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第54回東歯祭 2022 revival

東京歯科大学広報307号　2022年12月25日発行

編集後記

ビバ之助とその仲間たち。

　2022年10月の終わり。東京歯科大学の新館で３年振りとなる東歯祭が開催されまし
た。Covid-19の急速な拡がりで休止されたクラブ活動。仲間と集まることができないなか
で、自分たちにとっては今が学生時代にしかない大切な時間だと、後輩達に声を掛け練習
を工夫しながら活動をつないできた。祭りのタイトルは「revival」。そこにあるのは祭り
に参加した、彼女、彼ら自身のための時間。ひとつの音、ひとつの歌声、ひとつのセリ
フ、ひとつのダンスの燦めきが、目の前にいる人たちの心のなかに響いていく。普段の大
学生活中では見せることのない、好きなものに対する強い思い。仲間との繋がりのなかで
切磋琢磨しながら、人に何といわれようと自分が今ここにいる価値を信じて、前へと向
かっていく。その情熱はきっと歯科医師になってからの人生に生きてくる。そんなきっか
けをくれた秋晴れの一日。
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第 54 回東歯祭 2022 revival 開催

第54回『東歯祭
【revival をテーマに3年ぶりの開催】

　３年ぶりの東歯祭が、2022 年 10 月 29 日（土）・30 日（日） の２日間、水道橋校

舎新館にて開催された。今年度のテーマは『revival』。森野友菜実行委員長（第３学

年）を中心に、東歯祭実行委員や参加クラブが『revival ～復活～』の想いを込めて

準備を進め、両日合わせて 535 名の来場があった。

【来場者を魅了した各階でのイベント】
　東歯祭参加への入口となる１階正面では、ダーツゲーム（陸上部）、射的ゲーム

（弓道部）、ラムネなどの販売（フットサル部）があった。通りがかった家族連れなど

が足を止めて、楽しく参加している姿が印象的であった。風船で作られたゲートを

通ると、カフェ（茶道部）にて抹茶ラテやクッキーの販売があり、こだわりの抹茶を

使用したラテは絶品だった。また、１階エレベータ前には美術部の作品、８階には

写真部の作品展示があり、どの作品も見ている方を惹きつける展示であった。同じ

く８階ではパンケーキやマカロンなどが販売され、特に歯科大学にちなんだユニー

クな商品は大人気であった。12 階では歯科大生体験プログラムとして、「歯の模型

ストラップづくり」「コンポジットレジン充填体験」「プラ板工作」が行われ、外部

の参加者は日頃経験できない『歯医者さん』の気分を味わうことができた。７階で

は、初の試みとなるサバイバルゲームが実施され、思わず汗をかいてしまうほどの

熱気だった。

▲実行委員長の森野さん（第 3 学年／中央）、実行
委員の橋本 賢さん（第４学年／左）と、澁谷國男
同窓会長

▲茶道部

▲アクリル板作り体験に参加した山本 仁副学長
（右）

▲サバイバルゲームに参加した片倉 朗副学長（右）

▲縁日を楽しむ学生と一戸達也学長（右）

▲射的を楽しむ学生達

▲実行委員と笠原正貴学生部長（中央）

▲パンフレット表紙（澁谷朱理さん（第 3 学年））
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2022 rev i va l』開催
【各クラブのパフォーマンスで盛り上がった血脇記念ホール】

　血脇記念ホールでは、各クラブのパフォーマンスが披露された。初日の混声合唱

部は少人数とは思わせない迫力のある歌声、また Big Band Jazz 部は安定感のある

演奏で、観客を楽しませていた。初日のラストを飾るダンス部の時間になると会場は

ほぼ満員となり、観客は弾けたパフォーマンスに魅了され、ステージと客席が一体と

なる盛り上がりだった。２日目の管弦楽部は有名な曲を中心とした演奏で、幅広い年

齢層が楽しむことができた。また演劇部は最後方まで届く声量による、時にユーモア

を交えながらの演技であり、あっという間に時間が過ぎた。様々なジャンルの曲を演

奏した M.L.S 部によるアコースティックライブでは、口ずさみながら体を揺らして聴き

入っている観客の姿もあった。開催した各クラブのパフォーマンスには、入部しては

じめての発表となる学生や、今回がラストの発表となる第４学年もいて、様々な思い

が入り混じり、どのクラブも熱く盛り上がっていた。

【東京歯科大学ならではの企画も実施】
　初日には教員と各クラブ部員が参加し「歯科大生・歯科医師格付けチェック」も開

催され、教員・学生を問わず日頃の知識や記憶を頼りに『一流歯科医師カ』を目指

して問題にチャレンジしていた。他にも、解剖学講座協力のもと標本室特別公開ツ

アーや、実行委員による学内ツアーが実施されるなど、東京歯科大学の魅力を十分

に発揮し、『revival』にふさわしい盛り上がりで今年度の東歯祭は幕を閉じた。

◀歯科大生・歯科医師格付けチェック

▲ Big Band Jazz 部 ▲混声合唱部

▲ M.L.S. 部

▲ダンス部

▲管弦楽部

▲演劇部

▲学内ツアー
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ご挨拶

教授就任のご挨拶

市川総合病院呼吸器外科

江口 圭介

この度、2022 年６月１日付で市川総合病院呼吸器外科教

授を拝命いたしました。就任にあたり、井出吉信理事長、

一戸達也学長、松井淳一副学長をはじめ選考委員会の先生方

には心より御礼申し上げます。

私は 1990 年に慶應義塾大学医学部を卒業し、慶應義塾大

学病院と東京歯科大学市川総合病院外科にて研修医を、栃木

県済生会宇都宮病院外科にて専修医を修了後、1993 年から

慶應義塾大学医学部にて呼吸器外科医としての経歴を開始い

たしました。市川総合病院の地域がん診療連携拠点病院とし

ての要件を満たす必要性から 2015 年に赴任し、外科学講座

の一員として呼吸器外科の診療を開始しました。2022 年４

月１日より呼吸器外科を独立させていただくこととなり、部

長に就任いたしました。

呼吸器外科学の現在の主題は肺がんの外科治療でありま

す。高齢化の進む市川市の地域では手術適応をためらうほど

の高齢患者さんもいらっしゃいますが、専門医による徹底し

た周術期口腔管理の効果で術後肺炎の発生を防いでいただい

ております。また他院での診療では遭遇することのほぼな

かった口腔がんの転移性肺腫瘍の臨床についても、考える場

を与えていただいております。

隣接医学教育・診療・研究を通じて、歯科学との関わりを

いかした活動をこれからも模索していこうと考えておりま

す。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろし

くお願いいたします。

口腔科学研究センター

溝口 利英

この度、2022 年 10 月１日付で口腔科学研究センター教

授を拝命いたしました。身に余る光栄であるとともに、職務

の重大さに改めて身の引き締まる思いであります。就任にあ

たり、井出吉信理事長、一戸達也学長をはじめ選考委員の諸

先生方、またご支援いただきました諸先生方に深く感謝いた

します。本誌面をお借りして、学内および校友の皆様方にご

挨拶申し上げます。

私は 1998 年に東京薬科大学生命科学部を卒業し、同大学

修士課程を修了後、松本歯科大学総合歯科医学研究所に助手

として着任しました。それ以来一貫して硬組織研究に取り

組んでおります。松本歯科大学在籍中は、高橋直之教授、

宇田川信之教授に師事し、破骨細胞に関する研究を進め、そ

の成果を報告してまいりました。また、2011 年より米国ア

ルバート・アインシュタイン医科大学への留学の機会に恵ま

れ、Paul Frenette 教授に師事し、骨芽細胞の供給源として

働く骨格幹細胞の同定に成功しました。本学には 2018 年よ

り口腔科学研究センターの講師として着任し、引き続き骨格

幹細胞解析を基盤としたテーマに取り組んでおります。今後

は、運動機能と口腔機能の維持と改善、ひいては健康寿命お

よび幸福寿命の延伸に繋がる研究を推進して参ります。

また、本学着任当初より若手研究者の育成を目的とした

「若手サイエンスアカデミー」の運営に携わっております。

今後も、この活動を通して若手研究者のリサーチマインドを

育み、世界に通用する歯科医師・歯学研究者の育成に努めて

まいります。さらに 2022 年度からは「顎骨疾患プロジェク

ト」のグループリーダーとして、そして東京歯科大学次期研

究プロジェクトの立案を通して、全学的な研究活動のさらな

る活性化に尽力しております。

微力ではございますが、本学ならびに歯科医学の発展のた

めに鋭意努力する所存でございますので、今後ともご指導と

ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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市川総合病院皮膚科

石井 健

2022 年 10 月１日付で市川総合病院皮膚科教授を拝命い

たしました。伝統ある東京歯科大学の教授として勤務する機

会をいただいたことは、大変光栄であるとともに、その責任

を感じております。就任にあたり、ご推薦・ご選考いただき

ました諸先生方に感謝申し上げます。

私は 1991 年に慶應義塾大学医学部を卒業し、東京都済生

会中央病院にて内科研修後、1993 年に慶應義塾大学医学部

皮膚科学教室に大学院生として入局し、皮膚科の臨床、研究

活動を開始しました。その後、関連病院で臨床経験を重ねる

ととともに、米国ノースウェスタン大学、ペンシルバニア大

学への海外留学を経て、2007 年に慶應義塾大学皮膚科に帰

室しました。2010 年から帝京大学ちば総合医療センター皮

膚科准教授、2012 年から東邦大学医学部皮膚科学講座准教

授として臨床・研究・教育活動を行ってまいりました。

私の専門分野は自己免疫性水疱症で、口腔粘膜病変を初

発、主症状とする症例も多く、歯科、口腔外科領域とも密に

関連のある領域です。東邦大学においては、水疱症の自己抗

体検査システムを立ち上げて水疱症診療の中核を担い、また

研究面では天疱瘡自己抗体の病的活性測定法を独自に開発

し、天疱瘡の発症機序の解明に関する研究を展開してきてい

ます。

市川総合病院では、地域の基幹病院として、専門分野に限

らず広範囲の皮膚疾患に対応できるように、皮膚科一丸と

なって診療に邁進していきたいと考えております。今後とも

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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訃報

