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2021年　年頭の挨拶

　皆様、明けましておめでとうございます。
年末年始、短いお休みではございましたが、ご家庭で
ゆっくりお過ごしになられたことと思います。今年は
新年早々より、新型コロナウイルス感染拡大に歯止め
がかからない状態となっており、学内でも感染者が確
認されているため、油断できない状況が続いておりま
す。また間もなく “緊急事態宣言 ”が発出される（1
月 7日に発出）との事で、教育、診療、事務、皆様
個々に感染防止に気を付けながら仕事を始めて頂きた
いと思っております。臨床や基礎教育に携わる方々は
在宅勤務ができない仕事の内容の為、ご本人やご家族
様にも大変なご苦労をお掛けしておりますが、どうか
よろしくお願いしたいと思います。
　昨年の11月26日に皆様に慶應義塾との法人合併及
び、歯学部統合をお知らせ致しました。只今は 2023
年の統合に向けて、検討を重ねているところです。こ
れによって東京歯科大学の位置づけや職場環境が変わ
ることは決してありません。しかし今の状況に甘んじ
ることなく、これを機により一層、東京歯科大学のみ
ならず歯科界の発展のためにご尽力をお願いしたいと
思います。皆様のこれからのご努力がなければ、2023
年に合併が成ったとしても、歯科界の発展、ひいては
日本国民の口腔衛生を通しての健康増進に貢献するこ
とはできず、今回の合併は無意味なものになってしま
います。あと2年足らずの短い期間ではございますが、
各科、各部署で今まで以上に個々の仕事に注力して頂
き、皆様のお力でこの統合が “成功 ” に導かれること
を願って、我々法人も協議を重ねて参ります。
　そしてまた、例年申し上げていることではあります
が、5年後10年後を見据えて、教職員の皆様には、確

かな目標を定めてそれが達成できるように、進捗状況
を常に把握し、1つ 1つ考えながら仕事を進めて頂き
たいと思います。
　今回の統合に関しましては同窓の先生方など多方面
からご意見を頂いておりますが、概ね肯定的な見解が
多く、東京歯科大学は今後、より一層歯科界の発展に
貢献できる存在になると評価して頂いております。こ
の期待に応えられるよう、常に長期的なビジョンを持
って仕事を進めて頂き、東京歯科大学一丸となって尽
力していきたいと思っております。

　最後に千葉歯科医療センターですが、12月 25日に
竣工致しました。新センターはユニット40台を備え、
「街の大型診療室」というコンセプトです。全て最新型
の機材を備え、ユニットの全てを ITで繋ぎます。レン
トゲンや CTなどの画像を取り込める電子カルテに加
え、自動支払いシステムや予約システムなどの ICT を
強化し、2021年３月からの診療開始に向け、現在準備
を進めているところです。
　建物も学生教育、新人教育の一環だとの考えのもと、
美しく、かつ患者には利用しやすい施設になっていま
す。それは即ち職員にとっても働きやすく、より質の
高い医療の提供にも繋がるのではないかと考えており
ます。

　このように、本学にとりましては新しい事が始まる
本年、それぞれの体調管理にも気を付けながら、一つ
一つの仕事に取り組んでいただきたいと思います。本
年もどうぞよろしくお願い致します。

学校法人東京歯科大学

理事長・学長　井出　吉信
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▲年頭の挨拶の様子

▲ 11月 26日に臨時で開催された全体教授会の様子

▲仕事始めの会の様子

▲学内説明会の様子②▲学内説明会の様子①



 
 
 
 

2020年 11月 26日 
 

学校法人 慶 應 義 塾 
学校法人 東京歯科大学 

 
学校法人慶應義塾と学校法人東京歯科大学 

東京歯科大学の歯学部の慶應義塾大学への統合および法人の合併について協議開始 
 
学校法人慶應義塾（東京都港区、塾長（理事長兼学長）長谷山彰 以下、慶應義塾）は、学校

法人東京歯科大学（東京都千代田区、理事長・学長 井出吉信 以下、東京歯科大学）からの申
し入れを受け、歯学部統合および法人の合併の協議を開始します。 
 
１．経緯 
東京歯科大学は、創立以来 130 年にわたり、歯科医師としての知識や技術だけでなく、幅広い
教養を身に付けた良識ある歯科医師養成を目標に、リベラルアーツを学ぶことを重視してきました。
東京歯科大学は、こうした人材育成のさらなる高みを目指し、10 学部を擁する総合大学であり、
歴史的関係の深い慶應義塾大学との合併の可能性について検討してきました。その結果、このたび
機関決定を経て 2020年 11月 6日に慶應義塾に対し歯学部の慶應義塾大学への統合および法人の
合併の申し入れを行いました。 
これを受けて慶應義塾は、2020年 11月 26日の評議員会において、歯学部の慶應義塾大学への

統合および法人の合併について協議を開始することを決定いたしました。 
これにより、第一に、医歯連携、医理工連携の強化・発展、さらには、慶應義塾が有する先端的

なテクノロジーの歯学への応用などによって、総合大学としての研究力・教育力が一段と向上しま
す。第二に、慶應義塾は日本の総合大学として初めて、医学部、看護医療学部、薬学部、歯学部の
医療系4学部を擁することになり、より学際的な研究・教育の推進によって、健康長寿社会の実現
に大きく貢献することができます。第三に、慶應義塾の一貫教育校の生徒にとっても、大学におい
て学びうる専門領域が増加し、進路の選択肢も広がります。 
慶應義塾大学は歯学部が加わり 11 学部となることで、より多様な人材を輩出し、総合大学とし

て社会への貢献を続けます。 
 
２．今後の進め方 
今後、慶應義塾と東京歯科大学は、双方の歴史と現状を尊重し、今回の統合により双方に不利益

が生じないよう、特に学生が最大の受益者であるように、十分考慮を重ねて、2023年 4 月を目途
に歯学部の統合と法人の合併に関して協議を行ってまいります。 

 
３．慶應義塾と東京歯科大学のゆかり 
東京歯科大学創設者高山紀齋は、1870年慶應義塾に入塾し、1890年に現在の慶應義塾三田キャ

ンパスにほど近い芝区伊
い

皿子
さら ご

坂
さか

上（現港区三田四丁目）に高山歯科医学院（現在の東京歯科大学）
を開校しました。同大学の建学者である血脇守之助は、1889年慶應義塾を卒業後、1893年高山歯
科医学院に入学、歯科医師資格を取得しました。そして、1900 年に高山歯科医学院を引き継ぎ、
東京歯科医学院を設立しています。 
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歯学部の統合および法人の合併協議開始に伴うプレスリリース



 
４．慶應義塾の概要
（１） 法人本部所在地 東京都港区三田二丁目 15番 45号 
（２） 代表者 理事長 長谷山 彰 
（３） 沿革 

1858年 福澤諭吉、蘭学塾を創始 
1863年 英学塾に転向 

 1868年 慶應義塾と命名 
 1874年 幼稚舎発足 
 1890年 大学部発足 
 1898年 一貫教育制度を樹立 
 1906年 大学院設置 
 1917年 大学部に医学科を開設 
 1934年 日吉キャンパス開設 
 1944年 藤原工業大学が寄付され 

工学部となる 
1957年 商学部の開設 
1962年 ビジネス・スクール設立 
1981年 工学部を理工学部に改組 

1990年 湘南藤沢キャンパス（SFC ）に 
総合政策学部と環境情報学部開設 

1992年 湘南藤沢中等部・高等部開校 
1994年 大学院政策・メディア研究科の開設 
2001年 看護医療学部の開設 
2004年 大学院法務研究科（法科大学院）の開設 
2005年 大学院健康マネジメント研究科の開設 
2008年  学校法人共立薬科大学との合併により

薬学部および大学院薬学研究科を開設 
大学院システムデザイン・マネジメント
研究科、大学院メディアデザイン研究科
の開設 

2013年 横浜初等部開校

 
（４）規模 
(ア) 学生数（大学院）（2020年 5月 1日現在） 

研究科 課程 学生数 課程 学生数 
文学研究科 修士 147 博士 92 
経済学研究科 修士 78 博士 42 
法学研究科 修士 124 博士 63 
社会学研究科 修士 57 博士 45 
商学研究科 修士 38 博士 14 
医学研究科 修士 26 博士 414 
理工学研究科 修士 1,374 博士 293 
経営管理研究科 修士 268 博士 1 
政策・メディア研究科 修士 312 博士 195 
健康マネジメント研究科 修士 91 博士 43 
システムデザイン・マネジメント研究科  修士 139 博士 65 
メディアデザイン研究科  修士 185 博士 65 
薬学研究科 修士 96 博士 71 
合 計 修士 2,935 博士 1,403 

 
(イ) 学生数（大学院 専門職学位課程）（2020年 5月 1日現在） 

研究科 学生数 
法務研究科  365 
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(ウ) 学生数（学部・除く通信教育課程） 

（2020年 5月 1日現在） 

学 部 学生数 

文学部 3,552 

経済学部 5,268 

法学部 5,299 

商学部 4,417 

医学部 681 

理工学部 3,939 

総合政策学部 1,980 

環境情報学部 2,007 

看護医療学部 433 

薬学部 1,157 

合 計 28,733 

 

(エ) 生徒・児童数 

（2020年 5月 1日現在） 

学 校 生徒・児童数 

高等学校 2,209 

志木高等学校 754 

女子高等学校 611 

湘南藤沢高等部 718 

普通部 707 

中等部 758 

湘南藤沢中等部 595 

幼稚舎 855 

横浜初等部 632 

ニューヨーク学院(高等部) 321 

合 計 8,160 

 

(オ) 教職員数（2020年 3月 1日現在。常勤者。有期契約を含む。） 

教員 3,140名（教授830名、准教授384名、講師 367名、その他1,138名、一貫教育校教諭421名） 

職員 2,981名（大学1,093名、一貫教育校111名、大学病院1,777名） 

 

（５）塾員数（2020年 7月 1日現在。大学卒業生等。） 386,818名 

 

（６）キャンパス等 

三田キャンパス、日吉キャンパス、矢上キャンパス、信濃町キャンパス、湘南藤沢キャンパス、 

芝共立キャンパス 

その他タウンキャンパス：新川崎タウンキャンパス、殿町タウンキャンパス、鶴岡タウンキャンパス

浦和共立キャンパス、慶應大阪シティキャンパス、慶應丸の内シティキャンパス  

病院：慶應義塾大学病院  
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５．東京歯科大学の概要 
（１）法人所在地 東京都千代田区神田三崎町二丁目9番 18号 
（２）代表者 理事長 井出 吉信 
（３）沿革  

1890年 高山紀齋が芝区伊皿子坂上（現港区三田四丁目）に高山歯科医学院を開校 
1900年 高山歯科医学院を東京歯科医学院に改称、血脇守之助が学院長に就任 
1901年 東京歯科医学院の校舎を神田三崎町に移転
1946年 東京歯科大学（旧制）認可
1946年 東京歯科大学市川病院設置認可
1958年 東京歯科大学 大学院歯学研究科 博士課程 設置認可
1981年 東京歯科大学千葉校舎開校、東京歯科大学千葉病院開院
2013年 東京歯科大学水道橋校舎開校
2017年 東京歯科大学短期大学開学
2018年 東京歯科大学千葉歯科医療センター開設

（４）規模 

(ア) 学生数（2020年 5月 1日現在） 

区分 学生数 

大学院歯学研究科博士課程 150 

歯学部 836 

短期大学 153 

 
(イ) 教職員数（2020年 5月 1日現在、常勤者。有期契約を含む。） 
教員数 314名（教授55名、准教授34名、講師 74名、助教 130名、その他21名） 
職員数 1,078名（事務職員169名、医療職員886名、技術職員 4名、労務職員19名） 

（５）卒業者数（累計）15,490名（高山歯科医学院以来累計 15,781名）
（６）キャンパス等 
水道橋キャンパス、市川キャンパス、千葉キャンパス 
病院等：水道橋病院、市川総合病院、千葉歯科医療センター 

 
 

 
 
＊本資料は文部科学記者会、新聞各紙社会部・教育部等に送信しております。
＊ご取材に際しては、事前に下記までご一報下さいますようお願い申し上げます。

【本発表資料のお問い合わせ先】
慶應義塾 広報室（担当：並木 澤野） 
TEL ：03-5427-1541 FAX：03-5441-7640 
Email ：m-pr@adst.keio.ac.jp  https://www.keio.ac.jp/ 
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施主検査の様子

工事経過

　本学 130 周年記念事業として 2020 年 2 月 10 日（月）に起工式が行われた新千葉歯科医療センター

の新築工事は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により工事が一時中断されたが、12 月 18 日（金）

午後1時30分より施主検査、25日（金）午前10時より引渡し式が行われ完工となった。施主検査では、

井出吉信理事長・学長、石井拓男法人主事をはじめ、本学教職員と工事関係者立ち合いのもと現場検査

を行った。引渡し式では、一戸達也千葉歯科医療センター長、澁谷國男同窓会長をはじめ本学教職員が

出席し、三澤正俊清水建設常務執行役員千葉支店長より、引渡書が一戸センター長に手渡された。今後、

3月9日（火）の開院に向け、什器搬入、植栽や、現センターからの引っ越しを行う。

千葉歯科医療センター完工

一戸センター長（左）と三澤支店長引渡式の様子

施主検査の様子2

令和 2 年 2 月 10 日 新館新築工事地鎮祭
3 月 5 日 杭打ち完了
3 月 9 日 根切り開始

3 月 24 日 根切り完了（床付）
5 月 21 日 基礎コンクリート打設完了
5 月 27 日 鉄骨建方着手
6 月 18 日 モックアップ確認
6 月 24 日 鉄骨建方完了（上棟）
7 月 16 日 スラブコンクリート打設完了
7 月 22 日 外壁 押出成型セメント板取付開始
7 月 27 日 内装工事開始
8 月 31 日 外壁 押出成型セメント板取付完了

10 月 30 日 受電
10 月 23 日 試運転開始
10 月 30 日 給水・排水使用開始

12 月 3 日 内覧会
12 月 10 日 VOC 測定実施・・・全ての測定箇所で基準値以内であることを確認

12 月 22〜23 日 取扱説明会
12 月 24 日 鍵合わせ
12 月 25 日 竣工・引渡し、メーター読み合わせ
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▲A診療室 ▲A診療室

▲手洗い場の様子 ▲手術室の様子

▲夜間の受付の様子① ▲夜間の受付の様子②

▲ B診療室 ▲受付の様子
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2020 年６月 11 日（木）午後５時 30 分より、Google Meet

にて 2020 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、「令和２年度診療報酬改定について」と題して

