募集要項

2020 年度 東京歯科大学歯学部入学試験要項

推薦入学選考（一般公募制）

帰国子女・留学生特別選抜

◦募集人員　約 45名（指定校推薦含む）（全募集人員 128名中）

◦趣旨
人物・学力ともに優秀で、本大学への入学を強く希望し、かつ歯科医療担当者として
の能力・適性について高等学校長が責任をもって推薦する者に対し、本大学の選考方
法によって入学を許可するものである。

◦出願資格
次の各条件を満たし、かつ高等学校長が責任をもって推薦する者。
1．2019 年 3 月高等学校卒業者または 2020 年 3 月高等学校卒業見込の者。
2．人物・性格ともに優れ、健康である者。
3．入学を許可された場合、必ず本大学に入学することを確約できる者。

◦選考内容
（1）小論文
（2）小テスト〔外国語（英語）、数学、理科（物理・化学・生物から 1 科目選択）〕
 　（出題範囲は一般入試（Ⅰ期）に準ずる）

（3）面　接

◦募集人員　若干名（全募集人員 128名中）

◦趣旨
帰国子女または日本に留学しようとする外国籍を有する外国人で、本大学において歯
科医学教育を受けることを強く希望する者に対し、本大学の選考方法によって入学を
許可するものである。

◦出願資格
次の各項のいずれかに該当する資格を有し、入学を許可された場合、日本語での授業
を理解できる者。
1．外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者または 2020 年 3 月

31 日までに修了見込の者またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
2．国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者で 2020 年 3 月

31 日までに 18 歳に達する者。
3．ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア

資格を有する者で 2020 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者。
4．フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有

する者で 2020 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者。
5．グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として

認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・ア
ドバンスト・レベル（GCEA レベル）資格を有する者で 2020 年 3 月 31 日までに
18 歳に達する者。

◦出願期間
2019 年 10 月 28 日（月）から 2019 年 11 月 5 日（火） （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選  考  日：2019 年 11 月 9 日（土）
選考会場：東京歯科大学　水道橋校舎本館
　　　　　東京都千代田区神田三崎町 2-9-18

◦合格通知日
2019 年 11 月 12 日（火）夕刻　 （通知は郵送のみ）

◦入学手続
2019 年 11 月 14 日（木）から 2019 年 11 月 21 日（木）正午まで

◦選考内容
次の試験を日本語で行う。

（1）小論文
（2）小テスト〔外国語（英語）、数学、理科（物理・化学・生物から 1 科目選択）〕
　 （出題範囲は一般入試（Ⅰ期）に準ずる）

（3）面　接

◦出願期間
2019 年 10 月 28 日（月）から 2019 年 11 月 5 日（火）（期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選  考  日：2019 年 11 月 9 日（土）
選考会場：東京歯科大学　水道橋校舎本館
　　　　　東京都千代田区神田三崎町 2-9-18

◦合格通知日
2019 年 11 月 12 日（火）夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2019 年 11 月 14 日（木）から 2019 年 11 月 21 日（木）正午まで
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学生募集要項

一般入学試験（Ⅰ期）

大学入試センター利用試験（Ⅰ期）

一般入学試験（Ⅱ期）

◦募集人員　約 50名（全募集人員 128名中）

◦試験内容
（1）学力試験
①外国語　英語：コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ。
　　　　　　　　ただし、実際に音声を使ったリスニングテストは行わない。

②数　学　数学： 数学Ⅰ（［（4）データの分析］を除く）、数学Ⅱ、数学 A、数学 B
（［（2）数列］と［（3）ベクトル］を範囲とする）

③理　科（物理、化学、生物の 3 科目のうち 1 科目を試験場で選択する。）
　　　　  物理：物理基礎、物理
　　　　  化学：化学基礎、化学
　　　　  生物：生物基礎、生物

（2）小論文
（3）面　接
※ 大学入試センター利用試験（Ⅰ期）を併願する者は、一般入試（Ⅰ期）の「小論文」
「面接」試験の受験をもって大学入試センター利用試験（Ⅰ期）の「小論文」「面接」
試験にかえる。