淺井康宏名誉教授ご逝去

名誉教授

淺井 康宏先生

本学元副学長で名誉教授の淺井康宏先生におかれまして

は、2022 年８月 17 日（水）に急逝されました。享年 89

歳でした。謹んで哀悼の意を表するとともに、心からご冥

福をお祈り申し上げます。

淺井先生は、1933 年１月 21 日に東京都に生まれ、

1958 年３月に東京歯科大学をご卒業後、1964 年 11 月

に歯学博士の学位を受領しました。1958 年５月から歯科

保存学教室の副手として勤務され、1966 年４月に助教

授、1971 年７月に歯科保存学第一講座（歯内療法学）の主

任教授に就任されました。その後、1992 年から 1998 年

まで東京歯科大学歯科衛生士専門学校校長として、また

1995 年から 2001 年まで本学副学長として重責を担わ

れ、本学を定年退職された後、名誉教授になられました。

その後、2004 年３月まで嘱託教員としてご勤務されまし

た。おおよそ 46 年の永きにわたり本学の発展に寄与し、

歯科保存学分野、特に歯内療法学の教育・研究に努めら

れ、2011 年には勲三等瑞宝章を受章されました。

淺井先生の研究業績の中でも歯内療法剤品に関する臨床

病理学的研究は中核をなすもので、前任の故関根永滋先生

とともに、これによって特に歯髄ならびに根尖部周囲組織

の処置に関する薬物療法についての研究が推進され、新薬

の開発や術式の確立に大きな成果をあげました。淺井先生

が研究に携わった歯内療法薬の多くが現在でも臨床の場で

用いられており、多大な業績を残されました。

また、淺井先生は当時の厚生省や文部省関連の数々の委

員会、歯学関連各学会や全国歯科衛生士教育協議会の会長

職を歴任されたほか、なんと 30 年間にわたって歯科学報の

編集委員も務められました。私が若い頃は、論文執筆にお

ける論旨の展開や日本語の言い回し、接続詞の使い方や漢

字の活用など、それは細かく指導を受けたものでした。書い

た論文は独特の文字で真っ赤に添削され、何度も書き直し

をしなくてはなりませんでしたが、その後読んでみると、なる

ほど文章が活き活きとしていることがわかります。日本語論

文の表現の大切さやニュアンスの伝え方を嫌というほど教わ

り、私たち後輩は多大な影響を受けました。

一方、淺井先生は知る人ぞ知る植物学者、特に帰化植物

の権威であり、100 種類以上の新種の命名をされています。

一昨年は帰化植物の書籍である『エイリアン植物記 ―帰化

植物の素顔と来歴―』（ウッズプレス刊／2020 年）を上梓さ

れたばかりで、昨年も NHK ラジオに出演されるなど、老い

てますますご活躍のご様子でした。天皇（現上皇）陛下も一

目置かれる存在で、両陛下に拝謁された際、「なぜ何の関係

もない歯科と植物を？」と問われ、臆することなく笑顔で

「いやいや【は】と【は】（歯と葉）でございますから……」

と仰ったとか。

そう、淺井先生はダジャレの名人でもありました。その

場を一気に和ませる瞬殺技の重要性は、私も大きな影響を

受けています。今頃天国で、懐かしい先生方を相手にダ

ジャレを連発して、談笑されていることでしょう。

つい先日も直接お電話を頂き、励ましのお言葉を頂戴し

たばかりで、誠に残念でなりません。まだまだやりたいこ

とがあったかと存じますが、どうか安らかにお休みくださ

い。合掌。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（歯内療法学講座 教授　古澤成博）

▲ 2000年に行われた第 19回日本歯科医学会総会での一コマ。井出吉信
理事長（中央）、石井拓男常勤監事（左）と。

▲ 2014年に行われた「淺井先生傘寿をお祝いする会」にて。
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学内ニュース

2022 年６月４日（土）午前９時より、オンラインにて、第

313 回東京歯科大学学会・例会が開催された。

午前９時から一般口演 12 題の発表が行われ、午後１時か

ら歯周病学講座の青木栄人助教、口腔インプラント学講座の

小田由香里助教による学長奨励研究賞受賞講演が行われた。

休憩を挟み、午後２時から４名の教授による特別講演が行

2022 年６月 17 日（金）午前 11 時 30 分より、水道橋校舎

新館血脇記念ホールにおいて、2022 年度実験動物供養祭が

執り行われた。今年度も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、一戸達也学長、大学幹

部、大学関係者および歯学部第３学年学生が参列した。

われた。また示説発表 20 題は学会ホームページ上にて

Web 掲示された。

例年行われている商社展示は、協力企業として示説発表

ページ上部にバナーリンクを掲載した Web 広告形式とした。

オンラインでの学会開催も 2020 年総会から３年目となった

が、学内外から多くの参加があり、盛会のうちに終了した。

第 313 回東京歯科大学学会・例会開催

2022 年度実験動物供養祭実施

▲学長奨励研究賞受賞講演を行う青木助教

▲祭文を奉読する一戸学長

▲学長奨励研究賞受賞講演を行う小田助教

▲歯学部第３学年学生代表による献花の様子

１．コロナ下での東京歯科大学短期大学の取組…………………………………鳥山佳則教授（東京歯科大学短期大学学長）

２．歯科理工学の変遷と教育・研究の展開……………………………………………………服部雅之教授（歯科理工学講座）

３．口腔病理の一般性と特殊性：顎骨骨肉腫の臨床病理学的特徴…………………佐々木…文教授（市川総合病院臨床検査科）

４．歯科・口腔外科領域における救急医学の役割…………………………………………鈴木…昌教授（市川総合病院救急科）

▲特別講演の内容

供養祭は、真珠院ご住職の読経に始まり、一戸学長が祭文

を奉読された。その後、歯科医学教育や研究にその生命を捧

げた動物諸霊に対し深く哀悼と感謝の意を込め、教職員、歯

学部第３学年学生代表が順次献花を行い、滞りなく終了した。
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2022 年６月 18 日（土）午後１時より、水道橋校舎新館血

脇記念ホールをメイン会場として、2022 年度父兄会定時総

会・修学指導方針説明会が３年ぶりに対面にて開催された。

当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、お

越しいただく保護者については１家族１名と限定し、遠方の

保護者らについてはオンラインにて配信した結果、来校者数

は約 300 名、オンライン配信は約 250 名（登録者数）の参加

となった。

父兄会定時総会は金澤 香副会長の開会の辞で始まり、本

年４月に父兄会長に就任した鈴木雅幹会長から新任の挨拶と

父兄会の活動内容などが述べられた。続いて本年６月より大

学役職者の交代に伴って父兄会参与も交代となったことか

ら、金澤副会長より新任の名誉会長・参与が紹介された。

金澤副会長からの紹介を受け、一戸達也名誉会長（学長）から

挨拶をいただいた後、第６学年保護者の洲﨑雅子氏が議長に

選出され、議事が進められた。2021 年度会計収支決算、

2022 年度父兄会事業計画、会計収支予算（案）、傷害共済基

金支出（案）などが審議され、いずれも提案どおり承認可決さ

れた。また、逝去会員についても報告があり、来場者全員で

黙祷を捧げた。続いて、父兄会役員の任期満了に伴う改選の

審議に移り、慣例に従って選考委員会が設置され、同委員会

の推薦を受けて 2022 年度父兄会役員が右記のとおり選任さ

れた。

午後１時 50 分からは、大学主催による修学指導方針説明

会が開催された。一戸学長より「大学の修学に関する総括説

明」、山本 仁副学長より「学生修学の指導方針」、阿部伸一

教務部長より「学生勉学に関する指導方針」、笠原正貴学生

部長より「学生生活に関する指導方針」の説明がなされ、来

場した保護者一同、真剣に聞き入っていた。

2022 年度父兄会定時総会・修学指導方針説明会開催

【会　長】… 鈴木雅幹

【副会長】… 渡邉和明、金澤…香、藤島…浩

【常務理事（庶務）】… 西山…潔、吉村浩一

【常務理事（会計）】… 大内仁守、柴田康司

【常務理事（奨学）】… 山口大輔、春藤真知子

【常務理事（傷害）】… 森…彩子、鈴木…茂、倉林伸一

【理　事】… 宮山直也、髙倉克博、増野大作、

永野雅美、大久保清光、工藤…晋、

粟澤重樹、尾見徳弥、

… 宮﨑由希子、光木裕孝、堀川…正、

土倉孝子、彦坂吉克、飯塚建夫

【監　事】… 石河信高、青木弘興

▲ 2022 年度父兄会役員（カッコ内は業務分担を示す）

▲「学生勉学に関する指導方針」を説明する阿部
教務部長

▲「学生修学の指導方針」を説明する山本副学長

▲「学生生活に関する指導方針」を説明する笠原
学生部長

▲「大学の修学に関する総括説明」を説明する
一戸学長

▲父兄会定時総会にて挨拶する一戸名誉会長（学長）
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2022 年６月 28 日（火）午後６時より、オンラインにて、

2022 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、はじめに山下秀一郎水道橋病院長より着任の挨拶

とともに医療におけるマーケティング、患者の満足度につい

てお話いただいた。次に「処方箋の発行に際して」と題し

て、山根理恵子主任薬剤師による講演が行われた。山根主任

薬剤師は入力方法について具体的事例をあげ、気をつけるべ

き点や間違いやすい点について説明された。また薬局からの

お願いをお話いただいた。引き続き「歯科技工室の現状とお

願い」と題して、平林 剛主任歯科技工士による講演が行わ

れた。平林主任歯科技工士は概要、技工操作について具体例

をあげ、気をつけるべき点について説明された。また歯科技

水道橋校舎南棟は、2012 年７月４日開催の第 678 回理

事会の承認を受け、鶴屋商事株式会社より購入し、解剖標本

室、井上 裕元理事長の資料室、会議室、自習室、部室倉庫

などの大学施設のほか、東京歯科大学同窓会事務室、東京歯

科大学短期大学事務室、不動産貸付業として利用してきた

が、建物の老朽化により、2021 年９月 24 日開催の第 733

回理事会で解体する方針が決定した。

工室からのお願いとして、石膏注ぎ、技工指示書を記入する

際の注意点、修理をする際の注意点についてお話いただい

た。最後に「効果的・効率的な歯科技工室の利用について」

と題して、上田貴之歯科技工室長による講演が行われた。

上田歯科技工室長は受注技工件数や外注技工費を年度ごとに

比較を提示し、各装置の技工料金について説明された。また

外注技工費の削減を計画的に行うように依頼され、講演を終

えられた。

今回の研修会は、処方箋および歯科技工室の利用について

教職員が正確に認識することで院内業務の円滑化による患者

満足度の向上につながることから、大変有意義な研修会と

なった。

それに伴い、2022 年４月に、井上元理事長の資料室の展

示物を千葉校舎図書館ロビーおよび史料室へ移設し、解剖標

本室は水道橋校舎本館 11 階に移設、東京歯科大学短期大学

事務室は水道橋校舎本館 14 階に移設した。 東京歯科大学同

窓会事務室は、2022 年７月に水道橋校舎別棟６階・７階に

移設した。

2022 年度第 3 回水道橋病院教職員研修会開催

水道橋校舎南棟解体へ

2022 年度 歴代学長・役職者の墓参
例年行なわれている歴代学長・役職者の墓参は、一戸達也

学長、大学庶務課庶務係にて下記の日程で執り行われた。

【2022 年７月 15 日（金）】

・血脇守之助先生　千葉県松戸市「八柱霊園」

・福島秀策先生　千葉県松戸市「八柱霊園」

・髙山 齋先生　東京都杉並区「文殊院」

・髙木圭二郎先生　東京都新宿区「真英寺」

・石川達也先生　東京都新宿区「養国寺」

【2022 年７月 20 日（水）】

・関根永滋先生　栃木県藤岡町「慈福院」

▲血脇守之助先生の墓参を行う一戸学長
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東京歯科大学への入学希望者を対象とした入試ガイダン