診療録指導委員会副委員長の河野誠之医事課参与による講

演と、「診療費後払いシステム導入に向けて」と題して株

式会社アルメックスメディコム事業部西東京支店営業課の

高松祐輔様より講演いただいた。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、さいかち

坂校舎１階の講師控室を手洗い場に新設する工事が進めら

れ、2020 年６月 30 日（火）に完成した。

はじめに、「令和２年度診療報酬改定について」の講演で

は、社会保険診療報酬改定の注意点について説明があった。

次に、「診療費後払いシステム導入に向けて」の講演では

2020 年６月 18 日（木）に開始される後払いサービスについ

て説明があった。

今回の研修会は、保険医のみならず、歯科医療に携わる水

道橋病院のすべての教職員にとって有意義な内容となった。

さいかち坂校舎での第２学年の対面授業は６月 29 日（月）

より再開されたが、１階入口でのサーモグラフィーによる検

温および手指消毒等、感染防止対側を徹底して行っていた。

2020 年度第３回水道橋病院教職員研修会開催

さいかち坂校舎手洗い場新設

▲手洗い場を使用する学生

▲手洗い場入口

▲新設された手洗い場

▲再開したさいかち坂校舎での授業風景
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2020 年７月 21 日（火）午後５時 30 分より、Google Meet

にて 2020 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、「COVID-19 を学び、病院の診療体制を考える」を

テーマに感染予防対策チーム委員会委員長の吉田秀児助教に

よる講演と、「水道橋病院の診療の現状と今後の目標について」

と題し水道橋病院長の片倉 朗教授による講演が行われた。

はじめに、「COVID-19 を学び、病院の診療体制を考える」

の講演では、COVID-19 への基礎情報から最新情報、院内感

2020 年９月 29 日（火）午後６時より、Google Meet にて

2020 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、保存科医局長の春山亜貴子講師、補綴科医局長

の田坂彰規准教授、口腔外科医局長の渡邊 章講師による

「各科の診療体制」と題した講演と、医療安全管理室長の

半田俊之講師、水道橋病院長の片倉 朗教授、感染予防対策

委員長の髙野正行教授による「医療安全について」と題した

講演が行われた。

はじめに、各医局長より「各科の診療体制」として、①感

染対策について、②臨床現場について、③臨床教育につい

て、④科として力を入れている診療内容・患者サービスにつ

東京歯科大学への入学を希望する受験生を対象とした

2020 年度入試ガイダンス・オープンキャンパスが、６月

14 日（日）、 ７ 月 18 日（土）、 ８ 月 23 日（日）、 ９ 月 20 日

（日）に開催された。

今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑みて、

動画配信・オンラインによる開催となった。井出吉信学長、

橋本正次副学長、山本 仁教務部長、阿部伸一学生部長から

入学希望者や保護者に対し、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、2021 年

度入学試験の概要等について動画配信を行った。また、入試

染対策の必要性についての説明があり、院内感染を防ぐには

職員全員の協力が必要と講演をまとめられた。

次に、「水道橋病院の診療の現状と今後の目標について」の

講演では、昨年度と今年度の患者数や実績についての説明が

あり、今後について一人一人が責任をもって行動して欲しいと講

演をまとめられた。

今回の研修会は、COVID-19 について改めて考える機会とな

り、教職員にとって有意義なものであった。

いての説明が行われた。

次に、「医療安全について」の講演では、まず半田講師よ

り①ポケットマニュアルの携帯について、②患者の誤認防止

対策、③粘膜裂傷後の対応についての説明が行われ、片倉教

授より基礎疾患を持つ患者を安全に診るために、について説

明が行われた。さらに、髙野教授より COVID-19 の流行が

続いているため、引き続き各課に約束された感染予防対策を

お願いし、講演をまとめられた。

今回の研修会は、医療安全について正確に認識することと

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

有意義な研修会となった。

科目担当教員から 2021 年度入試要項に基づき、入試科目毎

に問題解説についても動画配信を行った。

８月 23 日（日）、９月 20 日（日）には模擬授業も実施され

た。８月 23 日（日）は病理学講座の松坂賢一教授による「口

の中にも……腫瘍ができるんです」と題した模擬授業が、９月

20 日（日）は老年歯科補綴学講座の上田貴之教授による「高齢

者のお口の機能を守る」と題した模擬授業が動画配信された。

例年実施されている個別面談は事前予約制とし、教務部・

学生部の教職員とのオンライン個別面談を実施した。次回は

12 月 19 日（土）に開催する予定である。

2020 年度第４回水道橋病院教職員研修会開催

2020 年度第５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
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▲血脇守之助先生の墓参を行う井出理事長・学長

例年行われている歴代学長・役職者の墓参は、今年度は新

型コロナウイルス感染症の影響もあり、規模を縮小した上で

2020 年 10 月 15 日（木）に執り行われた。

◦血脇守之助先生　千葉県松戸市「八柱霊園」

 （参列者：井出吉信理事長・学長、田口悦郎大学庶務課庶

務係長）

◦福島秀策先生　千葉県松戸市「八柱霊園」

 （参列者：井出理事長・学長、田口大学庶務課庶務係長）

◦鹿島俊雄先生　千葉県市川市「市川霊園」

 （参列者：井出理事長・学長、鹿島隆雄法人評議員、田口

大学庶務課庶務係長）

2020 年度 歴代学長・役職者の墓参

2020 年 10 月 17 日（土）・18 日（日）の両日にわたり、第

310 回東京歯科大学学会（総会）が開催された。今回はコロナ

禍のため会場では行わず Web 開催とし、Google Meet を使用

したライブ配信およびストリーミング配信で実施された。

第１日は、午前 10 時 30 分から一般口演７題の発表があ

り、午後１時から顎骨疾患プロジェクト・東歯学会共催シン

ポジウム 「東京歯科大学における新たな研究の展開」 ～ New 

research fields of Tokyo Dental College ～が開催された。シ

ンポジウムは２つのセッションに分かれ、学内シンポジスト

による７講演が行われた。また、例年１日目に行われる評議

員会・総会については、メール会議および書面会議で執り行

われた。

第２日は、午前 10 時 30 分から一般口演７題、午後１時

から今年度末に定年を迎えられる本学の４名の教授による特

別講演が行われた。特別講演については特に参加者が多数見

込まれることから、ライブ配信と共に、TDCNet アカウント

ユーザーにはストリーミング配信を行った。

示説発表 19 題は２日間、学会ホームページ上で Web 掲

示が行われた。

なお、例年行われている商社展示は、協力企業としてホー

ムページ上にバナーリンクを掲載し、Web 広告形式とした。

オンラインでの学会開催は東歯学会初の試みであったが、

学内のみならず全国からも多くの参加があり、盛会のうちに

終了した。

シンポジウム１
１．Apert 症候群における頭蓋縫合早期癒合メカニズムの解明 ………………………………………… 小倉弘之（歯科矯正学講座）
２．破歯細胞形成を負に制御する歯髄環境の解析………………………………………………… 西田大輔（口腔科学研究センター）
３．歯周炎における PD- １／ PD-L １機構を介した T 細胞制御および破骨細胞分化調節の解明 …… 今村健太郎（歯周病学講座）
４．骨吸収における上皮由来サイトカインの役割………………………………………………… 大野建州（口腔科学研究センター）

シンポジウム２
５．３D プリンタ成型口腔内フッ化物徐放装置と新規フッ化物応用法の開発 ……………………………… 佐藤涼一（衛生学講座）
６．顎顔面補綴領域における、３D、４D 解析を用いた新たな研究の展開 ………………………………………………………………
　　…………………………………………………………………………………… 中島純子（オーラルメディシン・病院歯科学講座）
７．マウスにおける脂肪と糖の味覚受容・神経機構……………………………………………………………… 安松啓子（短期大学）

特別講演
１．イノベーションと共に歩む……………………………………………………………… 申 範圭教授（市川総合病院心臓血管外科）
２．腎臓病診療・研究へのきっかけと新たな歩み…………………………………………… 林 晃一教授（市川総合病院内科学講座）
３．形成外科新設後の 15 年間を振り返って ………………………………………………… 田中一郎教授（市川総合病院形成外科）
４．コロナ禍の中で振り返る東京歯科大学での 40 年間 ………………………………… 矢島安朝教授（口腔インプラント学講座）

第 310 回東京歯科大学学会（総会）開催
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2020 年度第６回水道橋病院教職員研修会開催
2020 年 10 月 22 日（木）午後６時より、Google Meet にて

2020 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、「医療従事者が注意すべきウイルス感染症と健康

管理について」と題して、内科科長の山岸由幸准教授による

講演が行われた。

「医療従事者が注意すべきウイルス感染症と健康管理につ

いて」の講演では、ウイルス感染の解説にはじまり、インフ

ルエンザの概要、症状、診断、流行、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、重症化を予防する

には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、４種抗体ウイルス、血液暴

露対象ウイルスについての説明があった。最後に、新型コロ

ナウイルスの一般的経過、診断方法、医療者が評価する重症

度、感染様式についての説明があった。

今回の研修会は、インフルエンザをはじめとするウイルス

感染症の知識について、教職員が正確に認識することにつな

がる大変有意義な研修会となった。

▲田中教授講演の様子 ▲矢島教授講演の様子

▲ Web 画面の様子
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学校推薦型選抜、帰国子女・留学生特別選抜、編入学試験Ａ、
学士等特別選抜Ａ実施

2020 年 11 月 22 日（日）午前９時より、水道橋校舎本館

において 2021 年度学校推薦型選抜、帰国子女・留学生特別

選抜および編入学試験Ａ、学士等特別選抜Ａが実施された。

今回は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を十分

に行いながら実施し、学校推薦型選抜では 95 名、帰国子

女・留学生特別選抜では４名の志願者が、また編入学試験Ａ

では 13 名、学士等特別選抜Ａでは 11 名（併願含む）の志願

者があった。なお、結果については 12 月 １日（火）夕方に

郵送にて通知された。 ▲感染予防対策として志願者ごとにアクリル板によるパーテーションを設置し
て実施された推薦入試の様子

2020 年度解剖諸霊位供養法会
2020 年 11 月 11 日（水）午後２時 30 分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて 2020 年度解剖諸霊位供養法会

が執り行われた。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で規模を縮小し

た上での開催となり、井出吉信学長、大学幹部、東京歯科大

学白菊会会長および歯学部第２学年学生が参列した。

本学開設以来、歯科医学教育と研究のため尊いご遺志を

持って献体いただいた 4 千有余柱の諸霊位に対し、深く感

謝の意を捧げご冥福をお祈りした。また、真珠院 石井道彦

導師により誦経が行われ、井出学長が祭文を奉読したのち参

列者による献花が行われた。

つづいて、学生を代表して高橋 和さん（第２学年）より挨

拶があり、次にご遺族代表の尼子貴代様よりご挨拶（代読：

阿部伸一解剖学講座主任教授）をいただき、今年度の解剖諸

霊位供養法会は滞りなく終了した。

▲学生代表挨拶 ▲学生代表献花の様子
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2020 年度第７回水道橋病院教職員研修会開催

台北医学大学口腔医学院と遠隔講義を実施

2020 年 11 月 26 日（木）午 後 ６ 時 30 分 よ り、Google 

Meet にて 2020 年度第７回水道橋病院教職員研修会が開催

された。今回は、「医療機器の安全管理」と題した医療機器

安全管理委員会委員長の半田俊之講師による講演、「生体モ

ニタについて」と題した歯科麻酔学講座の小鹿恭太郎講師に

よる講演、「医療用酸素ボンベの取り扱い」と題した医療ガ

ス安全管理委員会委員長の久木留宏和助教による講演、「認

定栄養ケア・ステーション解説について」と題した老年歯科

補綴学講座の上田貴之教授、摂食嚥下リハビリテーション研

究室の大久保真衣准教授、株式会社クリニコの栗原麻美様に

よる講演、「薬剤について」と題した山根理恵子主任薬剤師

による講演が行われた。

まず半田講師から、医療機器の安全管理に関して医薬品・

医療機器・再生医療等製品の副作用、感染症、不具合報告に

ついて説明があった。次に小鹿講師から、生体モニタに関し

2020 年 12 月 14 日（月）午後１時より、解剖学講座の

阿部伸一教授が、台北医学大学（TMU）口腔医学院の歯学部

５年生に対し「Implant Anatomy」の講義を２時間行った。

本講座は、阿部教授が毎年 TMU を訪問し、対面にて行って

いたが、コロナ禍の中、Zoom を用いて姉妹校の講義を行う

初の試みであった。台北医学大学では新型コロナ感染者もい

ないことから、学生は全員講義室で受講した。日本で講義を

進める阿部教授の映像は、右上に小さく示されながらの講義

であった。

講義中は、インプラント学のカリキュラムを 10 年以上前

から阿部教授と行っているウェイ ジェン チャン教授が教室

内でマイクを持ち、阿部教授が質問するとランダムに学生の

ところに行き、マイクを通して回答させた。マイクを通した

回答は、イヤホンを通じてよく聞き取ることが可能であっ

た。この方式により、教室で全学生が聴講するスタイルの遠

隔講義でも、双方向性の活気ある講義が可能であった。今後

は、この方式がスタンダードになっていくと思われた。

て目的や用途等をはじめ使用後の充電の必要性について説明

があった。久木留助教からは、酸素ボンベの取扱いについて

注意点や交換方法の説明があった。また、株式会社クリニコ

による水道橋病院内への認定栄養ケア・ステーション開設に

ついて、上田教授より栄養ケア・ステーションと栄養ケア

サービスの内容についての説明があり、栗原様より栄養ケ

ア・ステーションと栄養相談の依頼方法についての説明、

大久保准教授より認定栄養ケア・ステーションの利用方法に

ついての説明があった。最後に山根主任薬剤師から、処方の

入力方法について具体的事例を挙げながら、気を付けるべき

点や間違いやすい点について説明があった。

今回の研修会では、医療機器の安全管理、生体モニタおよ

び医療ガス、薬剤に関する取扱い、認定栄養ケア・ステー

ションの解説について、教職員が正確に認識することにつな

がる大変有意義な研修会となった。

▲遠隔講義後の教室の様子
TMU の学生たちは質問にも明るく元気に回答してくれた。
a：５年生が講義を受ける教室
b：阿部教授（東京歯科大学より）
c： ウェイ ジェン チャン教授
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2020 年仕事納めの会開催
2020 年 12 月 28 日（月）午後５時より Web にて、水道橋