◦募集人員　13名（全募集人員 128名中）

◦出願資格
令和 2 年度大学入試センター試験を受験した者で、本学が利用する教科・科目を解
答した者。

◦試験内容
（1）大学入試センター試験を受験する際、次の科目を受験しておくこと。

教　科 科　目 配　点

外国語 「英語（リスニングを除く）」 100 点

数　学 「数学Ⅰ・数学 A」、「数学Ⅱ・数学 B」の 2 科目 100 点

理　科

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」から 2 科目または「物
理」、「化学」、「生物」から 1 科目
※ 理科について、2 科目を受験した場合は、高得点の科目を合否

判定に使用する。（「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」に
ついては選択した 2 科目の点数を 1 科目の得点として扱う）

100 点

（2）小論文
（3）面　接
※ 一般入試（Ⅰ期）を併願する者は、一般入試（Ⅰ期）の「小論文」「面接」試験の受験

をもって大学入試センター利用試験（Ⅰ期）の「小論文」「面接」試験にかえる。

◦募集人員　約 15名（全募集人員 128名中）

◦試験内容
（1）学力試験（出題範囲は一般入試（Ⅰ期）と同様とする。）
　 ①外国語（英語）
　 ②数学・物理・化学・生物のうち 1 科目を試験場で選択

（2）小論文
（3）面　接
※ 大学入試センター利用試験（Ⅱ期）を併願する者は、一般入試（Ⅱ期）の「小論文」
「面接」試験の受験をもって大学入試センター利用試験（Ⅱ期）の「小論文」「面接」
試験にかえる。

◦出願期間
2019 年 12 月 13 日（金）から 2020 年 1 月 24 日（金） （郵送の場合、必着）

（2019 年 12 月 28 日から 2020 年 1 月 4 日の間および土・日・祝日は窓口での受付
は行わない。）

◦試験日・試験会場
試  験  日：2020 年 2 月 2 日（日）　
試験会場：1）東京会場　東京歯科大学　水道橋校舎本館
　　　　　   東京都千代田区神田三崎町 2-9-18
　　　　　2）大阪会場　TKP 新大阪ビジネスセンター
　　　　　   大阪府大阪市淀川区西中島 5-13-9 
　　　　　   新大阪 MT ビル 1 号館 4 階
　　　　　3）福岡会場　TKP 博多駅前シティセンター
　　　　　   福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 
　　　　　   日本生命博多駅前ビル 8 階

◦合格通知日
2020 年 2 月 5 日（水）夕刻（合格通知発送、速報としてホームページでも通知する）

◦入学手続
2020 年 2 月 6 日（木）から 2020 年 2 月 13 日（木）正午まで

◦出願期間
2019 年 12 月 13 日（金）から 2020 年 1 月 24 日（金）（郵送の場合、必着）

（2019 年 12 月 28 日から 2020 年 1 月 4 日の間および土・日・祝日は窓口での受付
は行わない。）

◦試験日・試験会場
試  験  日：2020 年 2 月 2 日（日）　
試験会場：1）東京会場　東京歯科大学　水道橋校舎本館
　　　　　   東京都千代田区神田三崎町 2-9-18
　　　　　2）大阪会場　TKP 新大阪ビジネスセンター
　　　　　   大阪府大阪市淀川区西中島 5-13-9 
　　　　　   新大阪 MT ビル 1 号館 4 階
　　　　　3）福岡会場　TKP 博多駅前シティセンター
　　　　　   福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 
　　　　　   日本生命博多駅前ビル 8 階

◦合格通知日
2020 年 2 月 5 日（水）夕刻（合格通知発送、速報としてホームページでも通知する）

◦入学手続
2020 年 2 月 6 日（木）から 2020 年 2 月 13 日（木）正午まで

◦出願期間
2020 年 2 月 20 日（木）から 2020 年 3 月 6 日（金）（郵送の場合、必着）

（土・日・祝日は窓口での受付は行わない。）

◦試験日・試験会場
試  験  日：2020 年 3 月 14 日（土）
試験会場：東京歯科大学　水道橋校舎本館
　　　　　東京都千代田区神田三崎町 2-9-18