ス・オープンキャンパスが、下記のとおり開催された。

入試ガイダンス・オープンキャンパスは、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大を鑑みて、参加人数の上限を設けて実

施した。一戸達也学長、阿部伸一教務部長、笠原正貴学生部

長らより、参加者に対して、本学の教育内容、学生生活、

2023 年度入試概要について説明を行った。その後、希望者

を対象としてさいかち坂校舎、水道橋校舎新館の見学や、教

務部・学生部の教職員との個別進学相談を実施した。

人数制限のなかで、大変盛況なガイダンスとなった。

入試ガイダンス・オープンキャンパス開催

▲大学の概要について説明を行う一戸学長

第１回　2022 年７月 16 日（土）午後２時～　
模擬授業：大久保真衣准教授…（口腔健康科学講座

摂食嚥下リハビリテーション研究室）

第２回　2022 年８月６日（土） 午後２時～
模擬授業：松坂賢一教授（病理学講座）

第３回　2022 年８月 28 日（日）　午後１時～　
模擬授業：笠原正貴教授（薬理学講座）

第４回　2022 年９月 24 日（土）　午後２時～　
模擬授業：上田貴之教授（老年歯科補綴学講座）

▲入試ガイダンス・オープンキャンパスの日程と模擬授業の内容

歴代理事長の墓参について、井出吉信理事長、法人事務局

庶務課にて下記の日程で執り行われた。

【2022 年 10 月 21 日（金）】

鹿島俊雄元理事長　千葉県市川市「市川霊園」

【2022 年 10 月 27 日（木）】

井上 裕元理事長　 千葉県印西市「印旛霊園」

2022 年度歴代理事長の墓参

▲鹿島家の墓参をする田口 睦法人庶務課長▲井上家の墓参をする井出理事長
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2022 年７月 26 日（火）午後６時より、水道橋校舎本館第

2 講義室およびオンラインにおいて、2022 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「防犯について」と題し、神田警察署生活安全課の

仲野達也氏による講演が行われた。仲野氏は、性被害暴力、

ストーカー被害、薬物乱用、サイバーセキュリティ、特殊詐

欺について具体事例をあげ、それに対する注意点や相談方法

について説明された。

今回の研修会では、様々な犯罪について教職員が危機感を

持つことにつながる大変有意義な研修会となった。

2022 年度第 4 回水道橋病院教職員研修会開催

2022 年７月 16 日（土）、市川総合病院講堂において、

2022 年度緩和ケア研修会が開催された。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づけられてお

り、今年度は新型コロナ感染拡大を最大限に配慮しながらの

開催となった。

研修会は、事前の e-learning 受講と１日間の集合研修で

構成され、院内から医師 17 名、歯科医師６名、看護師２名

の合計 25 名と、６名のファシリテーターを迎えて行われ

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つら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きわめて有効であることか

ら、今後もがん診療連携拠点病院としての役割を担っていき

たい。

2022 年度緩和ケア研修会開催

▲開催主催者挨拶をする西田次郎病院長

▲グループ演習の様子

▲講義の様子

▲グループ発表の様子
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第１部　千葉歯科医療センターの在り方について
　　座長：杉山哲也…医療連携部会長

　　演者：片倉…朗…千葉歯科医療センター長

第２部    
　　座長：杉山哲也…医療連携部会長

　Ⅰ 抜歯に強くなる
　　演者：柴原孝彦客員教授（口腔顎顔面外科学講座）

　Ⅱ 歯科治療における神経麻痺～いざという時の診断と治療～
　　演者：有泉高晴助教（口腔顎顔面外科学講座）

第３部　かかりつけ医だから気づける口腔機能の変化    
　　座長：伊藤太一…専門歯科系部長

　　演者：大久保真衣准教授（口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室）

2022 年８月 25 日（木）午後３時より、オンラインにて、

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

科医療センターの学内委員で構成されている医療連携協議会

で決定しており、３部構成で開催された。

当日は 80 名の参加者を迎え、片倉 朗千葉歯科医療セン

ター長の挨拶にて始まり、第１部 10 分、第２部 60 分、第

３部は 30 分にて行われた。

参加者のアンケートからは、「自身の臨床の反省になり、

勘違いしていると思われることに気がつくことができ、とて

も有意義な時間をいただいた」「とても良い内容だった。日

頃の診療に役立つ情報を提供していただいた」「極めて日常

の臨床に沿った内容で改めて復習ができたとともに、新しい

知識を習得できた。柴原孝彦客員教授の基礎的な技法につい

てのご講義は、とてもためになった。有泉高晴助教の神経麻

痺についてのご講義では、日常生活におけるリスク管理の重

要性を改めて痛感した。大久保真衣准教授のご講義では、

日々高齢者に向き合う視線の重要性を教えていただいた」な

どの声が寄せられ、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開催

◀演題および演者
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2022 年９月 27 日（火）午後６時より、オンラインにて、

2022 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、「基本診療料について」と題して水道橋病院診療

録指導委員会幹事委員の近藤紀之先生による講演、「歯科疾

患管理料について」と題して水道橋病院診療録指導委員会委

員の佐古 亮講師による講演、「インプラント治療について」

と題して口腔インプラント科部長の佐々木穂高准教授による

講演が行われた。

近藤先生による「基本診療科について」では、基本診療科

と歯科点数表の構成についての解説にはじまり、再診料の種

類、施設基準、歯科医療費に占める基本診療のシェア、基本

診療科に含まれるもの、診療に関する内容の記載では初診時

のカルテ記載、保険診療における指導・監査の指摘事項、算

定のルール、加算項目、医療保険制度の概要などについて説

明された。

佐古講師による「歯科疾患管理料について」では、評価項

目、歯科疾患管理料の算定（初回）作成方法、２回目以降の算

定方法、算定後に注意することなどについて説明された。

佐々木准教授による「インプラント治療について」では、

他診療科医局員による口腔インプラント科内診療について診

療の参加の注意点、治療の流れ、診療前の注意点などについ

て説明された。

水道橋病院では、以前より診療録記載について、診療録指

導委員会幹事委員による医局員への診療録記載の指導が行わ

れてきた。今年度についても、継続してさらに丁寧なご指導

をいただいている。口腔インプラント科の合同カンファレン

スについても知ることができる研修会となった今回の研修会

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、大変有意義な内容となった。

2022 年度第５回水道橋病院教職員研修会開催

▲テープカットの様子
（左より）松浦信幸教授、西田病院長、井出理事長、一戸学長、野村教授

▲歯科診療棟の外観

2022 年９月２日（金）午後４時より、市川総合病院歯科外

来棟新設に伴いオープニングセレモニーが執り行われた。

水野利彦市川総合病院事務部長の司会のもと、井出吉信理事

長、一戸達也学長、西田次郎市川総合病院長、野村武史口腔

腫瘍外科学講座教授の挨拶に続きテープカットが行われた。

新棟は各診察室も広くなり、壁を高くするなどプライバ

シーにも配慮しており、これまでと同様に口腔外科を中心と

する歯科治療を行うほか、皮膚科との粘膜疾患合同外来、神

経内科との顎顔面痛合同外来、整形外科との顎骨壊死予防外

来など、医科と歯科の垣根を越えそれぞれの専門性を活かし

た診療が行われる。また、日帰り全身麻酔での小手術が可能

な手術室を新設し、全身疾患や障がいをお持ちの患者さんを

より積極的に受け入れられるような設備を完備しており、

ベッドや車いすに乗ったまま診察室に入れるほか、車いす用

トイレやオストメイトトイレも備えたバリアフリーな設計と

なっている。

今後も医科・歯科連携を深めていけるよう歯科・口腔外科

および口腔がんセンターのさらなる充実を図り、地域の中核

病院としての役割へ一層貢献することが期待される。

市川総合病院歯科外来棟新設オープニングセレモニー開催
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学内ニュース