校舎、市川総合病院、千葉校舎において、2020 年仕事納め

の会が開催された。

水道橋校舎では、河合宏明大学庶務課長司会のもと、

井出吉信理事長・学長、加藤靖明事務局長より１年を締めく

くる挨拶が述べられた。

第２学年後期の「歯科医学英語講読」は、さまざまな歯科

医学に関連する英文を読み解くとともに、海外での研究生活

を送った経験を持つ学内外の卒業生や留学生の話しを聞くこ

とができる機会となっている。

今回は、海外との交流が制限されている中、初めての試み

として、2021 年 1 月 8 日（金）午前 8 時 50 分（ロサンゼル

ス現地時間：1 月 7 日（木）午後 3 時 50 分）、カリフォルニ

ア大学ロサンゼルス校（以下：UCLA）歯学部のキャンパス

と、東京歯科大学水道橋キャンパスさいかち坂校舎を結ん

で、UCLA 歯学部の西村一郎教授（Tenured professor 終身雇

用教授で本学客員教授でもある）によるライブ講義が行われ

た。

講義は、西村教授のラボから届けられる第一声で始まっ

た。カリフォルニア州における逼迫した COVID-19 のリア

ルな感染状況と共にスライドに映されるのは、平日なのに誰

もいない閑散としたキャンパスや、毎週１回、義務付けられ

ているという PCR 検査が行わる広いバスケットボールコー

ト。防護服を身につけた西村教授の姿。学生たちの表情に一

瞬、緊張がはしる。

今回の講義のテーマは顔「Embryology of Facial Muscles 

/ Bio-psychosocial Network of  Humans」。顔面補綴と顔面

市川総合病院では、原 正樹市川総合病院庶務課長の司会

のもと、西田次郎市川総合病院長、吉川淳子看護部長より１

年を締めくくる挨拶が述べられた。

千葉校舎では、小林友忠千葉歯科医療センター事務部長の

司会のもと、一戸達也千葉歯科医療センター長、伊藤太一副

センター長より１年を締めくくる挨拶が述べられた。

移植の実際の画像から始まった講義は、人の視線の動きの研

究から、こころの問題にまで踏みこんでいく。歯科の可能性

を医学だけでなく工学の面からも見ていく今回の講義は、学

生たちの心に、確かな印象を残した。

授業後のアンケートには、講義の中の「歯科医師は顔の専

門医」というのは新たな視点で、これまで顎顔面領域につい

て多くを学んできたが、最も重要なのは歯であると思い込ん

でいたことに気づかされた。患者に寄り添い肉体的・社会的

苦痛を除去することが医療従事者の存在意義であることを胸

に刻みます。歯科医師が人のために出来ることは広範囲に及

ぶのだとわかり、もっと勉強を頑張ろうと思った。UCLA で

は、医科歯科連携が当たり前のようになされていて、驚い

た。歯学部卒業後すぐか、研修医後に留学したいと考えてい

たので、先生が卒業して直ぐハーバード大学院に留学された

と聞いて希望が持てた。自分もこんな風になってみたいと思

える話で、色んなことに触れて見聞を広めたくなった。な

ど、感銘を受けた講義への思いが記されていた。

今回、試みられた海外からの web 講義が持つ可能性は大き

く、学生や研究者同士の交流などへの応用も含め、今後、

web 環境の充実と共に大きく拡がっていくことが期待される。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 歯学部／工学部 
西村一郎教授（ワイントロープ再建生体工学研究所）による遠隔授業を実施

◀西村教授による遠隔授業の様子
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2020 年 10 月 13 日（火）午後６時より、第 461 回大学

院セミナーが顎骨疾患プロジェクト（若手サイエンスアカ

デミー企画）と共催で、Google Meet により開催された。

今回は東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子情報

伝達学教授の中島友紀先生をお招きして、「骨恒常性を司

る骨リモデリング機構の解明」と題して講演をいただい

た。

骨細胞は、神経細胞用様の細胞突起によって、骨基質内

で骨細胞同士や骨表面に存在する骨芽細胞や破骨細胞と密

接にコンタクトしている。この細胞間ネットワークが、ホ

ルモンなど生理活性化物質や力学的な環境変化を感受し、

機能的な応答反応を可能にしていると考えられている。本

2020 年 11 月 30 日（月）午後６時より、第 462 回大学

院セミナーが顎骨疾患プロジェクト（若手サイエンスアカ

デミー企画）と共催で、Google Meet により開催された。

今回は東海大学腎内分泌代謝内科准教授の駒場大峰先生を

お招きして、「FGF23-Klotho 系の新たな知見」と題して

講演をいただいた。

FGF23-Klotho 系は、生理的ミネラル代謝および慢性腎

臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常（CKD-MBD）の病態にお

いて非常に重要な役割を担っていることが近年注目されて

いる。FGF23 は Klotho を発現する腎臓を主たる標的と

し、リン排泄、活性型ビタミンＤ産生抑制などの作用を発

第 461 回大学院セミナー開催

第 462 回大学院セミナー開催

講演ではマウスジェネティクスを基盤とした基礎研究によ

り、骨細胞が骨代謝を制御する司令塔であることの詳細な

解説があった。また、矯正治療における歯の移動時の骨リ

モデリングや、咀嚼によるメカニカルストレスが顎骨に与

える影響について骨細胞が大きく関与していることについ

て示された。加えて、咀嚼筋や顎骨由来の分子が脳機能の

制御に関与するなどの、最新の知見も披露していただい

た。

本講演は、コロナによる影響で初のオンライン開催とい

うことで出席者人数への影響などが懸念されていたが、当

日の出席者は 115 名を超し、活発な質疑応答がなされ大

盛況の内に終了した。

揮する。CKD-MBD の病態における FGF23 の中心的役割

は高リン血症の出現を防ぐことであるが、これは同時に活

性型ビタミンＤの産生を抑制する要因となり、二次性副甲

状腺機能亢進症の発症、進展につながる。近年、低リン血

症性くる病に対する抗 FGF23 抗体の臨床応用が始まって

おり、検証が進んでいる。一方、Klotho の主たる役割は

腎臓や副甲状腺において FGF23 の作用を媒介することで

あるが、骨にも発現し骨代謝や FGF23 産生の調節に関与

している可能性が示されていることなど、最新の基礎研究

および患者データを用いた非常に興味深い内容をご講演い

ただいた。
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1977 年より姉妹校協定を締結している、韓国・延世大学

校歯科大学の Dean’s Annual Report2019 に、2019 年３月

18 日から 22 日まで本学教員および学生８名が Elective 

Study Program で延世大学を訪問したこと、また、2019 年

６月 26 日から 29 日まで引率教員および第２学年の学生５

名が本学を訪問し、学生交流を行ったことなどが掲載され

た。

2020 年１月 20 日から 25 日までの６日間、東京歯科大

学と友好校協定を締結している中国　温州医科大学口腔医学

院の王 奕先生と９名の学生が本学を訪問し、その成果が温

州医科大学広報に紹介された。

【口腔学部生−東京歯科大学にて交流】
2020 年１月 20 日から 25 日まで、我が口腔医学院の王 奕

先生をはじめ、学部生９名を含む訪問団が日本の東京歯科大

学を訪問し、学校間の交流を行った。

東京歯科大学学長の井出吉信教授と副学長の一戸達也教授

が訪問団を接待し、座談会が行われた。交流期間中、大学附

属病院の診療室および技工室、口腔科学研究センター、図書

館、大学史料室、解剖標本室、臨床基礎実習室などを見学

し、当大学の患者を大切にする診療体制と医師−患者関係を

重視する教育を体験した。この５日間で、訪問団は当大学の

臨床と教育の実際を理解し、視野を広げた。そして、これか

らの両学校の交流と連携の礎を築いた。

東京歯科大学は 1890 年に創立され、日本最古の歯科大学

であり、名門歯科大学としてよく知られている。当大学は初

代学長の血脇守之助の教育理念に基づいて、理論と実習のバ

ランスを重視し、一人ひとりの学生を大切にしている。医療

人としての技術だけではなく、高い教養および高尚な人格も

育成している。 （訳：薬理学講座　楊 隆強助教）

韓国・延世大学の Dean’s Annual Report2019 に
本学 Elective Study Program による学生交流が掲載される

温州医科大学からの本学訪問団の記事が温州医科大学広報に紹介される

◀延世大学校歯科大学の Dean’s Annual 
Report2019

▶誌面の様子

▶温州医科大学広報

▲誌面の様子
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▲受賞した新行内レジデント（左）と柴原孝彦客員教授

▲受賞した吉田レジデント（右）と齋藤 淳教授

2020 年４月 16 日（木）から 17 日（金）、朱鷺メッセ（新潟

市）において行われた第 74 回日本口腔科学会総会・学術大

会において、口腔顎顔面外科学講座の新行内 恵レジデント

が、令和２年度日本口腔科学会優秀論文賞を受賞した。

新行内レジデントは「ARONJ 患者の寛解に対する予後因

子の検討」を日本口腔科学会雑誌 68 巻３号 220-225 頁に、

以下の内容で発表した。

近 年、 わ が 国 に お い て、 骨 吸 収 抑 制 関 連 顎 骨 壊 死

（antiresorptive agents-related osteonecrosis of the jaw : 

ARONJ）は増加傾向にある。歯科医師には適切な治療が望ま

れているが、ARONJ 治療の予後因子は明らかではない。わ

れわれは、これまでに ARONJ 治療についての検討を行って

きた。本論文では東京歯科大学千葉歯科医療センター口腔外

科を受診した ARONJ 100 症例の経過を調査し、その寛解に

対する予後因子の解析を行った。

ARONJ の初診時のステージは、ステージ２が 68％、ス

テージ３が 12％であった。治療後は、寛解が 40％、ステー

ジ１が 22％と、大多数が制御可能であった。予後因子の結

果 で は、 原 因 疾 患（骨 粗 鬆 症）［p＜0.001、 オ ッ ズ 比

5.766］、治療方法（外科療法併用）［p＝0.007、オッズ比

0.272］が有意な因子となった。積極的な外科療法が、

ARONJ 治療成績の向上にもつながると考えられる。そのた

めには、原因疾患の治療医とより密な医療連携を行い、適切

な外科治療を進めることが重要である。しかしながら、がん

患者の場合は積極的な外科療法が行えないことが多いのが現

状である。このような場合には、より早期からの歯科的介入

や歯科治療への対策が必要と考えられた。

本稿は、単施設での検討であるため症例数が限られ、外科

療法の時期や切除範囲の設定など課題も見られた。今後も、

症例数を蓄積するとともに、多施設共同研究や前向き研究の

検討を行っていく予定である。

口腔顎顔面外科学講座の新行内 恵レジデントが
第 74 回日本口腔科学会総会・学術大会にて優秀論文賞を受賞

歯周病学講座の吉田 航レジデントが、2020 年度日本歯科

保存学会奨励賞を受賞した。本賞は、歯科保存学の領域にお

いて優れた業績をあげた日本歯科保存学会の会員を表彰する

とともに、若手研究者の育成を目的に雑誌掲載論文を審査対

象として表彰するものである。

受賞論文は「Combined effects of systemic parathyroid 

hormone (1–34) and locally delivered neutral self ‐

assembling peptide hydrogel in the treatment of periodontal 

defects: An experimental in vivo investigation」であり、歯

科 分 野 で 評 価 が 高 い 学 術 誌 で あ る Journal of Clinical 

Periodontology に掲載されている。研究内容は、骨粗鬆症

治療薬として使用されている副甲状腺ホルモン（PTH）と、新

規足場材料である中性自己組織化ペプチドハイドロゲル

（SPG-178）をラットの歯周組織欠損に応用し、治癒への影

響を検討した。これまでに PTH の間歇的投与による歯周組

織への創傷治癒促進の効果や、SPG-178 が三次元的足場材

料としてマウス頭蓋骨の生体組織修復に効果的であることが

報告されているが、両者の併用が歯周組織治癒に及ぼす影響

については検討されていなかった。結果として、PTH の全

歯周病学講座の吉田 航レジデントが日本歯科保存学会奨励賞を受賞
身的間歇投与と SPG-178 の歯周組織欠損への応用により歯

周組織治癒が促進されることが示された。

本研究では、歯周組織再生療法における SPG-178 の足場

材としての効果だけではなく、成長因子等との併用による治

癒促進の可能性が示されたことが評価され、受賞に至った。

今回の知見をもとにさらにメカニズムの解析を含めた研究を

行うことにより、新たな再生療法開発の端緒となることが期

待される。
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本年は、COVID-19 のため多くの学術大会が中止や Web

開催となっている。その中で、歯科矯正学講座の石井武展講

師が、７月３日（金）から 17 日（金）に Web 開催された第 33

回日本顎関節学会総会・学術大会において優秀発表賞を、さ

らに 10 月４日（日）から６日（火）に Web 開催された第９回国

際矯正歯科会議世界大会・第 12 回アジア太平洋矯正歯科学

会・第 79 回日本矯正歯科学会学術大会で研究部門での最優

秀賞となる First prize のダブル受賞を果たした。石井講師は

日本顎関節学会総会・学術大会において「変形性顎関節炎は

性ホルモンと機械的刺激により惹起される」と題した変形性顎

関節症の病因と疾患関連遺伝子候補の特定について、第９回

国際矯正歯科会議世界大会では、「The short-term effects of 

osteoporosis treatments on tooth movement during 

orthodontic treatment」と題した骨粗鬆症患者における骨粗

鬆症治療薬と矯正学的歯の移動の関係について、マウスモデ

ルを用いた基礎的研究手法による研究成果を報告された。特

に第９回国際矯正歯科会議世界大会は、世界各国の臨床・研

2020 年 10 月５日（月）から 20 日（火）、Web 開催で行わ

れた第 33 回日本口腔診断学会／第 30 回日本口腔内科学会

／第 13 回日本口腔検査学会合同学術大会において、口腔腫

瘍外科学講座の中村ゆり子大学院生が大会長賞を受賞した。

また 2020 年 11 月 13 日（金）から 15 日（日）、名古屋国際

会議場（愛知県名古屋市）で行われた第 65 回日本口腔外科学

会総会・学術大会においても、口演発表賞を受賞した。両賞

は学術大会において優れた研究を口演発表した研究者を表彰

するものである。受賞演題は「Gorlin 症候群診断遺伝子パネ

ル開発とその信頼性の検証」とその続報であった。遺伝子異

常により生じる Gorlin 症候群は症状の１つに多発性の歯原性

角化嚢胞の発生があるため歯科診療時に見つかることも多い。

しかしその症状は歯原性角化嚢胞のほか皮膚がんや骨の異形

性を示し、複合的に診断するため早期の診断が難しい。そこ

で本研究では Gorlin 症候群の診断を遺伝子の変異解析にて

行うため、原因遺伝子である PTCH1、PTCH2、SMO、SUFU

の４遺伝子を一度に解析可能な遺伝子パネル（キット）を開発

した。本遺伝子パネルは上記 4 遺伝子の 99％以上解析するこ

とが可能であり、検出に必要な正規性も確認された。また組

織のみならず、血液からも遺伝子変異の検出は可能であった。

本研究で開発された遺伝子パネルにより、これまで症状で

しか診断ができなった Gorlin 症候群患者を症状が出る前に

おいても診断が可能になることが期待される。

歯科矯正学講座の石井武展講師が２大会にて優秀発表賞と最優秀賞を
ダブル受賞

中村ゆり子大学院生が、３学会合同学術大会と
第 65 回日本口腔外科学会総会・学術大会にて受賞

究成果が発表される最大規模の大会であり、そこでの最優秀

賞受賞は、以前より内外に認知されている本学歯科矯正学講

座の高い臨床技術のみならず、研究機関としても高水準である

ことが実証される非常に意味のある受賞であった。

▲ダブル受賞を喜ぶ石井講師（左）と西井 康教授

▲受賞した中村大学院生（右）と野村武史教授

▲受賞した中村大学院生（中央）、東俊文教授（右）、小野寺晶子講師（左）
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短期大学教育 70 周年を記念して、短期大学教育に長く従