◦合格通知日
2020 年 3 月 17 日（火） 夕刻（合格通知発送、速報としてホームページでも通知する）

◦入学手続
2020 年 3 月 18 日（水）から 2020 年 3 月 25 日（水）正午まで
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大学入試センター利用試験（Ⅱ期）

編入学試験 B

◦募集人員　5名（全募集人員 128名中）

◦出願資格
令和 2 年度大学入試センター試験を受験した者で、本学が利用する教科・科目を解
答した者。

◦試験内容
（1）大学入試センター試験を受験する際、次の科目を受験しておくこと。

教　科 科　目 配　点

外国語 「英語（リスニングを除く）」 100 点

数　学 「数学Ⅰ・数学 A」、「数学Ⅱ・数学 B」の 2 科目 100 点

理　科

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」から 2 科目または「物
理」、「化学」、「生物」から 1 科目
※ 理科について、2 科目を受験した場合は、高得点の科目を合否

判定に使用する。（「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」に
ついては選択した 2 科目の点数を 1 科目の得点として扱う）

100 点

（2）小論文
（3）面　接
※ 一般入試（Ⅱ期）を併願する者は、一般入試（Ⅱ期）の「小論文」「面接」試験の受験

をもって大学入試センター利用試験（Ⅱ期）の「小論文」「面接」試験にかえる。

◦募集人員　若干名

◦編入年次
第 2 学年 4 月に編入

◦出願資格
※編入学試験 A と同様

◦試験内容
（1）小論文
（2）小テスト（英語・数学・理科（物理・化学・生物）の基礎知識問題）
 　（中学・高校での履修内容のごく基礎的な内容を出題する）

（3）面　接（グループ面接・個人面接）
※ 学士等特別選抜 B を併願する者は、編入学試験 B の「小論文」「小テスト」「面接」

試験の受験をもって学士等特別選抜 B の「小論文」「小テスト」「面接」試験にか
える。

◦出願期間
2020 年 2 月 20 日（木）から 2020 年 3 月 6 日（金）（郵送の場合、必着）

（土・日・祝日は窓口での受付は行わない。）

◦試験日・試験会場
試  験  日：2020 年 3 月 14 日（土）
試験会場：東京歯科大学　水道橋校舎本館
　　　　　東京都千代田区神田三崎町 2-9-18

◦合格通知日
2020 年 3 月 17 日（火）夕刻（合格通知発送、速報としてホームページでも通知する）

◦入学手続
2020 年 3 月 18 日（水）から 2020 年 3 月 25 日（水）正午まで

編入学試験 A

◦募集人員　若干名

◦編入年次
第 2 学年 4 月に編入

◦出願資格
次のいずれかを満たす者とする。
　① 4 年制大学卒業者または 2020 年 3 月卒業見込の者
　②医療技術系短期大学を卒業した者または 2020 年 3 月卒業見込の者
　　※ 医療技術系短期大学とは、看護・歯科衛生・歯科技工・臨床検査・診療放射

線・理学療法・作業療法・臨床工学・言語聴覚等の分野を履修する短期大学
　③  4 年制大学に 2 年以上在学し、所定の単位を取得した者、または 2020 年 3 月

までに 4 年制大学に 2 年以上在学し、所定の単位を取得見込の者
　　※ 所定の単位は、総単位数 65 単位以上とし、うち数学・物理学・化学・生物学

に関する科目について合計 16 単位以上を必要単位数とする。

◦試験内容
（1）小論文
（2）小テスト（英語・数学・理科（物理・化学・生物）の基礎知識問題）
 　（中学・高校での履修内容のごく基礎的な内容を出題する）

（3）面　接（グループ面接・個人面接）
※ 学士等特別選抜 A を併願する者は、編入学試験 A の「小論文」「小テスト」「面接」

試験の受験をもって学士等特別選抜 A の「小論文」「小テスト」「面接」試験にか
える。

◦出願期間
2019 年 9 月 24 日（火）から 2019 年 10 月 1 日（火）（期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試  験  日：2019 年 10 月 5 日（土）
試験会場：東京歯科大学　さいかち坂校舎
　　　　　東京都千代田区神田駿河台 2-9-7