▲講演される髙野教授 ▲講演される西田教授

東京歯科大学リカレント教育セミナー開催
2022 年 10 月 15 日（土）に開催された第 314 回東京歯科

大学学会・総会において、東京歯科大学リカレント教育セミ

ナーが、東京歯科大学研究ブランディング事業（顎骨疾患プ

ロジェクト）と東京歯科大学大学院、東京歯科大学同窓会の

共催で開催された。今年度は “「歯周病」をめぐる基礎と臨

床の架け橋〜「顎骨疾患プロジェクト」と臨床医との医療情

2022 年 10 月 15 日（土）と 16 日（日）の２日間、水道橋校

舎新館において、第 314 回東京歯科大学学会（総会）が開催

された。

第１日は、午前９時から第１・第２講義室にて一般口演

10 題の発表と、第３実習講義室にて８題の示説掲示が行わ

れた。午前 11 時 30 分からは、第２講義室において「令和

４年度東京歯科大学学会評議員会・総会」が開催された。こ

の中で、東京歯科大学学会会則により、井出吉信名誉教授、

橋本正次名誉教授が名誉会員に推薦されることが報告され

た。また、午後１時から第３講義室を会場として、東京歯科

大学ブランディング事業主催、東京歯科大学同窓会・東歯学

会共催のリカレント教育セミナー “「歯周病」をめぐる基礎

と臨床の架け橋〜「顎骨疾患プロジェクト」と臨床医との医

療情報交換〜 ” が開催された。慶應義塾大学医学部歯科・口

腔外科学教室教授の中川種昭先生をはじめとする学内外７名

の演者による講演が行われ、最後に総合討論が行われた。

第２日は、午前９時から第１・第２講義室にて一般口演

14 題の発表と、第３実習講義室にて８題の示説発表・討論

が行われた。午後１時からは血脇記念ホールを会場として、

今年度末に定年を迎えられる本学の５名の教授による特別講

演が行われた。

なお、第１日は８商社、第２日は 10 商社の参加による商

品展示が第３実習講義室内で行われた。

コロナ禍のためオンラインによる学会開催が続いていた

が、今回は３年ぶりの対面開催となり、多くの参加者のもと

盛会のうちに終了した。

第 314 回東京歯科大学学会（総会）開催

１．顎変形症治療の現在と歯科医師の役割…………………………………………… 髙野正行教授（口腔顎顔面外科学講座）

２．スポーツ歯科にかけた夢・日々………………………………… 武田友孝教授（口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室）

３．市川総合病院での 30 年：角膜移植の変遷について …………………………………… 島﨑…潤教授（市川総合病院眼科）

４．東京歯科大学での 40 年 －健康で、楽しく研究を続けられたことに感謝－ ………………… 加藤哲男教授（化学研究室）

５．「沈黙の臓器」肝臓との付き合いを振り返って －ウイルス性肝炎治療の急速な進歩を中心に－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………………………………………………………… 西田次郎教授（内科学講座）

▲特別講演の演題および演者

報交換 ” と題しハイブリッド形式で行われ、243 名（会場

75 名、オンライン 168 名）が参加した。

当日は片倉 朗副学長の総合司会で進められた。一戸達也

学長による開会の挨拶に引き続き、顎骨疾患プロジェクト推

進委員会委員長の山口 朗客員教授よりリカレント教育の重

要性と当日のセミナーの概要が紹介された。
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▲同窓生とともに受講する学部学生の様子

セミナーでは基礎系と臨床系から６名の演者が講演した。

基礎系では、最初に微生物学講座の石原和幸教授が「歯周病

とマイクロバイオーム」と題して口腔内細菌の最新情報を講

演した。続いて東京大学医学部免疫学特任助教であり本学微

生物学講座非常勤講師の塚崎雅之先生が「歯周病と骨免疫」

について、口腔科学研究センターの大野建州講師が「歯周病

とサイトカイン」について、宿主の観点から最新情報を講演

した。

臨床系では、最初に慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学

教室教授であり本学歯周病学講座客員教授の中川種昭先生が

「基礎疾患を考慮した歯周病治療について」と題し、糖尿病を

含めた全身疾患を持つ患者に対する歯周病治療について講演

した。次いで、二階堂歯科医院院長であり水道橋病院臨床教

▲リカレント教育セミナー会場の様子

2022 年 10 月 27 日（木）午後６時より、オンラインにて、

2022 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、

「歯科特定疾患療養管理料について」と題して水道橋病院診

療録指導委員会委員の今村健太郎講師による講演、「放射線

科待ち時間について」と題して放射線科部長の後藤多津子教

授による講演が行われた。

山岸准教授による「医療者が注意すべきウイルス感染症と

健康管理について」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。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、血液曝露対象ウイルス、新型コロナウイルスの一

般的経過、診断方法、感染様式についての説明があった。最

後に、教職員のメンタルヘルスについての説明があった。

今村講師による「歯科特定疾患療養管理料について」で

は、歯科特定疾患療養管理料についての説明、算定方法など

について説明があった。

後藤教授による「放射線科待ち時間について」では、待ち

時間に影響する因子、特定の曜日時間に患者が集中する日に

ついて説明があり、依頼医へのお願いをし講演を終えられた。

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

感染症の知識やカルテ記載に係る必要な知識、放射線科への

依頼について、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。

2022 年度第６回水道橋病院教職員研修会開催

授の二階堂雅彦先生が「歯周組織再生療法の役割」について、

歯周病学講座の齋藤 淳教授が「塩基性線維芽細胞増殖因子

（FGF-2）製剤を使用した歯周組織再生療法」について講演し

た。二階堂先生と齋藤教授の講演により、歯周組織再生療法

の進歩と大学での臨床研究が進んでいることが理解できた。

最後に東京歯科大学同窓会長の澁谷國雄先生より閉会の挨

拶があり、セミナーは終了した。

今回のリカレント教育セミナーには多くの方が参加し、多

くの質疑応答が行われ、有意義なものとなった。大学と同窓

会が特定のテーマでリカレント教育セミナーを行っている大

学は本学以外にはないことから、このスタイルでのセミナー

をさらに継続し、大学と同窓会が連携して、優れた歯科医療

の推進により一層貢献することが期待される。
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学内ニュース

　水道橋校舎本館 11 階のテナント退去に伴う大学施設への改修工事は、2022 年３月 14 日（月）に完工した。…11 階

には、本館８階より保存修復学講座、９階より口腔インプラント学講座、障害者歯科・口腔顔面痛研究室が移設さ

れ、別棟より解剖学講座、南棟より解剖標本室が移設された。また、新たに 11-A 講義室（10 名定員）と 11-B 講義室

（42 名定員）が設けられた。

水道橋校舎 11 階リニューアル工事完工

解剖標本室の移設
解剖学講座　阿部伸一

　本学の標本室には、大学の 130 年を越える長い歴史の中で集められた貴重な標本が多く展示されて

いる。この標本室が、これまでの南棟から本館 11 階に移設されたので紹介させていただく。

（１）歯列模型および成長過程の頭蓋骨の展示
　日本で唯一、同一患者で２か月ごとに記録された歯列模型を、小児期から成人に至るまで一列に並べ

展示することによって、頭蓋骨と歯列の成長の関係を考えながら見学していただけるように工夫した。

　また、出生直後から成人に至るまでの頭蓋骨標本を展示し、標本の一部は顎骨内部の歯の発育状況

が判るような標本を作製、展示した。

（２）血管鋳型標本展示
　顎骨との位置関係を示した血管鋳型標本を作製し、頭頸部の血管系を立体的に理解できるように展

示した。

（３）その他
　比較解剖（食性の違いによる頭蓋骨の形態の違い）・歯の標本展示など、標本室を訪問していただい

た方に興味をもって見学していただけるように展示方法を工夫した。

▲ 11 階入口

▲ 11-A 講義室の様子

▲ 11 階フリースペース

▲ 11-B 講義室での研修医の様子
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◀日本で唯一の、小児期から成人に至る
までの歯列模型
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大学院ニュース

第 479 回大学院セミナー開催

第 480 回大学院セミナー開催

2022 年６月 14 日（火）午後６時より、オンラインにて、

第 479 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）と共催にて開催された。今回はプレ

ゼ ン テ ー シ ョ ン コ ン サ ル タ ン ト で あ る WaShPresso 

COMPANY 代表の小川修功先生をお招きして、「超えていく

ための、プレゼンテーションスキル」と題した講演をいただ

いた。

小川先生は 2020 年まで株式会社電通の社員として国内外

の企業に向けた営業職、戦略プランナー職などを勤め、現在

はその経験を生かして日本語・英語でのプレゼンテーション

指導や、複数の大学での講義を行っている。講演では、演者

と聴衆にはプレゼンテーション内容に関する興味の度合いに

大きな壁があり、その壁を超えて単なる「発表」に終わらな

2022 年７月 15 日（金）午後６時より、オンラインにて、

第 480 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）との共催で開催された。今回はオ

リエンタル酵母工業株式会社バイオ事業本部・本部長付の

保田尚孝氏をお招きして、「RANKL の発見、その研究の現状

と未来」と題してご講演いただいた。

骨は吸収と形成を繰り返し、再構築（リモデリング）される

ことによりその機能を保つ。一方、骨の吸収が形成を上まわ

ると、骨量が低下して骨粗鬆症に陥る。したがって、骨の吸

収を司る破骨細胞の分化・活性化メカニズムの解明は極めて

重要な研究課題である。破骨細胞は、単球／マクロファージ

系の細胞から分化する多核の細胞であるが、その分化メカニ

ズムは長年不明であった。保田氏は、世界に先駆けて破骨細

胞の分化・活性化誘導因子である RANKL（receptor activator 

い双方向のプレゼンテーションを行うためには、相応の準備

が必要であることが説明された。その後、プレゼンテーショ

ンをレベルアップするためのいくつかのテクニックが紹介さ

れた。

これまでわが国では、学生教育としてプレゼンテーション

能力を身につけることが重要視されていなかった。しかし、

たとえ大学院生がいかにすばらしい研究成果をあげても、そ

れだけで人が注目してくれるとは限らない。聴衆に対し、す

ばらしい知見や知恵を共有するためにはプレゼンテーション

スキルの向上が必須であり、そのために本セミナーは有意義

なものになったと思われる。質疑応答の場では、大学院生の

みならず、日頃講義を行う機会の多い教員から多くの質問が

寄せられたことも印象的であった。

of NF-κB ligand）の発見に成功された。これを皮切りに世

界の破骨細胞研究が大きく前進し、骨代謝と免疫学をつなぐ

研究領域（骨免疫学）の開拓にも繋がった。また RANKL 発見

から約 20 年が過ぎた現在では、破骨細胞をターゲットとし

た抗体医薬品、抗ヒト RANKL 中和抗体（デノスマブ）が開発

され、骨粗鬆症の治療薬として臨床応用されている。すなわ

ち骨代謝の研究分野において、基礎研究で見出された発見が

医療に貢献した代表的な成果である。

以上の内容に加えて、RANKL の発見を通して米国アム

ジェン社との間で繰り広げられた熾烈な研究競争のお話や、

研究を迅速かつ効率的に進めるコツについてもご講演いただ

き、大学院生のみならず若手研究者にとっても大変有意義な

セミナーとなった。
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第 481 回大学院セミナー開催
2022 年７月 27 日（水）午後６時より、オンラインにて、