事し、その功労が顕著な者および短期大学教育に特に功績が

あった者に文部科学大臣から授与される短期大学教育功労者

表彰において、日下和代元短期大学教授が選考された。

日下元教授は、1981 年４月に千葉県歯科衛生専門学院が

昇格し千葉県立衛生短期大学となった際に助手として勤務

し、1988 年に講師、1997 年に教授に昇任し、学生教育を

中心に尽力された。その後、千葉県立保健医療大学開設のた

め歯科衛生学科の教育課程策定に貢献され、大学開設の

2009 年に同大学教授に就任された。さらには、2010 年か

ら 2015 年の間、歯科衛生学科長に就任し、教育および大学

運営に寄与された。

2017 年には本学短期大学教授に就任し、開学時より歯科

衛生援助者としての人々の QOL 向上のため、歯科衛生を担

う専門的職業について講義、指導を行われた。開学２年目、

３年目には、第２学年主任を担当し学生の修学指導に携わ

り、臨床・臨地実習では科目責任者として附属病院指導者で

構成される臨床実習指導者会議の副議長を務め、臨床実習の

円滑な実施、連絡調整にあたられた。また、歯科診療所や本

学以外の大学附属病院で行われる臨床実習では、実習先に赴

元水道橋病院放射線技師長の小林紀雄氏が、令和２年秋の

叙勲で瑞宝双光章を受章された。

小林氏は、1979 年より診療放射線技師として経歴を重ね、

同年４月より本学に勤務し、2000 年４月に千葉病院にて主任

診療放射線技師へ昇任、さらには 2007 年６月に水道橋病院

に配置替となり放射線技師長へ昇任し、2018 年３月に定年退

職となるまで、長きにわたり放射線業務に精励された。また、

その後も 2020 年３月まで後進の育成のため勤務された。診療

放射線技師の本分であるエックス線撮影業務では、常に第一

線での撮影をモットーとして従事し、撮影画像の精度向上に寄

与された。教育、研究面においても、登院学生への実習指導、

歯科医師の読像のための撮影方法の研究など、人材の育成な

らびに放射線業務の質の向上に大いに貢献された。

長年にわたるこれらの功績が評価され、今回の受章となっ

た。

日下和代元短期大学教授が短期大学教育功労者表彰を受賞

き、学生を指導するとともに本学と実習先との間での連絡調

整役を担われ、新設の本学短期大学の創造に多大なる寄与を

された。

このように、本学短期大学を退職するまでの長きにわたり教

育者として豊かな教養や学生に対する愛情と理解を持ち、歯科

衛生士教育に尽力されるなど短期大学教育の発展に貢献して

きたことが高く評価され、今回の表彰となったものである。

▲受賞した日下元教授（左）と井出吉信理事長

▲受章した小林元放射線技師長（左）と井出吉信理事長

小林紀雄元水道橋病院放射線技師長が令和２年秋の叙勲において
瑞宝双光章を受章
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2020 年 11 月 12 日（木）から 13 日（金）、web にて開催さ

れた第 71 回日本電気泳動学会総会において、口腔腫瘍外科

学講座の杉浦貴則大学院生が若手優秀ポスター賞を受賞した。

本賞は、会員の厳正なる審査・投票の結果、優れた発表を

行った若手研究者に与えられるものである。

受賞演題は「粘表皮癌における特徴的な糖鎖を有する

MUC1 の発現と局在」であった。粘表皮癌は多量の糖鎖を有

するムチンの一種である MUC1 の異常発現が知られている。

本研究にて分子マトリックス電気泳動を用いた分析により、粘

表皮癌の MUC1 を修飾する糖鎖の多くはシアル酸を有するコ

ア２型糖鎖であることが明らかになった。また、その糖鎖の構

造および局在の分析を行い、シアル酸はα2-3 結合にて糖鎖

に結合しており、コア２型糖鎖によって修飾された MUC1 は粘

表皮癌の粘液産生細胞および非粘液産生細胞にて特異的に産

生されていることが示唆された。したがって、この糖鎖を有す

る MUC1 は粘表皮癌診断マーカーになりうると考えられ、有用

杉浦貴則大学院生が第 71 回日本電気泳動学会総会において
若手優秀ポスター賞を受賞

な知見をもたらしたとして高く評価された。今後のさらなる研究

により、臨床への応用が期待される。

今後は、本例のような多数の鑑別診断が考えられる歯原性

腫瘍の早期診断を目指して、遺伝子学的、タンパク質的にさら

なる検索をしていく予定である。

▲受章した杉浦大学院生（左）と野村武史教授

2020 年９月 16 日（水）から 10 月６日（火）にかけて行わ

れた第 31 回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会にて、病

理学講座の中島 啓助教が優秀発表賞を受賞した。本学術大

会は、新型コロナウイルス感染症の影響によりWeb 開催に変

更となり、発表はオンデマンド配信にて行われた。

臨床口腔病理学会では、稀少な症例や診断に難渋した症例

などを、各大学歯学部および口腔病理専門医が常在する病院

に配布し、病理学的診断についてそれぞれの意見をまとめて検

討する「症例検討」という発表プログラムがある。今回の受賞

はその症例検討プログラムにおける発表であり、「下顎骨内腫

瘍の一例」という演題であった。発表を行った症例は、組織

学的に淡明な細胞を多数混じた腫瘍性病変であり、鑑別診断

が複数考えられた。発表では、免疫組織学的所見および染色

体転座検査の所見から、淡明細胞を混じたエナメル上皮腫とし

て報告した。本例は臨床的に稀少であり、診断学的に有意義

であることが評価されたと考える。

▲受賞した中島助教（右）と松坂賢一教授

中島 啓助教が第 31 回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会にて
優秀発表賞を受賞
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2019 年４月１日（月）から 2020 年８月 31 日（月）まで、ス

イス連邦ジュネーブ大学歯学部補綴・高齢者歯科学分野に長

期海外出張をさせていただきましたので、ご報告いたします。

ジュネーブはフランスとの国境に囲まれたレマン湖畔の自然

豊かな都市です。ジュネーブには国連の欧州本部だけでなく

WHO、ILO など 38 の国際機関があり、さらに非政府組織

（NGO）が約 420 存在します。ジュネーブ州の人口約 50 万人

のおよそ 40％が外国籍の国際都市です。ジュネーブ大学の同

僚もヨーロッパだけでなくアフリカやアジアなど世界各国から集

まっており、３か国語以上話せる人も珍しくありませんでした。

ジュネーブ大学は、1559 年神学校として創設された歴史

のある総合大学です。2019 年のノーベル物理学賞を受賞し

た Michel Mayor 教授や Didier Queloz 教授はともにジュ

ネーブ大学に所属しており、盛大に祝賀イベントが開催され

ました。ジュネーブ大学歯学部は世界大学ランキング 23 位

であり、研究・診療ともに世界的に高く評価されています。

スイスには歯学部のある大学が４つしかなく、学生はそれぞ

れの大学で１学年 30 名から 40 名程度しかいません。歯科

医師国家試験はほとんどの学生が合格しますが、歯学部に入

学すること自体が狭き門のようです。

私の所属していた補綴・高齢者歯科学分野では、義歯と高

齢者歯科の教育を担当しています。診療台の制約もあり、曜日

ごとに学生教育・臨床・研究が分かれていました。水曜日午

前は３年生の基礎実習、月火木曜日の午前は４・５年生の学

生診療の指導（補綴担当）でした。そのため、月曜日から木曜

日の午前は学生教育を行い、午後からは自分の患者の診療を

行うというスケジュールでした。また、最低週１日は臨床や教

育は行わず研究を行う曜日が設定されていました。附属病院で

の訪問診療も行っており、外来診療の見学とは違ったおもしろ

さがありました。研究内容としては義歯やインプラントがメイン

で、臨床研究ではベルン大学などと共同で大規模研究を行っ

ていたことが印象的でした。スイスには女性の大学教授が多く

いますが、私がお世話になった Frauke Müller 教授も女性で

す。Müller 先生は、女性が頑張っている社会や会社は活気が

あるとおっしゃっていましたが、同僚も女性が多く、その言葉ど

おりランチやコーヒーブレイクのちょっとした雑談でも研究のア

イディアが出るような素敵な環境でした。女性にも働きやすい

環境であり、スイスの文化や働き方を学べたことはとてもよい

経験になりました。

今回の私の渡航目的は、高齢者の栄養状態の評価および管

理方法を学び、それをもとに高齢者の栄養状態と口腔機能の

関連を検討することでした。臨床的な栄養状態の評価法につ

いては、ジュネーブ大学栄養学の Laurence Genton-Graf 教

授に指導を受け、入院患者の栄養管理をどのように行ってい

るのかなどを習得しました。日本国内でも歯科における栄養

指導など高齢者の栄養状態に対する関心が高まってきている

ため、外来患者の栄養評価も含めて臨床の中に取り入れてい

けたらと考えています。今回の研究はジュネーブ大学附属高

齢者リハビリテーション病院に入院中の高齢者を対象に行っ

たため、世界的な Covid-19 の感染拡大により一時研究の中

断を余儀なくされましたが、Müller 先生や病院長のご協力

のもと、無事に研究を終えることができました。

最後になりましたが、このような長期海外出張の機会を与

えていただきましたことを、井出吉信学長、櫻井 薫名誉教

授ならびに上田貴之教授に厚く御礼申し上げます。また、快

く送り出していただいた老年歯科補綴学講座の皆様、準備に

際して様々な助言や支援をいただいた皆様に心より感謝申し

上げます。

長期海外出張報告

老年歯科補綴学講座 助教　太田 緑

▲同僚とともに：医局旅行で行ったCERNにて ◀Müller 教授（左）とともに：ス
イス補綴学会にて
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新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて
2019 年度末より始まった新型コロナウイルス感染拡大を受け、本学の学事行事の多くが中止となりました。ここでは、

どんな思いをもってコロナ禍における学校生活を送ってきたか、学生たちの言葉を集めました。

【大谷 舞／２年】
　ほとんどの人の日常を一変させた新型コロナウイル

ス。気軽に友人と会食できない日々を一体誰が想像した

でしょうか。昨年の今頃は Elective Study Program のメ

ンバーに選出していただいたことがわかり、歓喜し、韓

国に渡る３月を心待ちにしておりました。しかし２月に

なって新型コロナウイルスが話題になり始め、2020 年

度は延期だと発表されました。当時は打ちのめされる思

いでしたが、今ほど事態が悪化していない中での東京歯

科大学の早めの決断は、ありがたいかぎりでした。

Elective Study Program は、私が本学への入学を希望し

た動機の１つです。いつ再開されても問題のないよう

に、日々勉学に励みたいと思います。新型コロナウイル

スに打ち勝ち、皆で安全に世界の医療を学べる日を心よ

り願っています。

【横田 舞／３年】
　私たちは今年の３月に韓国の延世大学に訪問する予定

でしたが、この度の新型コロナウイルス感染拡大によ

り、一旦中止という形になりました。とても残念なこと

ではありましたが、現在のこのような状況下で私たちに

とって大切なことは、自分たちの立場を理解し、将来の

医療を担う者として、自覚と意識をもった行動を行うこ

とだと私は思っています。今後予期せぬ事態にも屈しな

い強い心と高い志をもって、また状況が落ち着いた際に

参加できる日を心待ちにし、健康に留意しながら、より

一層勉学に励んでいく所存です。

【小室慶太／４年】
　私は２年次にも韓国での Elective Study Program に参

加させていただいた。そこでは歯科医療制度や技術を学

べたのはもちろん、韓国での学友と交流を深めることも

できて、実に有意義な旅であったと確信している。

　そして、今回台湾への機会もいただいていたのだが、

ご存知の事情で中止となった。観光客として何度も行く

ほど個人的に台湾が好きだったこともあり、今回中止に

なったことは非常に残念に思う。しかし、このコロナ禍

で日本の中でも医療に関する様々なことが明らかになっ

た。医療従事者として社会の動向を見つめ、コロナ禍の

日本という環境を多角的に見つめる「参加者」としての

自覚を持って行こうと思う。

【長谷川和紀／５年】
　年初から新型コロナウイルスが流行し、４月には緊急

事態宣言が発令され、生活や経済に様々な影響がありま

した。学校生活も例外ではありません。Elective Study 

Program は中止となり登院実習も例年どおり行うこと

はできませんでした。Elective Study Program の中止を

聞いた時、人類がはじめて遭遇したウイルスとはいえ、

やり切れない思いがありました。しかしきっとあと少し

の我慢です。いつかまた、そのような機会に恵まれるこ

とを信じて日々邁進していく所存であります。また、初

のオンライン授業、感染防護の徹底を強化した臨床実習

を実現させてくれた先生方のご尽力に感謝して、残りの

登院期間に励みたいと思っています。

【塩谷美帆／６年】
　新型コロナウイルスの影響により、2019 年度に予定さ

れていた Elective Study Program が中止となりました。

私は、ボストンのタフツ大学で実際の臨床を経験すること

で、日本とアメリカの歯科医療の違いを学び、また、海外

で活躍する日本人歯科医師との交流も通して、将来の歯

科医師像を考えることを目標としていました。３年生の台

湾研修と比べて、アメリカ研修は登院実習の経験を積んで

から行くことができるため、能動的に学び、自身の将来像

を明確なものにできるだろうと考えていました。今回は中

止となってしまいましたが、将来大学院など新たな機会に

海外で学ぶことで、視野を広げ、日本の歯科界を牽引す

る歯科医師になりたいと思います。

Elective Study Program が中止となって
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【宮田貴楓／５年】
　2020 年の臨床実習は新型コロナウイルスの影響により