◦合格通知日
2019 年 10 月 8 日（火）夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2019 年 10 月 10 日（木）から 2019 年 10 月 18 日（金）正午まで

◦出願期間
2020 年 2 月 20 日（木）から 2020 年 3 月 6 日（金）（郵送の場合、必着）

（土・日・祝日は窓口での受付は行わない。）

◦試験日・試験会場
試  験  日：2020 年 3 月 14 日（土）
試験会場：東京歯科大学　水道橋校舎本館
　　　　　東京都千代田区神田三崎町 2-9-18

◦合格通知日
2020 年 3 月 17 日（火） 夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2020 年 3 月 18 日（水）から 2020 年 3 月 25 日（水）正午まで
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学士等特別選抜 A

学士等特別選抜 B

◦募集人員　若干名（全募集人員 128名中）

◦入学年次
第 1 学年 4 月に入学

◦出願資格
※編入学試験 A と同様

◦試験内容
（1）小論文
（2）小テスト（英語・数学・理科（物理・化学・生物）の基礎知識問題）
 　（中学・高校での履修内容のごく基礎的な内容を出題する）

（3）面　接（個人面接）
※ 編入学試験 A を併願する者は、編入学試験 A の「小論文」「小テスト」「面接」試験

の受験をもって学士等特別選抜 A の「小論文」「小テスト」「面接」試験にかえる。

◦出願期間
2019 年 9 月 24 日（火）から 2019 年 10 月 1 日（火）（期間内必着のこと）

◦募集人員　若干名（全募集人員 128名中）

◦入学年次
第 1 学年 4 月に入学

◦出願資格
※編入学試験 A と同様

◦試験内容
（1）小論文
（2）小テスト（英語・数学・理科（物理・化学・生物）の基礎知識問題）
 　（中学・高校での履修内容のごく基礎的な内容を出題する）

（3）面　接（個人面接）
※ 編入学試験 B を併願する者は、編入学試験 B の「小論文」「小テスト」「面接」試験

の受験をもって学士等特別選抜 B の「小論文」「小テスト」「面接」試験にかえる。

◦出願期間
2020 年 2 月 20 日（木）から 2020 年 3 月 6 日（金）（郵送の場合、必着）

（土・日・祝日は窓口での受付は行わない。）

◦試験日・試験会場
試  験  日：2019 年 10 月 5 日（土）
試験会場：東京歯科大学　さいかち坂校舎
　　　　　東京都千代田区神田駿河台 2-9-7

◦合格通知日
2019 年 10 月 8 日（火） 夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2019 年 10 月 10 日（木）から 2019 年 10 月 18 日（金）正午まで

◦試験日・試験会場
試  験  日：2020 年 3 月 14 日（土）
試験会場：東京歯科大学　水道橋校舎本館
　　　　　東京都千代田区神田三崎町 2-9-18

◦合格通知日
2020 年 3 月 17 日（火） 夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2020 年 3 月 18 日（水）から 2020 年 3 月 25 日（水）正午まで

＜学納金＞　・・・　全入試制度共通

入学金 600,000 円 （入学時のみ）

授業料 3,500,000 円

歯学教育充実費 4,300,000 円 （入学時のみ）

施設維持費 1,000,000 円

合計 9,400,000 円

＜入学辞退期限について＞　・・・　全入試制度共通（推薦入学を除く）
入学手続後、入学を辞退する場合は、入学辞退届を添えて、2020 年 3 月 31 日

（火）正午までに申し出ること。この場合、入学金については返還しない。
4 月 1 日以降に入学を辞退する場合は、理由の如何を問わず入学金およびその他の
諸経費についても一切返還しない。
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2020 年度　東京歯科大学短期大学学生募集要項

推薦入学選考

◦募集人員　40名

◦出願資格（高等学校長推薦）
次の条件をすべて満たす女子。

1．�2020 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 2019 年
3月高等学校を卒業した者。

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

◦出願期間
2019 年 11月 5日（火）から 2019 年 11月 13日（水）（期間内必着のこと）
※�推薦入学の出願書類は、同封の所定の封筒を用い、必ず書留速達郵便で発送するこ
と。持参しても受け付けない。