第 481 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）との共催で開催された。今回は米

国 Forsyth Institute の主任研究員である丸山顕潤先生をお

招きして、「頭蓋骨の維持・再生を担う成体幹細胞（Adult 

Stem Cell）の同定と解析」と題してご講演いただいた。

頭蓋骨は複数の骨が組み合わさってできており、そのつ

なぎ目を頭蓋骨縫合（suture）と呼ぶ。乳児期の急速な脳の

成長に合わせ、頭蓋骨はこの suture で骨形成を活発に行い

拡大する。また、頭蓋骨縫合早期癒合症（craniosynostosis）

は suture が早い時期に癒合してしまう病気であり、頭蓋骨

の成長が妨げられることにより、頭蓋骨の変形、頭蓋内圧

の上昇、脳への障害、目や耳などの感覚器への障害など多

くの症状を引き起こす。したがって、suture における骨形

成の制御メカニズムの解明は極めて重要な研究課題である。

以前より、suture には骨芽細胞に分化して硬組織形成に

働く成体幹細胞（骨格幹細胞）が存在することが示唆されて

いたが、その実態は不明であった。丸山先生は、遺伝子情

報改変マウスを用いた細胞系譜解析を活用し、suture の骨

格幹細胞を Axin2 陽性細胞として世界に先駆けて発見する

ことに成功された。本講演では、骨格幹細胞を発見された

経緯とそれが suture で維持されるメカニズム、さらに病気

への関与についてお話いただいた。以上の内容に加えて、

海外でラボを運営するに至った経緯についてもお話しいた

だき、大学院生のみならず若手研究者にとっても大変有意

義なセミナーとなった。

第 482 回大学院セミナー開催
2022 年９月 16 日（金）午後６時より、オンラインにて、

第 482 回大学院セミナーが開催された。今回は岡山大学学

術研究院医歯薬学領域歯科矯正学分野教授の上岡 寛先生を

お招きして、「歯を取り囲む細胞性ネットワークと周囲骨基

質から探るメカニカルストレス応答」と題してご講演いただ

いた。

上岡先生は、歯科矯正学の臨床医としてもご高名である

が、骨細胞やメカニカルストレスなどの基礎研究領域でもす

ばらしい研究を展開されている。当日は①骨とメカニカルス

トレス、②骨細胞とは、③骨細胞突起の解剖、④骨細胞突起

にかかるメカニカルストレス、⑤メカニカルストレスへの細

胞応答、⑥骨細胞からの伝達、そして⑦これからの骨へのア

プローチについて、上岡先生の研究の歴史を振り返りなが

ら、最先端の研究までわかりやすくご講演いただいた。特

に、上岡先生の教室ではいくつかの最先端の顕微鏡を用いた

イメージング技術とそのイメージに基づくコンピュータシ

ミュレーションを用いて歯を取り囲む細胞のメカニカルスト

レスへの挙動を明らかにしており、その技術と成果は歯科矯

正学分野以外に骨生物学にも大きな波及効果をもたらすもの

である。本セミナーは、多くの大学院生に今後の臨床と基礎

研究の融合を考える上でも大きな示唆を与えていただいた有

意義なものとなった。
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海外出張報告

2021 年７月 23 日から 2022 年７月 22 日までの１年間、

ドイツ連邦共和国ミュンヘン工科大学口腔顎顔面外科学講座

（Technische Universität München （TUM）, Mund, Kiefer und 

Gesichtschirurgie: Prof. K-D. Wolff）に Visiting Professor と

して長期海外出張させていただきました。この出張は世界的

な COVID-19 感染拡大に伴い、2020 年４月からの予定を延

期して実現したものです。まずはじめに数度にわたる変更・

延期にあたり対応していただいた大学事務、法人事務の方々

に感謝いたします。

私が出張させていただいたミュンヘン工科大学は、ドイツ

連邦共和国バイエルン州ミュンヘンの総合大学です。ミュン

ヘンには多くの分野で日本人からの留学生を受け入れている

ミュンヘン大学があります。そのミュンヘン大学と肩を並

べ、多くの学部が世界の大学ランキング 50 位以内に入り、

ノーベル賞受賞者をこれまでに 19 名輩出しています。「工

科大学に病院？」と設立の経緯には疑問がありましたが、こ

れは戦時中、修道士たちがコーヒーショップのスペースで負

傷者を看護したことが始まりで病院となり、1967 年に

Georg Maurer 氏の尽力によりミュンヘン工科大学の付属病

院（Klinikum rechts der Isar TUM）となったとのことです。

長期海外出張の経緯は、口腔病態外科学講座が開設される

以前、口腔顎顔面外科学講座の髙野正行教授のもとに所属を

していた７年前に遡ります。その頃からドイツへの長期海外

出張を希望し、出張先を探していたところ、髙野教授にミュ

ンヘン工科大学の客員教授である延世大学口腔外科学講座の

Hyon-Jun Kim 教授をご紹介いただいたことがきっかけで実

現いたしました。

ミュンヘン工科大学病院はヘリポートを有する救急セン

ターが併設され外傷患者が多いこと、Prof. Wolff をはじめ新

人アシスタントドクター以外は医師免許・歯科医師免許を有

するダブルドクターで、Mircosurgery を専門とすることか

ら、頭頸部がん手術がドイツ国内でもトップクラスの件数と

レベルです。進行がんや大規模な再建手術が必要な患者が、

北ドイツであるハンブルグや、国境を越えてソマリア、ボス

ニアから受診をすることもありました。毎朝７時 30 分から

カンファレンスがあり、８時に入室、手術室は口腔顎顔面外

科では２室を使用していました。１週間で平均 25 件の全身

麻酔手術があり、月曜日から金曜日までほぼ毎日、再建を要

する進行頭頸部がん手術と救急から搬送されてくる外傷の手

術を行っていました。私は再建術を中心に多くの頭頸部がん

手術に携わらせていただきました。

研究は頭頸部がんの分子生物学的研究、遊離皮弁に関する

新規デバイスの開発、デジタルデバイスの口腔顎顔面手術へ

の応用、唇顎口蓋裂に関する臨床研究を柱に、高いアクティ

ビティで行われていました。私はデジタルデバイスの口腔顎

顔面手術への応用、三次元カメラでの術前術後の顔貌評価に

関して臨床研究を行ってきました。具体的には、腓骨皮弁で

の新規カッティングガイド・ポジショニングガイドの開発な

らびに三次元カメラでの顔貌評価では、様々な皮弁を用いて

再建した頭頸部がん患者の経時的変化および修正術での変化

長期海外出張報告

口腔病態外科学講座　菅原圭亮

▲ Prof. Wolff（左）と 72th DGMKG（ドイツ口腔顎顔面外科学会・Dresden) 
にて

▲ PD. Fichter（右）と Klinikum rechts der Isar TUM の病棟にて
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率に関して評価しました。また、遊離皮弁に関する解剖学的

検索、モーションキャプチャーを用いた新規教育用シミュ

レーターの開発に関して、ミュンヘン工科大学と共同研究を

開始しました。

ドイツの医学教育ですが、大学入学試験はなく、医学部の

ように入学制限がある学科は高校の成績と卒業試験である

Abiturprüfung の成績で決定するとのことです。医師免許を

取得するまでに国家試験が３回あり、１回目は２年目終了時

の基礎医学の試験、２回目は５年目終了時の筆記試験、３回

目は卒業前の口頭試問があります。５年間を座学、最後の１

年（Praktisches Jahr: PJ）を内科６か月、外科３か月、希望科

３か月でローテートし、さながら日本の研修医のような形で

学ぶシステムです。滞在期間中に多くの PJ 学生と話をし、

彼らの実習を見てきました。驚いたのは、彼らのほぼ全員が

とてつもなく高い意識で病院実習に取り組み、突然行われる

口頭試問にも当然のごとく答え、日本でいえば医局員から出

るレベルの質問が毎日のように繰り返されていました。単純

な一問一答ではなく、そのメカニズムや原因などまで学ぶ姿

勢を持っていました。ただ、少なからずいる意欲の低い学生

は必要最低限の課題をこなすのみで、スタッフからの積極的

なフォローはほとんど見られませんでした。ドイツの医学教

育に触れ、日本の教育システムのすばらしさを再確認すると

ともに、日本人の自主性という大きな問題を認識しました。

渡独直後はスタッフから “Whatever you want” とよく私自身

も言われました。これは一筋縄では行かないことではありま

すが、５年、10 年先を見ながら今日から私たち教員も学生

もより高い意識を共有していかなければならないと強く感じ

ました。

ミュンヘンでの日常生活ですが、日本とは異なり週末は

Off です。街にはコンビニエンスストアや自販機はなく、日

曜日は商店や大型スーパーでさえお休みで、ガイドブックに

掲載されているような観光地に行かなければ何も買うことも

できません。ですから金曜日の夕方や土曜日に一週間分の食

料を買い込み、生活していました。アパートが観光地として

も有名なイングリッシャーガーデンまで徒歩 10 分程度の場

所であったため、よく散歩やランニング、少し遠出をしてハ

イキングをしていました。日本よりメリハリのある生活を送

ることができました。

今回の長期海外出張期間は、COVID-19、サル痘の感染拡

大に加え、ロシアのウクライナへの侵攻、エネルギー危機と

大変難しい社会情勢でした。そんな中で１年間受け入れてく

ださった Prof. Wolff, Prof. Deppe, PD. Fichter をはじめとし

た TUM のスタッフ、ミュンヘンでの生活をともに過ごして

くれたいつものメンバーたちに感謝します。また、このよう

な機会の許可をくださった井出吉信理事長、一戸達也学長、

橋本正次元副学長、新谷誠康国際交流部長、片倉 朗教授に

感謝申し上げます。加えて、髙野教授を始めとする口腔顎顔

面外科学講座、口腔病態外科学講座の医局員、看護部、歯科

衛生士部、かかわっていただいたすべての方々に心より感謝

申し上げます。私事ではありますが、当初１年間家族ととも

に渡独する予定でしたが、それが叶わずほとんどの期間単身

赴任となりました。その間にも健やかに成長してくれた２人

の娘とそれを支えてくれた妻、両親、家族に感謝します。

これまで「精神一到何事か成らざらん」という志で過ごし

て参りました。ドイツの諺で “Wo ein Wille ist, ist auch ein 

Weg.”（意志あるところに道は開ける）という言葉がありま

す。これからはこの二つの言葉とともに前に進み続け、大学

人として精進して参ります。今回の出張で得た経験を少しで

も大学に還元していく所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほ

どよろしくお願い申し上げます。

▲ Dr. Grabenhorst（左）と Tegernsee 近郊の山頂にて ▲ TUM スタッフとの送別会にて
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国際交流部ニュース