通常より遅れて開始し、特に千葉歯科医療センターでの実

習は後期から再開しました。前期は感染対策で制限が多く

満足のいく実習を行うことができませんでしたが、千葉歯

科医療センターでは予診をとったり積極的に見学や介助に

ついたりすることができました。また、訪問診療にも同行

することができ貴重な体験ができました。２週間の実習期

間は研修棟（旧合宿棟）で過ごしました。改装されたばかり

のきれいな施設で、特に共有のキッチンがとても広く調理

器具や食器が揃っていました。すべての机にアクリル板が

設置されていたので、安心して利用することができました。

千葉歯科医療センターでの臨床実習と研修棟について

【髙橋 法子／２年】
　今年４月から、編入生として、歯科医師という夢を目

指して仲間と過ごす学生生活を楽しみにしていました。

しかし、新型コロナウイルスの流行で、授業はオンライ

ンでの開始となり、先生や同級生に直接会えないなか

で、周りの状況がわからず不安でした。一方、オンライ

ン授業では、わからないところを録画で見直すことがで

き、便利な一面もありました。６月末から、感染防止対

策を万全に行った上で、週２回対面授業が行われること

となり、先生に直接質問できることや新しい仲間と共に

議論しながら実習できるありがたみを実感しました。今

後もどのような状況でも適応し、仲間たちと学べる環境

に感謝しながら、夢に向かって日々取り組んでいこうと

思います。

【関谷 凌／４年】
　緊急事態宣言下における2020年度の学生生活は過去

類を見ないものとなりました。

講義や一部実習の遠隔化を含む感染予防対策下での学生

生活において、不特定多数の人物と接触する歯科学生総

合体育大会の中止は、やむを得ない決定であったと思い

ます。

　弓道部主将としては後輩育成や自身の集大成を発揮す

る機会を失い、正評議委員としても大会運営に寄与する機

会を失ったことは、私にとって大きな損失となりました。

　私が評議委員として活動できる機会はもうありません

が、部活動においては感染対策を施した上での活動が再

開するとのことですので、OBとして先輩や師範から受け

継いだ技術を指導などを通して伝えていき、弓道部の今

後の発展の一助となりたいと思います。

【大塚啓史／３年】
　コロナ禍の第３学年の幕開けは１か月間の自習期間か

らスタートし、その後、正しく恐れることを念頭に

Google Meet を用いた同時双方向の授業、実習は学校で

受ける生活が始まりました。

　Google Meet での講義は授業スライドが目の前にある

ため理解しやすく、授業も録画されているため、疑問点

の解消や復習も円滑にできています。

　実習は先生方の細かなご指導や事前に作成してくだ

さった動画、自習期間中の課題、そして班員との協力の

おかげで充実した実習が行えています。

　このような学生生活は、先生方、友人、家族の支えの

おかげであることを再認識し、感謝を忘れずに、どのよ

うな歯科医師になりたいかを考えながら、今後も充実し

た学生生活を過ごしていきたいと思います。

【長谷川礼奈／４年】
　硬式庭球部のデンタルは、毎年千葉県白子で８月の猛

暑のなか行われます。今年は東京オリンピックにより異

例の春の白子を経験するはずでした。２年生の時に総合

優勝、去年は７位と悔しい思いもして練習に励み、今回が

４年間の集大成の場でした。勝敗だけでなく感動や達成

感を味わえるデンタルが中止となり、非常に残念です。お

忙しいなか、練習に加わってくださった先輩方へも感謝

と申し訳ない気持ちでいっぱいです。デンタルという大

きな目標はなくなりましたが、部活動の日々は学びの場

です。伝統を重んじる心と自覚や責任、いち社会人になる

為に大切なことを学んでいます。これからも小さな目標

を見つけて自分なりに頑張っていきたいと思います。

コロナ禍での学生生活について

第 52 回全日本歯科学生総合体育大会が中止になって
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【爲ヶ谷早紀／４年】
　2020 年は大学創立 130 周年です。この記念すべき年

の東歯祭ですので、東歯祭実行委員をはじめ、他の文化

部とともに茶道部主将として盛大に開催できるよう様々な

企画を考えていました。ご来場された皆様方に、実際に

お茶を点てていただくことや、茶道部師範の原田惠津子先

生ご指導の下、部員が着物姿で立礼式によるお手前の披

露をするつもりでした。しかし、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため部活の活動が停止し、東歯祭も中止の運

びとなり、非常に残念です。４年生はこれをもって引退で

寂しいかぎりですが、このような状況下でも前を向いて今

後の人生の糧にしたいと思います。後輩達にはこの思いを

継承してもらえればと心より願っています。

【松本祥知／３年】
　2019 年度から猛威を振るう新型コロナウイルスにより、

東歯祭は中止になりました。自分が新入生の時から身近

な存在だった東歯祭の中止は、悔しさを胸にしまい、受け

止めるしかないものの、何より仲間と築いていくはずだっ

た目標がなくなったことが、今なお信じられずにいます。

　私たち東歯祭実行委員会は、本大学が水道橋に移転し

て以降、新たな土台を築くため何代にもわたり努力を積み

重ね続けています。この努力を自分たちの代で途切れさせ

ることはできません。自分は後輩にこの思いを託し、次世

代に引き継ぐべく活動していきます。来年度の東歯祭の開

催と後輩の健闘を心より祈ります。

第 52 回東歯祭が中止になって

千葉校舎の厚生棟および合宿棟は、耐震補強工事を終

え、研修１号棟・２号棟として生まれ変わった。

研修１号棟（旧厚生棟）は、第５学年生の千葉歯科医療セ

ンターでの登院実習の際の宿泊施設として学生に充実した

実習・修学環境を提供するとともに、集団生活により自主

性と社会性を育むことを目的とし、「学生ラウンジ」や

「スタディルーム」を備えている。また「宿泊室」は上下

にベッドを備えたカプセル状の形態となっており、級友と

寝食を共にし、多くのことを語らい深い絆を得られる空間

となっている。

研修２号棟（旧合宿棟）は、クラブ用の部室と宿泊室のほ

か、臨床研修歯科医用の宿泊施設のフロアに分かれた構造

となっている。

2020 年春より、第５学年生（127 期）は、２班 15 名程

度に分かれ前後期２週間ほど研修１号棟を拠点に実習に臨

千葉校舎の研修棟について
む予定でいたが、新型コロナウィルス感染拡大防止対策の

観点から、研修２号棟の個室を使用して９月 28 日（月）か

ら登院実習を開始した。

　最後に、このコロナ禍で様々な対策をとり臨床実習を行

えていることに感謝しています。この臨床実習の経験を糧

に、この先も精進していきたいと思います。

【山下恭史／５年】
　千葉歯科医療センターの実習は、総合診療科、保存

科、補綴科、口腔外科、歯科麻酔科、歯科矯正科、小児

歯科、摂食嚥下リハビリテーション科（訪問診療）と様々な

診療科を見学、介助をする機会が与えられており、豊富

な経験を積むことができました。なかでも印象的だったの

が訪問診療であり、実際にリハビリテーション科の先生に

同行し、患者さんの自宅を訪れて診療の見学ができ、地

域包括ケアシステムに歯科も大きくかかわっていることを、

改めて実感できました。

　研修棟での宿泊は、一人ひとりにビジネスホテル程度

の個室が割り振られており、リフォームしたてであったため

非常にきれいで快適に過ごすことができました。

▲研修１号棟での昼休憩の様子
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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。

小林健一郎、櫻井 薫、栂安秀樹、
林 甫 著
人は口から老化する！オーラルフレ
イル対策の最前線
現代書林，2020.

上田貴之 編著 
大久保真衣、立木千恵（ほか）著
診療室ではじめよう！口腔機能管理
と栄養指導
永末書店，2020.

奥田克爾 著
デンタルプラークのすべて：歯科疾患の予防と治療はバイオフィルムとの戦い
医歯薬出版，2020.

臨床の最前線で活躍している老年
歯科補綴学講座 OB によって書き上
げられた書籍です。昨今話題になっ
ているオールフレイルについて簡単
に説明する部分と、各地域における
オーラルフレイル防止に関する取り

組み内容が解説されています。現場の話が満載で、一般の方々に
も口も老化するが、それは歯科医療関係者とともに口腔機能低下
の重症化予防に繋がることを伝える内容です。

 （櫻井 薫・名誉教授）

大久保真衣、上田貴之の同級生
コンビに、口腔機能管理の星であ
る立木千恵先生をお迎えし、全力を
尽くして書き上げた１冊です。小児
から高齢者まで、口腔機能の評価と
管理、外来でできる栄養評価と栄養

指導についてまとめました。はじめて取り組む方でもチェアサイ
ドでできる内容を心がけました。小児の口腔機能発達不全症と高
齢者の口腔機能低下症まで、全ライフステージで口腔機能を支え
るすべての歯科医師・歯科衛生士の皆さんに向けた書籍です。ぜ
ひ、ご覧ください。 （上田貴之・老年歯科補綴学）

私たちの腸内に住み着く数百兆個の細菌は、マイクロバイオームを形成して、免疫系、神経系、ホルモン
系の細胞とクロストークしてソーシャルネットワークを築き、健康ライフに大きく貢献していることが明か
されています。しかしながら、口腔内マイクロバイオームを腸内マイクロバイオームと同じように考えても
よいのか、解析する必要に迫られています。

本書では peer review された論文を数多く取り入れて、わかりやすく解説することを試みました。歯科医
療の多くはデンタルプラークというバイオフィルムに立ち向かうことですから、基礎研究だけでなく臨床研
究の情報も盛り込んだつもりです。 （奥田克爾・名誉教授）

2020 年 11 月 24 日（火）から 12 月１日（火）の期間、図書

館 で は 文 献 検 索 講 習 会 を 開 催 し た。 前 回 に 引 き 続 き、

Google Meet を利用したオンライン講習会とした。１コマあ

たり 45 分程度の内容で、「PubMed」、「Scopus」では、医

学文献の検索に必須である PubMed と Scopus の基本的な使

い方から応用的・効率的な検索方法について、演習を混じえ

て解説を行った。また、「学認」では、図書館で提供してい

る電子リソース（データベースや電子ジャーナル）を学外から

利用する方法を説明した。

全日程で開催科目数６コマ、のべ 29 名の参加があり、ア

ンケートでは「有用な検索方法を知れてよかった」「検索方

法しか知らなかったので保存のやりかたなどを学ぶことがで

きた」「手順を見せてもらえたのがわかりやすかった」と

いった回答があり、大変好評を得た結果となった。

文献検索講習会を開催
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　2020 年度東京歯科大学短期大学への入学試験希望者を対

象としたオープンキャンパスが開催された。新型コロナウイ

ルス感染症に対する感染拡大を勘案し、2020 年５月 24 日

（日）に予定されていた第 1 回オープンキャンパスは中止と

なったが、７月 19 日（日）に第２回、８月 23 日（日）に第３

回、９月 26 日（土）に第４回がオンラインで開催された。参

加者に対して、歯科衛生士の職務・将来性、短期大学の概

　2020 年 11 月２日（月）午前 9 時 30 分より、水道橋校舎

本館 14 階第２，３教室において第３期生第２学年 50 名の臨

床・臨地実習開始式が挙行された。水道橋病院関係者は、新

型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を勘案し、オンライ

ンでの列席にて挙行された。本来であれば 10 月から開始さ

れる臨床・臨地実習であるが、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により開始が１か月遅れとなり、学生にとっては心待

　2020 年 11 月８日（日）午前９時より、オンラインにて

2020 年度修学指導に関する保護者説明会が開催され、およ

そ 110 名の保護者が出席された。

　まず第１～３学年の保護者全体へ、鳥山佳則短期大学学長

から教育課程の実施方針について、次いで佐藤 亨副学長よ

り挨拶、卒業研究科目担当の安松啓子教授から卒業研究の実

施方針について、杉戸博記教学部長からは現在実施している

ちにしていた開始式であった。杉戸博記教学部長の司会のも

と、鳥山佳則短期大学学長からの訓示に続き、オンラインにて

片倉 朗水道橋病院長、山下秀一郎水道橋病院歯科衛生士部

長に訓示を賜り、次いで臨床実習学生を代表して脇田詩央美

さんが誓詞を述べた。臨床実習生は入学後１年半にわたり、

講義、基礎実習での学修成果をさらに深めるべく決意を新た

にし、緊張感をもって訓示を受けていた。

オンラインおよび通学による学修指導方針等に関する説明が

行われた。その後、学年別に分かれて、学年主任、副主任に

より学生の修学状況および学生生活に関する指導方針等の説

明が行われた。

　また希望者等を対象とした保護者および学生との三者面談

も、学年別にオンラインで実施された。

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。また学内の見学ができないため、学内施設、

学生実習の様子を写真およびビデオで撮影した動画を使用し

説明を行った。その後、オンライン個別相談会を開催し、教

員と短期大学専攻科学生が対応にあたり、試験のレベルや学

生生活、臨床実習、将来の就職先等の質問を受けた。

2020 年度東京歯科大学短期大学
第２回および３回、４回オープンキャンパス開催

2020 年度 第３期生 臨床・臨地実習開始式開催

修学指導に関する保護者説明会開催

▲訓示を述べる鳥山佳則短期大学学長 ▲誓詞を読む第 2学年代表の脇田詩央美さん ▲第 3期生オンラインを取り入れた臨床・臨地実
習開始式の様子
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回想と抱負 2020-2021
石川 希
大学事務部会計課