◦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

◦選考日・会場
期　　日：2019 年 11月 17日（日）
受付時間：午前 8時 45分開始
集合時間：午前 9時 15分
会　　場：東京歯科大学短期大学（水道橋校舎本館）
時  間  割： 時　間 選考内容

9：30〜10：40 基礎学力検査

11：00〜 面　接

◦合格通知
発  送  日：2019 年 11月 19日（火）

◦入学手続き
2019 年 11月 20日（水）から 2019 年 11月 29日（金）正午まで

2020 年度�東京歯科大学大学院歯学研究科（博士課程）入学試験要項

◦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　2019 年 10月 1日（火）から 2019 年 11月 15日（金）
第Ⅱ期　2020 年   1 月 6日（月）から 2020 年   2 月 21 日（金）

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

・社会人
1）外国語（英語：辞書（電子辞書の持込み可）
2）口頭試問（面接）（提出書類の審査によって社会人としての業務歴または
　研究内容、基礎学力の評価を総合的に判断し選考する）
3）専攻主科目試験および面接
　※社会人特別選抜については、原則として歯科基礎系講座のみを志望できる。

◦選考日・選考会場
第Ⅰ期　2019 年 11月 30日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎
第Ⅱ期　2020 年   2 月 29 日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎

◦合格者発表
第Ⅰ期　2019 年 12月 6日（金）正午　ホームページにて発表
第Ⅱ期　2020 年   3 月 6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。
　�2006 年 4月以降に歯科医師免許を取得した者は、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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◦出願資格（社会人・学士等特別選抜）
本学の一般入学試験の受験資格を有する者で、歯科医療従事者の一員として社会に貢
献するために、本学への入学を強く希望する者。さらに入学を許可された場合、必ず
本学に入学することを確約できる者。次の項目のいずれかに該当する女子。
1．2020 年 3月末までに 2年以上の就業経験を有すること。
2．大学、短期大学を卒業、あるいは 2019 年 3月卒業見込みであること。

◦出願期間
2019 年 11月 5日（火）から 2020 年 11月 13日（水）（期間内必着のこと）まで
※�推薦入学の出願書類は、同封の所定の封筒を用い、必ず書留速達郵便で発送するこ
と。持参しても受け付けない。

◦選考内容
1．書類審査（自己推薦書、最終学歴の調査書または成績証明書）
2．小論文
3．面　接

◦選考日・会場
期　　日：2019 年 11月 17日（日）
受付時間：午前 8時 45分開始
集合時間：午前 9時 15分
会　　場：東京歯科大学短期大学（水道橋校舎本館）
時  間  割： 時　間 選考内容

9：30〜10：40 小論文

11：00〜 面　接

◦合格通知
発  送  日：2019 年 11月 19日（火）

◦入学手続き
2019 年 11月 20日（水）から 2019 年 11月 29日（金）正午まで

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、2020 年 3月 31日までに 18歳に達した者。

� 　�（※本項に定める「個別の入学審査」により受験資格を得ようとする者は、本学
所定の様式により書類審査を行うので事務室へ問い合わせること。なお、個別の
入学資格審査の申請手続は入学試験出願受付開始の 2週間前までとする。）

◦出願期間
Ⅰ期　2020 年 1月 16日（木）から 2020 年 1月 30日（木）
Ⅱ期　2020 年 2月 20日（木）から 2020 年 3月 5日（木）
※�所定の封筒に提出書類一式を同封の上、書留速達郵便で上記の期間内に必着するよ
う送ること。

◦試験内容
1．書類審査（調査書）
2．�学科総合試験（国語（古文、漢文を除く）、英語、理科の基礎問題（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

◦試験日・会場
試  験  日：Ⅰ期　2020 年 2月 1日（土）
　　　　　Ⅱ期　2020 年 3月 7日（土）
受付時間：午前 8時 45分開始
集合時間：午前 9時 15分
会　　場：東京歯科大学短期大学（水道橋校舎本館）
時  間  割： 時　間 選考内容