2022 年６月 14 日（火）、韓国の延世大学校歯科大学

よ り、 キ ム・ ウ イ ソ ン 学 部 長、 キ ム・ ペ ク イ ル 副 学 部

長、チェ・ユンチョン副学部長、イ・チョンソク国際交

流部長が本学を表敬訪問され、一戸達也学長、片倉 朗副学

長、山本 仁副学長、新谷誠康国際交流部長とご挨拶の後、

歓談された。

2022 年９月 22 日（木）、ニュージーランドのカンタベ

リー大学ローズセンターより、マギー・リー・ハッカビー教

授、ルース・フリンさん（大学院生）が本学を表敬訪問され、

一戸達也学長、オーラルメディシン・病院歯科学講座の

中島純子准教授、酒井克彦講師と歓談された。

本年、本学はカンタベリー大学附属の脳卒中のリハビリ

延世大学校歯科大学は、1977 年に本学が初めての姉妹校

協定を締結した大学である。今回の訪問で、これまでの交流

実績や、コロナ禍が落ち着いたこれからのより積極的な学生

交流の再開について両校で再確認し、有意義な意見交換が行

われた。

テーションと研究施設であるローズセンターと研究協力協定

を締結した。同センターでは言語聴覚士の同教授のもと、摂

食嚥下障害の臨床研究が盛んに行われており、本学からの研

究留学という形で共同研究を行う予定である。今回の訪問

で、今後の交流について有意義な意見交換が行われた。

延世大学校歯科大学歯学部長らが本学を表敬訪問

カンタベリー大学ローズセンター教授らが本学を表敬訪問

▲（左から）新谷交流部長、山本副学長、片倉副学長、一戸学長、キム学部長、
キム副学部長、チェ副学部長、イ国際交流部長

▲（左から）中島准教授、一戸学長、ハッカビー教授、フリンさん、酒井講師

▲学長表敬の様子

▲学長表敬の様子
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2022 年 10 月 12 日（水）、本学はスウェーデンのイエテ

ボ リ 大 学 歯 学 部（Institute of Odontology, Sahlgrenska 

Academy, University of Gothenburg）と学術協力協定を締結

した。

イエテボリ大学歯学部で行われた調印式には、本学から

山本 仁副学長、衛生学講座の石塚洋一准教授、イエテボリ

大学歯学部から Peter Lingström 歯学部長をはじめ関係者が

出席した。調印式の前には、２日間にわたり、両校のプレゼ

ンテーション、Elective Study プログラムのディスカッション、

学生クリニックや小児クリニックの見学、最新のシミュレータの

体験、Per-Ingvar Brånemark 教授と Arvid Carlsson 教授に

関する展示の見学などが実施され、両校の交流を深める大変

有意義な機会となった。本協定は、おもに学部学生の相互交

流と教員の学術交流を目的とし、2023 年３月に本学学部学

生が現地を訪問し、７月にはイエテボリ大学歯学部の学生が

本学を訪問する予定となっている。

イエテボリ大学歯学部は、2021 年に QS World University 

Ranking（QS 世界大学ランキング）の Dentistry 分野で首位に

なるなど、世界的にも卓越した教育研究機関である。これま

で両校は、石塚准教授のイエテボリ大学歯学部カリオロジー

科への長期海外出張をきっかけに共同研究を継続するなど、

大変良好な関係を築き上げてきた。今後はこの学術協定を基

盤として、さらなる交流が実施されることが期待される。

イエテボリ大学歯学部と学術協力協定を締結

▲山本副学長による本学紹介の様子（左から Anja Ehn さん、 Lingstörm 歯学
部長、山本副学長）

▲ Lingström 歯学部長（右）による協定書への調印の様子

◀調印後の記念撮影（左から山本副学長、 Lingström 歯学部長、石塚准教授）
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トピックス

2021 年 9 月 11 日（土）に鶴見大学（横浜市）において開催

された第 55 回日本口腔科学会関東地方部会にて、口腔腫瘍

外科学講座の宮田大志レジデントの発表が新人賞を受賞し

た。宮田レジデントは同講座の鈴木大貴助教、秋山友理恵レ

ジデントの指導のもと、「ARONJ における細菌叢と重症度に

ついての検討」と題する演題を発表し、その内容を評価され

ての受賞となった。

本研究は、薬剤関連顎骨壊死の病態に大きく影響を及ぼす

2022 年４月 21 日（木）から 23 日（土）に福岡国際会議場

（福岡市）において開催された第 76 回日本口腔科学会学術集

会にて、口腔がんセンターの鈴木大貴助教が令和４年度日本

口腔科学会学会賞優秀論文賞を受賞した。鈴木助教は「New 

oral cytodiagnostic criteria predict change to oral epithelial 

dysplasia (OED) and cancerization」を英文誌である Oral 

Science International, Volume 18, Issue 3 に発表し、その内

容を評価されての受賞となった。

本論文は、かねてより本学で臨床に使用してきた口腔粘膜

の悪性化を評価するためのツールである液状化検体擦過細胞

診の新報告様式のうち、口腔潜在的悪性疾患（OPMDs）に関

する臨床研究をまとめたものである。この新報告様式は、

2021 年 12 月 16 日（木）に消費者庁（東京都千代田区）に

おいて開催された「特定保健用食品の疾病リスク低減表示に

関わる調査・検討事業」第１回専門家会議の委員に、衛生学

講座の佐藤涼一講師が就任した。特定保健用食品（トクホ）の

疾病リスク低減表示は「カルシウムと骨粗鬆症」および「葉

酸と神経管閉鎖障害」の基準が設定され運用されているが、

今回新たに「むし歯」に関する疾病リスク低減表示を加える

案が内閣府および消費者庁の検討会で示された。本事業で

は、「むし歯」の疾病リスク低減表示について根拠となる科

学的知見を収集し、新たな表示基準の検討および消費者にわ

かりやすい適切な表現への現行基準の見直しを行い、それぞ

れの基準の考え方を作成することを目的としている。

専門家委員は５名で構成されており、歯科からは佐藤講

師と東北大学口腔生化学分野の高橋信博教授の２名が就任

した（他３名は東京大学社会予防疫学分野の佐々木 敏教授、

東京農業大学の石見佳子教授、東京慈恵会医科大学付属柏病

細菌のうち、薬剤耐性を有する細菌群について詳しく調査し

たもので、実際の顎骨壊死患者の創部から細菌培養を行い、

薬剤耐性を獲得した菌種が多いほど病期が進行していたこと

を明らかにした。

同演題は、2022 年４月 23 日（土）に福岡国際会議場（福岡

市）にて開催された第 76 回日本口腔科学会学術集会におい

て、受賞者の特別セッションとして改めて講演された。

院の吉田 博教授）。

佐藤講師は、疾病リスク低減表示に関する基準の考え方を

検討するにあたり、国立健康・栄養研究所と協力して、（ア）

日本国民の齲蝕罹患状況に関する情報の整理、（イ）むし歯及

び関連疾患のリスク低減に関する研究論文の調査（エビデン

ステーブルの作成）、（ウ）歯を丈夫で健康にする旨の表示を

医学的および栄養学的に明らかにした資料ならびに安全性資

料のうち、ヒト試験（臨床研究）に関する情報の整理、に尽力

した。専門家会議ではトクホのう蝕予防効果はセルフケアや

歯科医院の定期受診があってはじめて成り立つものであり、

歯ブラシの代用となるものではないことを正しく消費者に伝

える必要性、また企業からの申請時に必要な実験内容につい

て、佐藤講師と高橋教授から提言があった。

歯科の重要性を国民へ伝えるためにも、2022 年第２回会

議と内閣府 HP のパブリックコメントを経て制度化を目指し

ている。

宮田大志レジデント 第 55 回日本口腔科学会関東地方部会で
関東地方部会新人賞を受賞

鈴木大貴助教 第 76 回日本口腔科学会学術集会で
学会賞優秀論文賞を受賞

佐藤涼一講師 内閣府消費者庁「特定保健用食品の疾病リスク低減表示
検討事業」の専門家委員に就任

▲受賞した鈴木助教（中央）と野村武史口腔がんセンター長（左）、橋本講師（右）
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2015 年に臨床細胞学会が発刊したガイドライン内で推奨さ

れているもので、従来使用されてきたパパニコロウのクラス

分類に代わり使用されている。新報告様式の最大の変更点

は、①中層から表層にかけてオレンジＧで染色される輝度の

高い異型細胞に着目していること、②単一の細胞異型だけで

なく背景の炎症なども複合し診断を行い、かつ推定臨床診断

名を記載すること、である。これにより、角化の強い病変

や、潰瘍を形成しないような表在型の扁平上皮がんを早期発

見することに寄与してきた。

鈴木助教は口腔潜在的悪性疾患（OPMDs）における経過観

察においても、擦過細胞診が有用であることを報告した。組

織検査において上皮性異形成のない白板症と診断された症例

のうち、初診時の細胞診で LSIL（低異形度上皮内腫瘍）と診

断されたものは、高い確率（60%）で経過観察中に前がん状態

である上皮内腫瘍性病変または扁平上皮癌に変化していたこ

とが明らかになった。

現在、鈴木助教は市川総合病院臨床検査科の橋本和彦講師

らと人工知能を用いた診断補助ソフトの開発も進めており、

その成果が期待される。

▲受賞した秋山レジデント（右）と河野准教授

▶受賞した大津レジデント（左）と解剖学講座の松永 智准教授

2022 年４月 21 日（木）から 23 日（土）に福岡国際会議場

（福岡市）において開催された第 76 回日本口腔科学会学術集

会にて、口腔腫瘍外科学講座の秋山友理恵レジデントが令和

４年度日本口腔科学会学会優秀ポスター賞を受賞した。秋山

レジデントは「掌蹠膿疱症患者の臨床経過と唾液マイクロバ

イオームとの関連」を発表し、その内容を評価されての受賞

となった。

掌蹠膿疱症は歯性病巣との関連が報告されており、その病

態に口腔細菌が影響を及ぼす可能性があることに着目した。

本研究は、疾患患者の口腔細菌叢について次世代シーケン

サーを用い調査したものである。歯性病巣治療後に皮膚症状

が改善した患者とそうでない患者では、異なる口腔細菌叢を

有することを明らかにした。また、血液中の炎症性バイオ

マーカーと相関を示す口腔細菌が存在することを示した。秋

山レジデントは皮膚科の河野通良准教授らと共同で臨床・研

究しており、今後掌蹠膿疱症の病態解明に寄与する研究成果

が期待される。

2022 年９月 23 日（金）に名古屋国際会議場（名古屋市）に

おいて開催された第 52 回日本口腔インプラント学会学術大

会において、口腔インプラント学講座の大津雄人レジデント

が令和４年度日本口腔インプラント学会奨励論文賞を受賞し

た。

この研究論文は脱負荷マウス大腿骨にインプラントを配置

し、インプラント体周囲に構築される構造特性を定量評価し

たもので、独創性に富む優秀な学術論文として更なる発展が

期待できると認定された。

秋山友理恵レジデント 第 76 回日本口腔科学会学術集会で
優秀ポスター賞を受賞

大津雄人レジデント 第 52 回日本口腔インプラント学会で
学会奨励論文賞を受賞
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2022 年５月 13 日（金）から 27 日（金）にオンラインにて