2020 年を振り返りますと、私やほかの誰にとっても特別

な１年であったと思います。新型コロナウイルス感染症に

よって社会も生活もここまで一変することは、１年前のこの

時期にはまったく想像していませんでした。

もちろんこの１年は業務についてもたくさんの変化が訪れ

ました。はじめてテレワークをした日は思ったとおり進行せ

ず、繁忙期だったこともあって相当な焦りを感じたりもしま

した。

入職して４年が経ち、会計業務にもある程度慣れてきたつ

もりでしたが、そんなことはなく、日々周囲の方に助けてい

ただいているから何とかこなすことができているのだなと強

く実感します。

2021 年は少しでも状況がよくなることを願って、常にそ

の時にできる最善を尽くしながら頑張りたいと思います。

石田晃裕
老年歯科補綴学講座 助教

2020 年度はコロナ禍の影響もあり、先行きの見えない状

況とともにスタートした１年でした。これまでにない形態で

の教育や臨床業務で戸惑いつつも、周囲の方々の協力を仰ぎ

ながら行って参りました。普段から意識しなければならない

ことではありますが、結束と協調の大切さを再認識するとい

う上で、かけがえのない１年であったと感じています。見通

しの立たないこの状況は本年に留まらず、来年度以降も続く

と思われます。学生教育や実習そして診療の面においても、

状況や環境の変化があった際に硬直して立ち止まってしまう

のではなく、柔軟な考え方と適応力、そして周囲への協調と

感謝の気持ちをもって対応していきたいと思います。

石塚順子
図書課

2020 年還暦を迎え、「光陰矢の如し」の言葉が胸にせま

ります。1981 年、水道橋から千葉への大学移転の年に図書

館に就職しました。途中、教務課にて７年間勤務、再び図書

館勤務となり、2013 年、再度の大学移転（千葉から水道橋）

を経て、本年度末に定年を迎えます。

1980 年代は目録カード作成は英文タイプ、和文タイプ使

用で、図書原簿の記入は付けペン式万年筆（インク壺をつけ

ながら書く）の時代。所蔵検索は１枚ずつカードをくっての

調査。その後、ワープロからパソコン、インターネット時代

へ ……。 文 献 検 索 は Index Medicus、Index to Dental 

Literature、医学中央雑誌で冊子をひっくり返しつつの調査

でしたが、簡単に Medline（PubMed）データベースより、瞬

時に検索可能の時代へと変貌。教務課勤務当時は科研費申請

のため、必要部数を風呂敷に包み、文科省と日本学術振興会

へ持ち込み提出……今はもちろん電子申請時代。これから数

十年後はどんな世界が広がるのでしょう。

無事に勤務できましたことに皆様方に心よりありがたく、

感謝申し上げます。定年後、引き続き、千葉図書館にて勤務

をさせていただきます。古い貴重資料を多数備える歴史ある

図書館にて働けますことに感謝しつつ、今後も日々精進して

いく所存です。

今井萌乃
千葉歯科医療センター歯科衛生士部（歯科麻酔科所属）

2020 年を振り返ると、新型コロナウイルスの流行によっ

て日常が一変した激動の１年でした。

緊急事態宣言期間中は、外来診療の規模を縮小し、歯科衛

生士は当番制での勤務となりました。誰もが経験したことの

ない異例の事態ではありましたが、診療科の枠組みを超えた

現場スタッフの交流は、新センターでの診療体制へのよいイ

メージを作ることができ、同時に医療の基本となる感染予防

対策の重要性を再確認することができました。

市中の感染状況は日々変化していきますが、今後も患者さ

んの口腔衛生のために歯科衛生士としてどのような介入がで

きるのかを考え、専門性の高い知識の習得に励み、コロナ禍

で培った経験を新センターでの業務に活かしていきたいと思

います。

江口貴子
短期大学 助教

短期大学では、2020 年４月に専攻科が開学しました。私

も専攻生を１名担当し、研究指導を行いました。新型コロナ

ウイルス感染症の影響で研究環境が制限される中、担当学生

と二人三脚でレポートを仕上げていくうちに、新たな発見や

指導の難しさなどに気が付くことができ、自分自身の成長に

もつながり、貴重な経験となりました。また、2020 年は教

育環境も大きな変化があった年でした。オンライン講義の利

点を生かしながら、2021 年も短期大学の歯科衛生士教育の

発展に少しでも貢献できるよう努めて参りたいと思います。

2021 年も公私ともに充実した日々を過ごせるよう精進し

ていきますので、どうぞよろしくお願い致します。
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岡本精一
水道橋病院医事課

こちらに来て１年半が経ち、ようやくこちらの環境に慣れ

てきました。

今年はコロナの流行、２年に一度の診療報酬改定の年であ

り、診療報酬改定とコロナ特例の保険請求業務が大変であり

ました。

昨年は歯科の保険請求についての勉強に行かせていただ

き、資格取得ができ、実務においても診療内容や請求業務に

ついて理解が深まりました。勉強したことを生かし、訪問歯

科診療の算定を行なっています。今年度は、地域医療連携室

の仕事や委員会などの医事課以外の仕事にも携わることがで

き、仕事の幅が広がりました。

今年、来年に資格試験があり、それに向けて現在勉強中で

あります。資格取得し、自分自身ステップアップし、東京歯

科大学に貢献できるようがんばりたいと思います。

笠原典夫
組織・発生学講座 助教

本年４月に組織・発生学講座に転属となり、様々な環境の

変化があった。早朝出勤を心がけるようになり、午前０時を

超えて帰宅することがなくなった。昼食の時間が規則的とな

り、体重が数パーセント減少した。１年に一度は罹っていた

風邪も、今年はその気配がまったくない。同僚にも恵まれ、

とても楽しく充実した１年であった。来年も斯くありたいと

願うばかりである。

金子航大
歯学部第４学年

この星で生きるすべての人々にとって、激動の年であった

と思います。21 歳の春と夏、あの時間は戻りません。友人

や大切な人と過ごす時間、学生最後のデンタルは失われまし

た。ワクチン開発と同時に「時が止まる薬」の開発を切望し

た自分もいます。しかし、そんなやるせなさと共に生まれた

焦燥感から様々なことが好転しました。かつてまどろみなが

ら満員電車に揺られた時間は、普段しないランニング、料理

や読書をしたり、朝のカーテンを白より白く染め上げる光の

粒に気づけたりと、かけがえのない時間となっています。こ

の先４年間の集大成となる試験や登院実習があり、不安な

日々が続くかもしれませんが、そのなかでも志を忘れず為す

べきことを為して参ります。

竹内麻祐子
歯学部第１学年

新型コロナウイルス感染拡大による混乱のなか、私達は大

学生活をスタートさせました。例年とは異なり、感染予防の

ため授業は遠隔授業で行われるなど、様々な措置が取られる

なかにおいても、先生方や友人達との新たな出会いがあり、

充実した１年を過ごせたと思います。日々の授業では、高校

時とは異なり、歯科医師になるために必要な専門的知識の土

台となる基礎科目を学び、日々の学修が将来の仕事に繋がる

ということを実感し、医療に携わる者としての自覚を持つ第

一歩となりました。しかしながら、歯科医師への道のりは始

まったばかりです。学年が上がれば、より専門的な知識を学

ぶこととなるため、日々の積み重ねを大切にさらに研鑽して

いきたいと思います。

中村友美
水道橋病院医事課

新社会人として新しい生活が始まろうとしていた 2020 年

は、新型コロナウイルスの影響により、想像とは違うスター

トになりました。大学の卒業式もなくなり、学生を卒業した

実感もないまま社会人生活が始まると同時に在宅勤務にな

り、これからきちんと働いていけるのか不安な気持ちで過ご

していましたが、気づけば今年も終わりに近づいています。

今振り返ると新しい環境で悩むこともありましたが、周囲

の方々のご指導や支えもあり、たくさんのことを学んだ１年

だったと思います。はじめて触れた歯科の知識も、今は理解

できるものが増えてきたように感じます。

2021 年は社会人２年目としての自覚を持ち、成長してい

けるように努めてきたいと思います。

野々峠美枝
口腔科学研究センター

入職して３度目の新年を迎えることができました。当初は

緊張の毎日でしたが、１日１日を積み重ねるうち少しずつ緊

張が解け、業務に取り組めるようになってきたと感じていま

す。これも周りの皆様方の温かいご支援によるものと深く感

謝申し上げます。

現在の部署に異動して２年目に入る昨年は、１年目の反省

を踏まえ、少しでも業務の幅を広げ、深めたいと考えており

ました。その矢先のコロナウイルス感染症への対応でこれま

で通りとはいかず、工夫や配慮が求められました。そのこと

が本当に大切なこと、新しい方法に『流される』のではなく

『取り入れる』ということの気づきとなり、決してイヤな思

いばかりの１年ではなかったと感じています。

新しい年はこれまでの経験を大切に、一方で石頭にならな

いように心がけ、業務に取り組みたいと思います。

増田琴音
教務課

転職活動を経て 2020 年３月に入職し、教務課に配属され

ました。元々保守的な性格であったため、失敗を恐れてしま

う傾向がありました。入職当初はすることすべてがはじめて
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で何度も「逃げたい！！」と思っていました。しかし仕事な

のでそうも言ってられず。やってみると必ずと言っていいほ

ど失敗していました。よく気持ちが沈んでいましたが、それ

が記憶に残るので次から他の方法で改善して行うことができ

ることに気づきました。起こったことは変えられないです

が、捉え方は自分で変えることができます。

これからも失敗を恐れずに、仕事では少しでも課の皆さま

の役に立てるように、プライベートでは自分のやってみた

い！という気持ちを大切に挑戦していきたいと思います。

松浦信幸
オーラルメディシン・病院歯科学講座 教授

４月１日付でオーラルメディシン・病院歯科学講座の教授

に就任し、新たな決意で出発した矢先、翌週には新型コロナ

ウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令され、教育と

臨床、生活のスタイルがこれまでとは一変してしまった。こ

の未曾有の事態に当初の予定を大きく狂わされましたが、

日々講座員と病院スタッフ、口腔腫瘍外科学講座の先生方に

助けられながら無事に乗り切ることができました。波乱のス

タートではありましたが、逆境のなかでも多くを学び、経験

することができた実りの大きい年であったと思います。

2021 年はウィズコロナでの臨床・研究・教育の向上はも

ちろん、多職種の方々との連携を強化し、地域中核病院にお

ける病院歯科としての役割をしっかりと果たせるよう努めて

いきたいと思います。

由良美月
法人事務局人事課

2020 年３月、私は転職をして東京歯科大学の一員となり

ました。慣れない仕事と環境に苦戦する中、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で間もなく在宅勤務が始まり、はじめのこ

ろは毎日が不安でいっぱいでした。さらに外出自粛で家族に

も友人にも会えず、心折れそうな時もありました。しかし、

そのような厳しい状況のなかでも今日までやってくることが

できたのは、法人の方をはじめ、周りのたくさんの方々のお

力添えのおかげです。2020 年は変化の大きな年であると同

時に、改めて周りに恵まれていることを実感した年となりま

した。

2021 年は心に少しゆとりをもち、公私ともにもっといろ

いろなことに挑戦していきたいです。また、常に感謝を忘れ

ず、少しでも誰かの役に立てるように努力していきたいと思

います。

吉田秀児
口腔顎顔面外科学講座 助教

2020 年は COVID-19 が世界で猛威を振るうなかでのス

タートでした。そんな時期に水道橋病院の感染予防対策チー

ム委員会委員長として着任し、様々な対応を任せられまし

た。未知のウイルスは、一般の方々だけでなく、我々医療者

にまで混乱を招きました。そのようななか、医療従事者の

方々から対応について様々な意見を承りました。どのように

意見を取り入れるべきかを考え、STAY HOME 中に『哲学』

を学び、対策にその考えを取り入れることで困難を何とか切

り抜けられました。その学びのなかで印象的だったのは、フ

ランスの哲学者リオタールの「異質なもの同士のぶつかり合

いで予想できない新しいものが生まれる」というものでし

た。まさに今回は、様々な医療従事者の方からの意見で新た

な標準予防策の考え方が皆さんに芽生えたと感じています。

2021 年も様々な方とよい意味でぶつかり合って、様々な

分野でよりよいものができたらと思っています。
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大学日誌

2020 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 水
水病薬事委員会

［防火・防災安全自主点検日］
図書委員会
臨床検査科運営委員会

リスクマネージャー・ICT 会議

2 木
感染制御委員会
プログラム委員会

カルテ指導委員会

3 金 こどもサポートチーム運営会議

4 土

5 日

6 月 短大教授会 薬事委員会

7 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

8 水 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

9 木
患者サービス向上委員会
脳卒中センター運営会議
手術室運営委員会

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

11 土

12 日

13 月 研修管理小部会

14 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

15 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 第 1 回地域医療連携委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

褥瘡対策委員会
輸血療法委員会

16 木
水病診療録指導委員会
水病医療安全委員会・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

部長会、衛生委員会
災害対策委員会

17 金

18 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス

19 日 短大オープンキャンパス

20 月 ［機器等安全自主点検日］ 医療安全管理委員会

21 火 第 3 回常務理事会、図書委員会 緩和ケア委員会

22 水
課長会、TDC ビル協議会、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

保険診療検討委員会
DPC 症例検討委員会

23 木 海の日

24 金 体育の日

25 土

26 日

27 月 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
医療連携委員会
教職員研修会

28 火 水病教職員研修会
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

29 水

30 木
衛生委員会
水病教職員研修会（ビデオ上映）

管理診療委員会
内視鏡室委員会

業務連絡会
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2020 年 8 月

2020 年 9 月

31 金
業務改善委員会
がん薬物療法小委員会

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉歯科医療センター

1 土 ［防火・防災安全自主点検日］

2 日

3 月 短大教授会

4 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

5 水 臨床検査運営委員会 リスクマネージャー・ICT 会議

6 木 感染制御委員会

7 金 こどもサポートチーム運営会議

8 土

9 日

10 月 山の日

11 火 水病給食委員会 緩和ケア委員会

12 水 水病リスクマネージメント部会

13 木 患者サービス向上委員会

14 金

15 土 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

16 日

17 月 医療安全管理委員会

18 火 水病褥瘡対策委員会 緩和ケア委員会

19 水

20 木
TDC ビル協議会

［機器等安全自主点検日］

21 金 NST カンファレンス

22 土

23 日
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

24 月 キャンサーボード

25 火 緩和ケア委員会

26 水

27 木

28 金 業務改善委員会

29 土

30 日

31 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 火
水病感染予防対策チーム委員会

［防火・防災安全自主点検日］
緩和ケア委員会
地域連携パス検討小委員会

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

3 木
感染制御委員会
プログラム委員会

カルテ指導委員会

4 金 こどもサポートチーム（CST）運営会議

5 土
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6 日 研修歯科医選考試験

7 月 短大教授会 薬事委員会

8 火
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会
地域連携委員会

9 水 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

10 木
患者サービス向上委員会
脳卒中センター運営会議
手術室運営委員会

11 金 倫理審査委員会・利益相反委員会 治験審査委員会

12 土

13 日

14 月
医療安全管理委員会
キャンサーボード

研修管理小部会

15 火

短大前期定期試験（〜9/29）、臨床教授連絡会
全体教授会、人事委員会
教職員健康診断（女性）

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

緩和ケア委員会

16 水
教職員健康診断（男性）
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

褥瘡対策委員会
輸血療法委員会

17 木

教職員健康診断（女性）
教職員健康診断（男性）
水病診療録指導委員会
水病医療安全委員会・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・医局長会

部長会、衛生委員会
内視鏡室委員会
災害対策委員会

18 金
教職員健康診断（男性）
教職員健康診断（女性）
第 4 回常務理事会

NST カンファレンス
栄養管理委員会

19 土

20 日 入試ガイダンス・オープンキャンパス

21 月 敬老の日

22 火 秋分の日

23 水
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

［機器等安全自主点検日］
前期健康診断（〜9/26）

24 木 衛生委員会 管理診療委員会

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護委員会
医療安全管理委員会
感染予防対策委員会（ICC）
診療記録管理委員会
薬事委員会
医療連携委員会
教職員研修会