9：30〜11：00 学科総合試験

11：20〜 面　接

◦合格通知
発  送  日：Ⅰ期　2020 年 2月 4日（火）
　　　　　Ⅱ期　2020 年 3月 10日（火）

◦入学手続き
Ⅰ期　2020 年 2月 5 日（水）から 2020 年 2月 14日（金）正午まで
Ⅱ期　2020 年 3月 11日（水）から 2020 年 3月 19日（木）正午まで

学費・諸納付金

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

入学時は太字内のみ納入。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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阿部潤也　　　井上直記　　　上田貴之
上原　彩　　　鎌田美樹　　　河合宏明
佐藤正樹　　　世木田　晋　　関根仁美
染屋智子　　　髙橋恭子　　　田島大地
多田美穂子　　橋本尚呂子　　船山雅史
正木史明　　　水島知也　　　山本美紀

橋本貞充

編集後記

　真夏の強い日差しの中で、ひとつの戦いが終わりました。

　第51回全日本歯科学生総合体育大会・オールデンタル。

結果は総合7位。

　先輩達のくやしい顔を忘れないように、お互いを鼓舞し、

一生懸命に、チーム一丸となって、だけど笑顔は忘れずに練

習したバスケットボール部。そして、今まで一度も勝つこと

ができなかった宿敵を倒し、予選リーグを１位で通過して準

優勝を勝ち取った。４年前、たった９人だった仲間は、いつ

のまにか21人に増えて活気溢れたクラブとなった少林寺拳

法部。部門主管にもかかわらず、数多くの部門で優勝し、大

会３連覇を果した。500人の参加者中を勝ち抜いて総合準優

勝を手に入れたバドミントン部。そして、チームを支え、個

人戦やリレーで戦い、優勝や準優勝のトロフィーを掲げた仲

間達。まわりの信頼と熱い応援がなければ、先輩や後輩達の

支えが無ければ、ここまでは来られなかった。

　

　いくつもの勝利の陰で、不本意な成績に終わって涙を流し

た仲間のことを忘れない。あんなに頑張ってきたけれど、い

つも努力は報われるとは限らない。結果なんてすぐにはでな

い。何が正解だったのかなんて、日々の努力の先で、ずっと

あとになって気づくもの。ほんとうの痛みを知らなければ、

ひとの痛みはわからない。負けたことがあるからこそ、その

悔しさを痛いほど知っているからこそ、仲間を信じて前に進

むことができる。自分を受け入れることができた分だけ、ひ

とを認めることができるのだから。

　今の自分の頑張りが、努力が、未来の自分の背中を押して

いきます。

　1977年から40年間に亘って続く、延世大学との国際交流。

学生同士の相互訪問は、1988年に始まった。そんな歴史を

繫いでいるElective Study Program。かつて、学生時代に互

いの大学を訪問して友達となった仲間が、長い時間を経て、

それぞれの大学の教授となり、教え子達を引き連れて旧友を

訪ねる。

　同じ時代を一緒に過ごし、同じ体験を共有することで繋が

るものがある。たとえ言葉が違ったとしても、おたがいの目

を見て、率直に語り合うことで、一人ひとりの違いを自然に

受け入れることができる。国や習慣が違ったとしても、心は

つながる。こころに多様性をもつことで、自分の世界が変化

していく、拡がっていく。

 
広報・公開講座部長：橋本貞充

東京歯科大学広報　編集委員

委員長
（2019年10月現在）

 

Elective Study Program で来校した延世大学の学生達と共に。
一緒の時間を過ごし、笑顔を交わして話してみなければ、お互いを
理解することなんてできやしない。一歩前、に進んで関わる勇気。
海外に出て、自分を見つめ直すことで、新しいことに気づいていく。

第294号に次の間違いがありましたので、お詫びして訂正します。 
25頁　海外出張
■笠原正貴 教授（薬理学）
中華航空医学会民宮委員会総会→中華口腔医学会民宮委員会総会 

夏の日の千葉キャンパス。
学生達が汗を流す。強い日差しが照りつける真新しいテニスコート。
体育館の熱い空気の中。風が通り抜ける弓道場の静寂の中。一心に。
自分の思いを一瞬の動きに込めて。
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