開催された第 71 回日本口腔衛生学会・総会において、衛生

学講座の吉野浩一客員准教授および岩﨑美友大学院生（指導

医 佐藤涼一講師）が令和４年度優秀発表賞を受賞した。本賞

は、代議員による厳正な審査の結果、学術大会において優れ

たポスター・口演発表した研究者を表彰するものである。

吉野客員准教授は「第一大臼歯にセットした保険診療のメ

タルクラウンの生存率について」と題したポスターにて受賞

した。本研究は歯科医院に通院している患者を対象に、上下

左右第一大臼歯にセットした 603 ケースの健康保険対象の

メタルクラウンの生存状況とリスク要因を調査した。本研究

よ り 生 存 率 は ５ 年 で 92.5 ％、10 年 で 80.8 ％、20 年 で

54.0％であり、推定平均生存年数は 20.6 年であることが明

らかとなった。統計的解析の結果、「男性」（p＜0.010）、

「高年齢者」（p＜0.006）、「下顎角が低い者」（p＜0.001）、

「４ミリ以上のポケット」（p＜0.004）の要因がリスクであ

り、長期使用のためには脱離防止と支台歯の歯根破折の予防

が重要であることが示唆された。

岩﨑大学院生は「アパタイトコーティングによる象牙質耐酸

性強化法の検討」と題した口演にて受賞した。本研究は、フッ

化物歯面塗布法に卵殻由来の生体適合材料のバイオアパタイ

トを併用したコーティングシステム（BioHap 群）を開発し、象牙

2022 年６月９日（木）から 13 日（月）に台北とオンラインに

よるハイブリッドにて開催された 33rd CINP 2022 Hybrid 

World Congress of Neuropsychopharmacology（CINP 2022）

において、口腔健康科学講座の添田 萌助教が JSNP Excellent 

Presentation Award for CINP2022 Virtual & Taipei を受賞し

た。 受 賞 演 題は ”Single-nucleotide polymorphisms of the 

SLC17A9 and P2RY12 genes are significantly associated 

with phantom tooth pain” であった。

Phantom tooth pain（幻歯痛）とは、抜髄処置や抜歯時の神

経切断に続いて起こる持続的な痛みや感覚異常のことで、口

腔顔面領域に生じる神経障害性疼痛の一つである。日常の診

療においても診断が困難で、症例数も少ないため、原因や治

療法など未だ不明な点が多い。本研究では、ATP 関連遺伝子

である SLC17A9 と P2RY12 が幻歯痛の原因となる可能性を

見出した。今後、幻歯痛の治療や病態の解明が期待される。

質耐酸性強化法を検討した。3D レーザー顕微鏡による段差量

測定と Micro-Vicker 硬さ試験機による硬さ測定の結果、

BioHap 群は従来の APF 処理群よりも強い脱灰抑制効果があ

ることが示唆された。表面 SEM 観察では、BioHap 群は象牙

質表面に多量の結晶粒子の付着と象牙細管の閉鎖を認めた。

本研究により、バイオアパタイトを併用したコーティングシステ

ムは象牙質耐酸性の向上が示唆された。

両名とも今回の知見をもとに開発・解析を行い、さらなる

研究の進展を目指して尽力している。

吉野浩一客員准教授および岩﨑美友大学院生
第 71 回日本口腔衛生学会・総会で優秀発表賞を受賞

添田 萌助教 CINP 2022 で JSNP Excellent
 Presentation Award for CINP2022 Virtual & Taipei を受賞

▲受賞した岩﨑大学院生（中央左）と吉野客員准教授（中央右）、杉原直樹教授
（右）、佐藤涼一講師（左）

▶受賞した添田助教（左）と福田謙一教授
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▲受賞した淺井臨床講師（左）と古澤成博教授

2022 年７月、歯内療法学講座の淺井知宏臨床講師が、日

本歯内療法学会優秀論文賞を受賞した。受賞論文は、日本歯

内療法学会雑誌第 42 巻３号に掲載された「歯内療法におけ

るラバーダム防湿に関する調査」である。

本論文は、歯内療法を行うにあたって制腐的術野の確保に

重要な役割を担うラバーダム防湿に関して、日本歯内療法学

会会員や専門医と一般歯科医師の計 986 名を対象としてア

ンケート調査を行った結果を分析したものである。その結

果、学会に所属する歯科医師や専門医に比較して一般歯科医

師のラバーダム防湿への意識が低いことが確認され、今後さ

らにラバーダム防湿の重要性について強調する必要があるも

のと考えられた。一方、一般歯科医師でも歯内療法を行う際

に隔壁を作製する傾向が認められ、以前よりも地域の歯科医

師の歯内療法への意識が向上していることが確認された。本

論文の結果は、今後学生や臨床研修歯科医の臨床教育の現場

でも活用できるものと評価された。

淺井知宏臨床講師 日本歯内療法学会優秀論文賞を受賞

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED：The 

Japan Agency for Medical Research and Development）と

ニューヨーク科学アカデミー（NYAS：The New York Academy 

of Sciences）が共同で実施する AMED・NYAS 令和４年度医療

分 野 国 際 科 学 技 術 共 同 研 究 開 発 推 進 事 業（Interstellar 

Initiative）に、生理学講座の黄地健仁助教が選出された。

Interstellar Initiative は、次世代を担う日本の若手研究者

が世界各国の若手研究者とネットワークを構築し、国際的か

つ学際的な視点から医療分野の研究開発における革新的な新

規シーズを創出することを目的として、AMED と NYAS が

共同で実施している。令和４年度は「生体の複雑な機能解明

のための基礎研究」をテーマとし、生命の理解に基づく人類

の健康維持、疾病予防・治療という究極の目的のもと、遺伝

子や分子に関する研究、細胞内・細胞間ネットワーク、そし

て組織・器官間の相互作用など、あらゆるレベルの生体機能

の解明に焦点を当てている。

本事業では世界中からの公募を通じ、バイオメディカル・

ライフサイエンス・自然科学・テクノロジーなどの幅広い分

野で医療研究開発に対する独創的なアイデアを持つ若手研究

者が参画し、３名１組の国際的・学際的チームを編成してい

る。黄地助教はチームリーダーとして二度の国際ワーク

ショップやフィジビリティスタディを通じ、国際的に著名な

研究者の指導のもと、相互の専門性・アイデアを融合させ、

黄地健仁助教 AMED・NYAS 令和４年度 医療分野国際科学技術共同
研究開発推進事業（Interstellar Initiative）に選出

▲受賞した黄地助教（左）と渋川義幸教授

医療分野の難課題を解決するこれまでにないアプローチの研

究シーズの創出とその研究計画の立案を本事業で目指してい

る。研究者チームはその後、完成した研究計画により国際的

な研究グラントに応募し、国際共同研究につなげていくこと

が期待されている。
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2022 年 7 月 27 日（水）、一戸達也学長より、東京歯科大

学研究ブランディング事業（顎骨疾患プロジェクト）Highly 

Cited Award 受賞者３名に記念の盾が授与された。

近年、論文の「質」の評価として Impact Factor（IF）以外

に、「自分の発表した論文が他の研究者に何回引用されてい

るか」（被引用回数）が重要視されている。被引用回数は論文

の発表後の期間が長いほど多くなるので、この点を考慮して

最近では Field Weighted Citation Index（FWCI）という指標

（Scopus）が使用されている。これは、類似の論文（同じ分

野、出版年、文献タイプ）と比較してどの程度引用されたか

を示す指標である。たとえば、FWCI が１の場合はその論文

が世界の平均とちょうど同じだけ引用されており、FWCI が

１より大きい場合はその論文が世界の平均より多く、１より

小さい場合は世界の平均より少なく引用されていることを示

す。東京歯科大学研究ブランディング事業では、2017 年４

月１日より 2021 年３月 31 日までの５年間に発表されたす

べての英文論文の FWCI を調べ、最高値の研究者に Highly 

Cited Award を授与することにした。

FWCI は論文の種類によっても違いが出るため、今回は原

著論文、総説、症例報告の３つのカテゴリー別に調査した。

その結果、下表に示す３名の論文が各カテゴリーにおける受

賞論文となった。原著論文部門の受賞論文は世界の類似の論

東京歯科大学研究ブランディング事業 Highly Cited Award
受賞者に記念の盾を授与

▲一戸学長と授賞した田坂准教授、溝口教授、國分准教授（左から）による記念
写真

文と比較して 7.92 倍多く引用されており、すばらしい成果

といえる。総説部門の対象論文は骨生物学領域最高の専門誌

に掲載されたもので、今後さらに被引用回数が増加すると思

われる。また、症例報告部門では本学の Bulletin of Tokyo 

Dental College に掲載された論文が受賞対象となり、今後の

本誌の発展に寄与するものと期待される。

本学図書館のホームページより “Scopus” にアクセスする

と簡単に被引用回数、FWCI、h-Index を検索できるので、

活用いただきたい。

カテゴリー 受賞者（所属） 受賞論文掲載雑誌（IF） FWCI

原著論文
田坂彰規

（パーシャルデンチャー補綴学講座・准教授）
J Prosthodont Res 64:224-230,2019 (2.636) 7.92

総説
溝口利英

（口腔科学研究センター・准教授）
J Bone Mineral Res 36:1432-1447,2021 (6.741) 2.92

症例報告 國分克寿
（病理学講座・准教授）

Bull Tokyo Dent Coll 59:127-132,2018 (0) 1.26

▲ Highly Cited Award 受賞者と受賞論文
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2022 年 ９ 月 17 日（土）か ら 19 日（月）に 徳 島 大 学 蔵 本