25 金 図書委員会
業務改善委員会
給食運営会議
がん薬物療法小委員会

26 土 短大オープンキャンパス

27 日

28 月 市川リレーションシップカンファレンス 業務連絡会

29 火 水病教職員研修会

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
臨床倫理講演会

30 水
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2020 年 10 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 ［防火・防災安全自主点検日］
感染制御委員会
プログラム委員会

カルテ指導委員会

2 金

3 土

4 日

5 月 短大教授会

6 火
臨床教授連絡会、講座主任教授会
人事委員会、水病感染予防対策チーム委員会

緩和ケア委員会
医療の質管理委員会

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

8 木 図書事務連絡会
総合防災訓練
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会

9 金 第 726 回理事会

10 土

11 日 本館停電

12 月 研修管理小部会

13 火 水病給食委員会 診療材料検討委員会

14 水
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
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

15 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・医局長会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

部長会
衛生委員会

16 金 倫理審査委員会・利益相反委員会

17 土 第 310 回東京歯科大学学会・総会

18 日 第 310 回東京歯科大学学会・総会

19 月 医療安全管理委員会

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護委員会
医療安全管理委員会
感染予防対策委員会（ICC）
診療記録管理委員会
医療連携委員会
教職員研修会

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 国際交流部運営委員会 褥瘡対策委員会

22 木
TDC ビル協議会、衛生委員会
水病教職員研修会

管理診療委員会 業務連絡会

23 金
NST カンファレンス
業務改善委員会

24 土

25 日

26 月

27 火
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

教職員健康診断（〜10/29）

28 水
水病業務連絡会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会

保険診療委員会
DPC 症例検討委員会

29 木

30 金 バスキュラーボード

31 土
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2020 年 11 月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉歯科医療センター

1 日

2 月
短大教授会

［防火・防災安全自主点検日］
薬事委員会

3 火 文化の日

4 水
会計監査、教職員インフルエンザワクチン接種
水病薬事委員会

職員インフルエンザワクチン接種日
臨床検査運営委員会

リスクマネージャー・ICT 会議

5 木
感染制御委員会
説明と同意の質向上委員会
プログラム委員会

診療記録管理委員会
カルテ指導委員会

6 金
こどもサポートチーム運営会議
治験審査委員会

7 土

8 日 短大修学指導に関する保護者説明会

9 月
職員インフルエンザワクチン接種日
キャンサーボード

研修管理小部会

10 火 水病感染予防対策チーム委員会
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会
地域連携委員会

11 水
解剖慰霊祭
水病リスクマネージメント部会

輸血療法委員会、救急委員会
ICU 運営委員会、CPC

12 木

会計監査
職員インフルエンザワクチン接種日
患者サービス向上委員会
脳卒中センター運営会議
手術室運営委員会

13 金 教職員インフルエンザワクチン接種 会計監査

14 土

15 日 短大学校推薦型選抜

16 月
会計監査

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
職員インフルエンザワクチン接種日
医療安全管理委員会

教職員インフルエンザワクチン接種日

17 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

18 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

病院機能評価受審（〜11/19） 教職員インフルエンザワクチン接種日

19 木

短大卒業研究発表会
水病診療録指導委員会
衛生委員会
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・医局長会

20 金
倫理審査委員会・利益相反委員会、図書委員会

［機器等安全自主点検日］
職員インフルエンザワクチン接種日

21 土

22 日
学校推薦型選抜、編入学試験 A、学士等特別選抜 A、
帰国子女・留学生特別選抜

23 月 勤労感謝の日

24 火
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

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）
薬事委員会、教職員研修会

25 水
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・診療録管理委員会

26 木
TDC ビル協議会、第 727 回理事会
水病教職員研修会

教職員インフルエンザワクチン接種日
業務連絡会
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27 金

NST カンファレンス、部長会
管理診療委員会
栄養管理委員会
業務改善委員会

28 土
短大専攻科入学試験（Ⅰ期）、修学指導関係者・父兄個
別面談会

29 日

30 月 水病研修歯科医全体集合 市川リレーションシップカンファレンス

2020 年 12 月

大学・短期大学・水道橋病院・さいかち坂校舎 市川総合病院 千葉歯科医療センター

1 火
講座主任教授会、水病感染予防対策チーム委員会

［防火・防災安全自主点検日］
緩和ケア委員会

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

3 木

医療安全 ･ 感染防止相互ラウンド
内視鏡室委員会
説明と同意の質向上委員会
プログラム委員会

診療記録管理委員会
カルテ指導委員会

4 金

5 土 緩和ケア研修会

6 日

7 月 短大教授会

8 火 水病給食委員会
緩和ケア委員会
診療材料検討委員会

9 水
大学院運営委員会、大学院研究科委員会
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

10 木
感染制御委員会
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会

11 金 倫理審査委員会・利益相反委員会

12 土

13 日 短大オープンキャンパス・入試説明会

14 月
医療安全管理委員会
キャンサーボード

研修管理小部会

15 火
水病褥瘡対策委員会、臨床教授連絡会
講座主任教授会、人事委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］
緩和ケア委員会

16 水 国際交流部運営委員会 褥瘡対策委員会

17 木

水病診療録指導委員会
衛生委員会
水病病院運営会議・医局長会・医療安全管理委員会
水病感染予防対策委員会・個人情報保護委員会

部長会
衛生委員会

18 金 図書館事務連絡会、第 8 回学生部課協議会 NST カンファレンス

19 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス 緩和ケア研修会

20 日
短大学校推薦型選抜（Ⅱ期）
短大社会人・学士等特別選抜（Ⅱ期）

21 月
1〜4 年生前期追・再試験（〜12/25）
第 1 回予算委員会

［機器等安全自主点検日］

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）
医療連携委員会

22 火
診療記録委員会 ･ 情報システム委員会
クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会
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23 水
水病業務連絡会
水病データ管理者・診療録管理委員会

24 木 TDC ビル協議会
リスクマネージャー会議
管理診療委員会
バスキュラーボード

業務連絡会

25 金
水病第 39 回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク
ショップ - 指導歯科医講習会 -（〜12/27）

26 土

27 日

28 月
1〜4 年生冬季休暇（1〜3 年生 :〜1/7、4 年生 :〜1/6）
仕事納め、仕事納めの挨拶

仕事納めの挨拶
仕事納め
仕事納めの挨拶

29 火 年末年始休業（〜1/4） 年末年始休業（〜1/4） 年末年始休業（〜1/4）

30 水

31 木

2021
1/5 火

仕事始め、仕事始めの挨拶
［防火・防災安全自主点検日］

緩和ケア委員会
仕事始めの挨拶

仕事始め
仕事始めの挨拶



40 300 号　2021年 3月 31日発行

学生募集要項

2021 年度 東京歯科大学入学試験要項

学校推薦型選抜（一般公募制）

帰国子女・留学生特別選抜

◦募集人員　約 50名（指定校制推薦含む）

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

◦出願資格
次の各条件を満たし、かつ高等学校長が責任をもって推薦する者。
1．2020 年 3 月高等学校卒業者または 2021 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。

◦選抜方法
学力の 3 要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な
人々と協働して学ぶ態度」）や受験者の多様性をみるため、「調査書」「推薦書」等の出
願書類並びに、本学が実施する小テスト、小論文、面接により評価し、総合点の高い
順に合否を決定する。

（1） 小 論 文
 　 提示された資料に対する理解力、分析力、論理的思考力、文章表現力、基礎的知

識等を評価する。

◦募集人員　若干名

◦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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年 3 月 31
日までに 18 歳に達する者。

（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）〕
 　 （出題範囲は一般選抜（1 期）に準ずる）

（3）面　接
 　 面接委員が、志望動機、勉学意欲等について質問し、アドミッションポリシーと

の適合性を総合的に評価する。

◦出願期間
2020 年 11 月 6 日（金） から 2020 年 11 月 13 日（金） （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選  考  日　2020 年 11 月 22 日（日）
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
2020 年 12 月 1 日（火）夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2020 年 12 月 3 日（木）から 2020 年 12 月 10 日（木）正午まで

◦選抜方法
次の試験を日本語で行う。

（1）小 論 文
　  提示された資料（日本語）に対する理解力、分析力、論理的思考力、文章表現力、

基礎的知識等を評価する。
（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）〕
（3）面　接
　  面接委員が、志望動機、勉学意欲等について質問し、アドミッションポリシーと

の適合性を総合的に評価する。
　  ※授業を日本語で実施するため、独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日

本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験（JLPT）の「N1 レベル」程度の能
力が必要となる。

◦出願期間
学校推薦型選抜（一般公募制）と同様

◦選考日・選考会場
学校推薦型選抜（一般公募制）と同様

◦合格通知日
学校推薦型選抜（一般公募制）と同様

◦入学手続
学校推薦型選抜（一般公募制）と同様
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一般選抜（Ⅰ期）

◦募集人員　約 50名

◦選抜方法
学力の 3 要素や受験者の多様性をみるため、「調査書」等の出願書類並びに、本学が
実施する教科 ･ 科目試験、小論文、面接により評価し、総合点の高い順に合否を決定
する。

（1）学 力 試 験（論理的な思考力・表現力を評価するための記述式問題を含む）
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
　  提示された資料に対する理解力、分析力、論理的思考力、文章表現力、基礎的知

識等を評価するための記述式総合問題を出題する。
（3）面　接
　  面接委員が、志望動機、勉学意欲等について質問し、アドミッションポリシーと

の適合性を総合的に評価する。

◦出願期間
2020 年 12 月 11 日（金）から 2021 年 1 月 22 日（金） （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試  験  日　2021 年 2 月 2 日（火）
試験会場　1）東京会場　東京歯科大学　
　　　　　   水道橋校舎本館・新館
　　　　　   東京都千代田区神田三崎町 2-9-18（本館）
　　　　　   東京都千代田区神田三崎町 2-1-14（新館）
　　　　　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
2021 年 2 月 5 日（金）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
2021 年 2 月 8 日（月）から 2021 年 2 月 15 日（月）正午まで

一般選抜（Ⅱ期）

◦募集人員　約 15名

◦選抜方法
学力の 3 要素や受験者の多様性をみるため、「調査書」等の出願書類並びに、本学が
実施する教科 ･ 科目試験、小論文、面接により評価し、総合点の高い順に合否を決定
する。

（1）学 力 試 験（論理的な思考力・表現力を評価するための記述式問題を含む）
 　【出題範囲は一般選抜（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
 　一般選抜（Ⅰ期）と同様

（3）面　　接　
 　一般選抜（Ⅰ期）と同様
 　 ※大学入学共通テスト利用選抜を併願する者は、一般選抜（Ⅱ期）の「小論文」

「面接」試験の受験をもって大学入学共通テスト利用選抜の「小論文」「面接」試
験にかえる。

◦出願期間
2021 年 2 月 18 日（木）から 2021 年 3 月 5 日（金） （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試  験  日　2021 年 3 月 13 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
2021 年 3 月 16 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
2021 年 3 月 17 日（水）から 2021 年 3 月 24 日（水）正午まで

大学入学共通テスト利用選抜

◦募集人員　13名

◦出願資格
令和 3 年度大学入学共通テストを受験した者で、本学が利用する教科・科目を解答
した者。

◦選抜方法
学力の 3 要素や受験者の多様性をみるため、「調査書」等の出願書類並びに、本学が
実施する教科 ･ 科目試験、小論文、面接により評価し、総合点の高い順に合否を決定
する。

（1）大学入学共通テストを受験する際、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
　 一般選抜（Ⅰ期）と同様

（3）面　　接　
　 一般選抜（Ⅰ期）と同様
　  ※一般選抜（Ⅱ期）を併願する者は、一般選抜（Ⅱ期）の「小論文」「面接」試験の

受験をもって大学入学共通テスト選抜の「小論文」「面接」試験にかえる。

◦出願期間
2021 年 2 月 18 日（木）から 2021 年 3 月 5 日（金） （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試  験  日　2021 年 3 月 13 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
2021 年 3 月 16 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
2021 年 3 月 17 日（水）から 2021 年 3 月 24 日（水）正午まで
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編入学試験 B

◦募集人員　若干名

◦編入年次
第 2 学年 4 月に編入

◦出願資格
※編入学試験 A と同様

◦選抜方法
（1）小 論 文
　  提示された資料に対する理解力、分析力、論理的思考力、文章表現力、基礎的知

識等を評価する。
（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
　  面接委員が、アドミッションポリシーとの適合性を総合的に評価する。
　  ※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。

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 2021 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 2021 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 2021 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。

◦選抜方法
（1）小 論 文
　  提示された資料に対する理解力、分析力、論理的思考力、文章表現力、基礎的知

識等を評価する。
（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 
　  面接委員が、アドミッションポリシーとの適合性を総合的に評価する。
　  ※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
2020 年 11 月 6 日（金） から 2020 年 11 月 13 日（金） （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選  考  日　2020 年 11 月 22 日（日）
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
2020 年 12 月 1 日（火）夕刻　 （通知は郵送のみ）

◦入学手続
2020 年 12 月 3 日（木）から 2020 年 12 月 10 日（木）正午まで

◦出願期間
2021 年 2 月 18 日（木）から 2021 年 3 月 5 日（金） （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試  験  日　2021 年 3 月 13 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
2021 年 3 月 16 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
2021 年 3 月 17 日（水）から 2021 年 3 月 24 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

◦選抜方法
（1）小 論 文
 　 提示された資料に対する理解力、分析力、論理的思考力、文章表現力、基礎的知

識等を評価する。
（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 
 　 面接委員が、アドミッションポリシーとの適合性を総合的に評価する。
 　 ※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。

◦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

◦選抜方法
（1）小 論 文
　  提示された資料に対する理解力、分析力、論理的思考力、文章表現力、基礎的知

識等を評価する。
（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 
　  面接委員数名が、アドミッションポリシーとの適合性を総合的に評価する。
　  ※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 11 月 6 日（金） から 2020 年 11 月 13 日（金） （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選  考  日　2020 年 11 月 22 日（日）
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
2020 年 12 月 1 日（火）夕刻　 （通知は郵送のみ）

◦入学手続
2020 年 12 月 3 日（木）から 2020 年 12 月 10 日（木）正午まで

◦出願期間
2021 年 2 月 18 日（木）から 2021 年 3 月 5 日（金）  （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試  験  日　2021 年 3 月 13 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
2021 年 3 月 16 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
2021 年 3 月 17 日（水）から 2021 年 3 月 24 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
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学生募集要項

2021 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　2020 年 10 月  1 日（木）〜2020 年 11 月 20 日（金）まで
第Ⅱ期　2021 年  1 月  5 日（火）〜2021 年  2 月 19 日（金）まで

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

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

容、基礎学力の評価を総合的に判断し選考する）
　3）専攻主科目試験および面接
　　※社会人特別選抜については、原則として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　2020 年 12 月  5 日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎
第Ⅱ期　2021 年  2 月 27 日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎

◦合格者発表
第Ⅰ期　2020 年 12 月 11 日（金）正午　ホームページにて発表
第Ⅱ期　2021 年  3 月  5 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　　800,000 円
　　　　　　　  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。

f p
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学生募集要項

学校推薦型選抜（一般公募制／指定校制）

出 願 資 格
　次の条件をすべて満たす女子。
1．�2021 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 2020 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。
4．�指定校制については、1。〜3。に加えて、本学の指定する高等学校（中等教育学
校を含む）の高等学校長が、本学の趣旨に則り推薦する者。

出 願 期 間
　Ⅰ期：2020 年 11月 2日（月）〜2020 年 11月 11日（水）（期間内必着のこと）
　Ⅱ期：2020 年 12月 7日（月）〜2020 年 12月 18日（金）（期間内必着のこと）
　Ⅲ期：2020 年 12月 28日（月）〜2021 年 1月 8日（金）（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

選考日時・会場
期　　日：Ⅰ期：2020 年 11 月 15日（日）
　　　　　Ⅱ期：2020 年 12 月 20日（日）
　　　　　Ⅲ期：2021 年 1月 10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

出願提出書類

1）入�学�願�書 本要項に綴り込みのもの。

2）受験票 本要項に綴り込みのもの（A・B・C・D）。

3）写�真（3枚） 脱帽 3分身のもので、出願 3か月以内に撮影した同一の写真 3
枚（縦 4cm×横 3cm、カラー・白黒いずれでも可）。そのうち 1
枚は願書に、他の 2枚は受験票に貼付すること。なお、写真の
裏側に氏名を記入してから貼付すること。

4）推薦書 要項に綴り込みの所定様式により出身高等学校長が作成したもの
（厳封のこと）。

5）自己推薦書 本要項に綴り込みのもの。
①横書きで書くこと（裏面記入可）。②志望動機を含めること。
③黒のペン、ボールペンを使用し、本人の自筆で記入すること。

6）調査書 出身高等学校長の作成したもの（厳封のこと）。

7）受験票送付用
� ��封　　　　筒

受験票送付用封筒に宛名を記入し、切手 694 円（簡易書留速達料
共）を貼付すること。

8）宛名カード 本要項に綴り込みのもの（推薦入学選考「高等学校長推薦」用）。

9）入学検定料 30,000 円
①�検定料は本要項に添付してある「払込取扱票」を用い、最寄り
の郵便局から払い込むこと（払い込みは、出願受付開始日以前
でも可）。
②�「振替払込請求書兼受領証」のコピーを受験票（B票）に貼付す
ること。
　※他の証票を添付しないよう注意すること。
③�当該「振替払込請求書兼受領証」をもって検定料の領収書とす
る。

※提出された書類および既納の検定料は、いかなる理由があっても返還しない。

合 格 通 知
発��送��日：Ⅰ期：2020 年 12 月 1日（火）
　　　　　Ⅱ期：2020 年 12 月 21日（月）
　　　　　Ⅲ期：2021 年 1月 12日（火）
通知方法
　・推薦高等学校長に、合否の結果を送付する。
　・受験生に、合否の結果を送付する。
　※電話、郵便あるいは来校等による合否の問い合わせには一切応じない。

入 学 手 続
・納付金の納入方法等の詳細は「合格通知」とともに送付する。
・�入学の手続に必要な書類の提出が完了し、入学時の納付金が完納されたときに、
「入学許可証」および入学に関する詳細を送付する。
・納付金納入期限：Ⅰ期：2020年 12月2日（水）〜2020年 12月11日（金）正午まで
　　　　　　　　　Ⅱ期：2020年 12月22日（火）〜2021年 1月8日（金）正午まで
　　　　　　　　　Ⅲ期：2021年 1月13日（水）〜2021年 1月22日（金）正午まで
※�入学手続並びに学費・諸納付金納入を期限までに行わない者は、推薦入試制度の意
図に反するものとして出身高等学校長への通達をもって、合格を無効とする。
※納入された学費・諸納付金は、理由の如何を問わず一切返還しない。

2021 年度　東京歯科大学短期大学歯科衛生学科　学生募集要項

修業年限　3年

入試区分 試験日 募集人員

学校推薦型選抜（一般公募制／指定校制）
社会人・学士等特別選抜

Ⅰ期 2020 年 11 月 15日（日）

40名Ⅱ期 2020 年 12 月 20日（日）

Ⅲ期 2021 年 1月 10日（日）

一般選抜
Ⅰ期 2021 年 2月 6日（土）

10名
Ⅱ期 2021 年 3月 6日（土）
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学生募集要項

社会人・学士等特別選抜

出 願 資 格
　本学の一般入学試験の受験資格を有する者で、歯科医療従事者の一員として社会に
貢献するために、本学への入学を強く希望する者。さらに入学を許可された場合、必
ず本学に入学することを確約できる者。次の項目のいずれかに該当する女子。
1．2021 年 3月末までに 2年以上の就業経験を有していること。
2．大学、短期大学を卒業、あるいは 2021 年 3月卒業見込みであること。

出 願 期 間
Ⅰ期：2020 年 11月 2日（月）〜2020 年 11月 11日（水）（期間内必着のこと）
Ⅱ期：2020 年 12月 7日（月）〜2020 年 12月 18日（金）（期間内必着のこと）
Ⅲ期：2020 年 12月 28日（月）〜2021 年 1月 8日（金）（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（自己推薦書、最終学歴の調査書又は成績証明書）
2．小�論�文
3．面　　接

選考日時・会場
期　　日：Ⅰ期：2020 年 11 月 15日（日）
　　　　　Ⅱ期：2020 年 12 月 20日（日）
　　　　　Ⅲ期：2021 年 1月 10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

出願提出書類

1）入�学�願�書 本要項に綴り込みのもの。

2）受験票 本要項に綴り込みのもの（A・B・C・D）。

3）写�真（3枚） 脱帽 3分身のもので、出願 3か月以内に撮影した同一の写真 3
枚（縦 4cm×横 3cm、カラー・白黒いずれでも可）。そのうち 1
枚は願書に、他の 2枚は受験票に貼付すること。なお、写真の
裏側に氏名を記入してから貼付すること。

4）自己推薦書 本要項に綴り込みのもの。
①横書きで書くこと（裏面記入可）。②志望動機を含めること。
③黒のペン、ボールペンを使用し、本人の自筆で記入すること。

5）調査書又は成
績証明書

〔出願資格 1に該当する者〕
出身高等学校長が作成した調査書、成績証明書（厳封のこと）。
〔出願資格 2に該当する者〕
調査書、成績証明書は出身高等学校長及び大学又は短期大学長が
作成したもの（厳封のこと）。
なお、書類提出が困難な廃校・罹災校の出身者および指導要録保
存期間の経過した者は、それに代わる証明書を提出すること。

6）�受験票送付用
封　　　　筒

受験票送付用封筒に宛名を記入し、切手 694 円（簡易書留速達料
共）を貼付すること。

7）宛名カード 本要項に綴り込みのもの（推薦入学選考「高等学校長推薦」用）。

8）入学検定料 30,000 円
①�検定料は本要項に添付してある「払込取扱票」を用い、最寄り
の郵便局から払い込むこと（払い込みは、出願受付開始日以前
でも可）。
②�「振替払込請求書兼受領証」のコピーを受験票（B票）に貼付す
ること。
　※他の証票を添付しないよう注意すること。
③�当該「振替払込請求書兼受領証」をもって検定料の領収書とす
る。

※提出された書類および既納の検定料は、いかなる理由があっても返還しない。

合 格 通 知
発��送��日：Ⅰ期：2020 年 12 月 1日（火）
　　　　　Ⅱ期：2020 年 12 月 21日（月）
　　　　　Ⅲ期：2021 年 1月 12日（火）
通知方法
　・受験生に、合否の結果を送付する。
　※電話、郵便あるいは来校等による合否の問い合わせには一切応じない。

入 学 手 続
・納付金の納入方法等の詳細は「合格通知」とともに送付する。
・�入学の手続に必要な書類の提出が完了し、入学時の納付金が完納されたときに、
「入学許可証」および入学に関する詳細を送付する。
・納付金納入期限：Ⅰ期：2020年 12月2日（水）〜2020年 12月11日（金）正午まで
　　　　　　　　　Ⅱ期：2020年 12月22日（火）〜2021年 1月8日（金）正午まで
　　　　　　　　　Ⅲ期：2021年 1月13日（水）〜2021年 1月22日（金）正午まで
・納付金を期限までに納入しない者は失格となる。
　※納入された学費・諸納付金は、理由の如何を問わず一切返還しない。
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一般選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）

受 験 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、2021 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・受付方法
　Ⅰ期　2021 年 1月 21日（木）〜2021 年 2月 4日（木）
　Ⅱ期　2021 年 2月 18日（木）〜2021 年 3月 4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（物理基礎、化学基礎、生物
基礎の範囲から 1科目選択）、数学）

3．面　　接

選考日時・会場
期　　日：Ⅰ期：2021 年 2月 6日（土）
　　　　　Ⅱ期：2021 年 3月 6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 基礎学力検査

11：20〜 面　接

出願提出書類

1）入�学�願�書 本要項に綴り込みのもの。

2）受験票 本要項に綴り込みのもの（A・B・C・D）。

3）写�真（3枚） 脱帽 3分身のもので、出願 3か月以内に撮影した同一の写真 3
枚（縦 4cm×横 3cm、カラー・白黒いずれでも可）。そのうち 1
枚は願書に、他の 2枚は受験票に貼付すること。なお、写真の
裏側に氏名を記入してから貼付すること。

4）調査書 出身高等学校長の作成したもの。調査書提出が困難な廃校・罹災
校の出身者および指導要録保存期間の経過した者は、それに代わ
る証明書を提出のこと（厳封のこと）。

5）�受験票送付用
封　　　　筒

受験票送付用封筒に宛名を記入し、切手 694円（簡易書留速達料
共）を貼付すること。

6）宛名カード 本要項に綴り込みのもの。

8）入学検定料 30,000 円
①�検定料は本要項に添付してある「払込取扱票」を用い、最寄り
の郵便局から払い込むこと（払い込みは、出願受付開始日以前
でも可）。
②�「振替払込請求書兼受領証」のコピーを受験票（B票）に貼付す
ること。
　※他の証票を添付しないよう注意すること。
③�当該「振替払込請求書兼受領証」をもって検定料の領収書とす
る。

※提出された書類および既納の検定料は、いかなる理由があっても返還しない。

合 格 通 知
発��送��日：Ⅰ期：2021 年 2月 8日（月）
　　　　　Ⅱ期：2021 年 3月 8日（月）
通知方法
　・受験生に、合否の結果を送付する。
　・�合格者に入学辞退が生じた場合、補欠者に電話連絡の上、補欠合格を文書にて通

知する。
　※電話、郵便あるいは来校等による合否の問い合わせには一切応じない。

入 学 手 続
・納付金の納入方法等の詳細は「合格通知」とともに送付する。
・�入学の手続に必要な書類の提出が完了し、入学時の納付金が完納されたときに、
「入学許可証」および入学に関する詳細を送付する。
・納付金納入期限：Ⅰ期：2021 年 2月 9日（火）〜2021 年 2月 19日（金）正午まで
　　　　　　　　　Ⅱ期：2021 年 3月 9日（火）〜2021 年 3月 19日（金）正午まで
・納付金を期限までに納入しない者は失格となる。
・�入学手続後、入学を辞退する場合は、入学辞退届を添えて、2021 年 3月 31日
（水）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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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

■日本大学松戸歯学部（教員 4名、職員（建築設計事務所職

員含む）4名）

2020 年 7 月 25 日（土）　水道橋校舎教室、講堂、図書館、

学習スペース、実習室、研究室、滅菌室見学

該当者なし



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　　瀧口　葵
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　　　山本美紀

橋本貞充

編集後記

　東京歯科大学創立 130 周年記念行事に集う人々のたくさ

んの笑顔が紙面に溢れているはずだった広報第 300 号。 

　COVID-19 の世界的な拡がりは、数えきれないほどのもの

を壊した。しかし、それと同時に、新しい何かを生み出して

いく大きな力をあたえた。

　皆が集まる機会はなくなっても、Web の画面の向うで、

先生と学生、同僚や仲間たちが、新しいかたちを模索しなが

ら繋がっていく。 Meet での講義や実習、口元を覆うマスク

とアクリル板で仕切られた友達との会話が当たり前となった

一年。 クラブ活動が制限され、オールデンタルへの参加が叶

わなかった学生。 東歯祭が無くなり、 Elective Study Program 

の延期の報せに打ちのめされたメンバーたち。 それでも、自

分たちの立場を理解し、予期せぬ事態にも屈しない、という

前向きな姿勢が、彼らの言葉の中に確かにある。

　慶應義塾大学との大学合併についての令和2年 11 月 26 

日のプレスリリース。 遙か昔、昭和25 年 6 月 18 日に、東

京歯科大学と慶應義塾大学とが提携し、将来、互いに援助し

あっていく、との申し合わせが両大学の間に成立した事を知

らせる記事が当時の同窓会報にある。 図書館の資料室の片隅

に静かに置かれた富士が描かれた青花山水の大きな壺。両校

の提携を記念し、それぞれの大学が持つと約束された、一対

の白磁。 ずっと前から続くひとつの流れが分かれてはまた繋

がっていく。

　水道橋回帰の最終章として、千葉病院の機能が新しい千葉

歯科医療センターへと移っていく。これから始まる東京歯科

大学の大きな変革の時を、髙山　齋先生のブロンズ像と血脇

守之助先生の真っ白な大理石の胸像が、時を超えて静かに見

守り続けている。 これからの歯科医学の未来へと向かってい

く大きな時のながれを。

　積み重ねられた広報のページには、確かにその時間を東京

歯科大学で共に過ごした人たちの喜びや誇り、笑顔や仲間と

の時間がある。歳をかさねてきた卒業生たちの確かな記憶。 

その記録がバトンとなって、東京歯科大学の、そして次なる

新しい大学の歴史へと繋がっていく。 

 
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
（2020年6月現在）

 

髙山　齋先生 血脇守之助先生

千葉歯科医療センターの銘板

嘗ての慶應義塾大学との提携を記念する壷
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