キャンパス（徳島県）において開催された歯科基礎医学会学術

大会にて、薬理学講座の石束 叡助教がベストペーパー賞を

受賞した。本賞は Journal of Oral Biosciences に優れた学術

論文を発表した筆頭著者を表彰するものである。受賞論文は

「Muscle–bone relationship in temporomandibular joint 

disorders after partial discectomy」であった。

論文内容は、変形性顎関節症の病態について解析したもの

であり、石束助教が解剖学講座の大学院生時代に阿部伸一教

授からの指導の下で、東京歯科大学ブランディング事業の支

援を受けて行ったものである。実験は、マウス顎関節の関節

円板を切除することで下顎頭に変形性顎関節症を惹起させ、

顎関節を含めた周囲組織の病的器質的変化について組織学的

検索を試みた。その結果、経時的な下顎頭の形態変化に伴

い、外側に位置する側頭筋も大きく変形することが明らかと

なった。これまでの研究では、関節円板、咀嚼筋などの周囲

組織が、下顎頭の器質的変化を引き起こし、変形性顎関節症

石束 叡助教 第 64 回歯科基礎医学会学術大会で
ベストペーパー賞を受賞

▲受賞した石束助教（中央）と阿部教授（左）、笠原正貴教授。

▶受賞した一戸教授

を起こすと考えられてきたが、本研究結果により骨と筋の器

質的変化は互いに影響を及ぼしながら変形性顎関節症を発症

するという新しいメカニズムが明らかとなった。

2022 年 10 月 28 日（金）に開催された日本歯科麻酔学会

代議員会において、歯科麻酔学講座の一戸達也教授が日本歯

科麻酔学会賞を受賞した。本賞は日本歯科麻酔学会の活動に

顕著な功績があった者に授与される賞であり、学会として最

高の顕彰である。

一戸教授は２期４年間にわたって同会理事長を務め、

2018 年には奈良県にて第 15 回国際歯科麻酔学会を成功裏

に開催したほか、プロポフォールの静脈内鎮静法での審査情

報提供やメピバカインの伝達麻酔への適応拡大を果たしたこ

となどの功績により、本賞を受賞した。

一戸達也歯科麻酔学講座教授 日本歯科麻酔学会賞を受賞
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2022 年 11 月８日（火）、神田消防署三崎町出張所（東京都

千代田区）において、神田消防署の川原省太所長より、川元

琉聖さん（第１学年）、粟澤 歴さん（第２学年）、生化学講座

の間 奈津子講師の３名へ消防総監感謝状が授与された。

今回の感謝状授与は、2022 年 10 月 16 日（日）に開催さ

れた東京レガシーハーフマラソン 2022 において、心肺停止

となった走者の救命に貢献したとして表彰されたものであ

る。東京歯科大学新館前の白山通りで心肺停止となった走者

川元琉聖さん（第１学年）、粟澤 歴さん（第２学年）、間 奈津子講師
神田消防署より消防総監感謝状を授与

に気づいた川元さんが、神田消防署に 119 番通報を行った。

また一緒にいた粟澤さんは、新館入口から AED を探すため、

東京歯科大学学会受付を担当していた間講師に声をかけた。

すぐさま新館教務課前にある AED を取り出し、粟澤さんと

現場に向かった。この三人の迅速な連携と、現場に居合わせ

た方の協力により、倒れた走者は AED 処置を受けることが

できた。救急隊の到着時には心肺停止状態から回復し、一命

を取り留めたという。

▲表彰式後の記念撮影
（前列左より）川元さん、栗澤さん、間講師

▲取材の様子

▲受賞した根本大学院生（右）と病理学講座の松坂賢一教授。

根本 淳大学院生が Journal of Oral and Maxillofacial Sur-

gery Medicine, and Pathology 33: 348-353, 2021 に発表し

た「The effects of recombinant human basic fibroblast 

growth factor on nerve regeneration in a partial defect 

inferior alveolar nerve model in rabbits」と題する論文が日

本口腔外科学会学術奨励賞を受賞した。授賞式が 2022 年

11 月４日（金）から６日（日）に幕張メッセ（千葉市）において

開催された第 67 回日本口腔外科学会総会・学術大会で行わ

れた。

本論文は下歯槽神経部分損傷の実験動物モデルを作製し、

損傷直後に bFGF を応用することによって神経の再生を促す

という内容である。神経損傷実験動物モデルの作製と再生促

進という、将来の臨床応用に期待できる可能性が評価され

た。

根本 淳大学院生 日本口腔外科学会学術奨励賞を受賞
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学生会ニュース

2022 年７月３日（日）に風越公園アイスアリーナ（長野県）

において第 12 回軽井沢風越カップが開催され、本学アイス

スケート部の山崎愛礼さん（第１学年）、横谷杏林さん（第２

学年）、武井すみれさん（第４学年）が出場した。

この大会は、大人のフィギュアスケーターが出場できる

チャリティーを目的とした大会で、Ｓクラスは 18 歳以上

29 歳以下のクラス、Ｙクラスはフリーパフォーマンスのク

ラスである。個人戦のＳクラスにて横谷さんが優勝、団体戦

でのＹクラスにて山崎さん、横谷さん、武井さんの３名で構

成した本学が準優勝した。

今回参加した３名はいずれも幼少期からクラブチームで技

能を磨き、これまでも全国大会で上位入賞の実績があるが、

東京歯科大学として参加してこのような成績を収めたことは

本学にとっても大変うれしいニュースである。

アイススケート部は、学業とスケートの両立を目指して、

各自が日本学生氷上競技選手権大会や、東日本選手権に向け

て練習している。今後も応援を続けていきたい。

アイススケート部 軽井沢風越カップで個人優勝、団体準優勝

▲個人で優勝した横谷さん ▲団体で準優勝の Team TDC（左から武井さん、山崎さん、横谷さん）

10 月 15 日（土）、16 日（日）に ALSOK ぐんまアイスアリーナ（群馬

県）において開催された第 16 回東日本学生選手権大会（女子７・８級）

に、横谷杏林さん（第２学年）が出場した。華麗な演技を披露し、見事

10 位の成績を収め、2023 年１月４日（水）から開催予定の「第 95 回日

本学生氷上競技選手権大会（インカレ）フィギュアスケート競技」に出場

することが決定した。

▶華麗な演技を
披露する横谷
さん

横谷杏林さん（第２学年） 日本学生氷上競技選手権大会（インカレ）
に出場決定



32 307 号　2022年 12月 25日発行

学生会ニュース

◆運動部代表挨拶
　３年ぶりのデンタルがいよいよ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、
また、コロナへの感染に気を付けながら、活動中止の
期間を乗り越え、日々練習に励んできました。大会で
は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。

柔道部主将　高橋 和（第４学年）

◆選手宣誓
　宣誓。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。

ゴルフ部主将　竹村優輝（第４学年）

▲運動部代表挨拶を行う高橋さん

▲選手宣誓を行う竹村さん

▲運動部代表挨拶

▲選手宣誓

2022 年７月 15 日（金）午後６時より、水道橋校舎新館血

脇記念ホールにおいて、第 54 回全日本歯科学生総合体育大

会夏季大会結団式が３年ぶりに開催された。当日は、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点により、出場部門それぞれ

出席者は最大３名までと限定し開催した。

団結式は、笠原正貴学生部長の開会の辞に始まり、一戸達也

学長より激励のお言葉をいただき、柔道部主将の高橋 和さ

ん（第４学年）が運動部代表の挨拶、ゴルフ部主将の竹村優輝

さん（第４学年）が気合を込めて選手宣誓を行った。

第 54 回全日本歯科学生総合体育大会結団式開催
続いて、歯学体正評議員の伊藤優二郎さん（第４学年）司会

のもと、各クラブ名が呼名された。コロナ禍前は、各クラブ

主将より大会に向けた決意表明が行われていたが、今年度は

コロナ感染拡大防止の観点により言葉は発せず、呼名により

出席している部員全員が起立し気合のこもった礼をすること

で、決意表明に代えているように見られた。

最後に、参加者全員で校歌を心の中で斉唱し、閉式した。

なお、全国の新型コロナウイルス感染者数急増に伴い、残

念ながら第 54 回大会は中止となった。

▲真剣な面持ちで結団式に臨む歯学体出場者▲激励の言葉を述べる一戸学長
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2022 年８月 26 日（金）に、令和４年度スチューデント・ク

リニシャン・リサーチ・プログラム（SCRP）日本代表選抜大会

（主催 日本歯科医師会）が行われた。SCRP は、歯科学生自ら

研究を行い、研究発表を行うことにより、歯科医学を科学的な

目でとらえることのできる貴重な研究発表の場である。

一次審査を通過した本学代表の冨秋智博さん（第４学年）が

最終審査に挑んだ。冨秋さんは、ファカルティーアドバイ

ザーである口腔病態外科学講座の片倉 朗教授ならびに研究

指導協力者である口腔科学研究センターの大野建州講師、生

化学講座の間 奈津子講師、口腔病態外科学講座の小山 侑助

教の指導のもと、「ゾレドロン酸はＴ細胞依存的な免疫応答

を負に制御する」をテーマとして、ビスホスホネート系製剤

の一つであるゾレドロン酸の免疫機構への作用機序の一部を

解明した。オンラインでの英語によるプレゼンテーションお

よび質疑応答による審査の結果、冨秋さんは 21 名の出場者

の中、上位６名の優秀賞受賞を果たした。

▲一戸達也学長（左）と受賞した冨秋さん ▲受賞した冨秋さん（左から２番目）と指導いただいた（左から）小山助教、大野
講師、片倉教授、間講師

冨秋智博さん（第４学年） 令和４年度スチューデント・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
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図書館から

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。

下野正基・著
決定版 治癒の病理 臨床の疑問に基礎が答える
医歯薬出版 , 2022.

松久保隆・編著　佐藤涼一ほか・著
パッと見ておぼえられるまとめテーブル : 歯科医師・歯科衛生士　国試対策ブック衛生・公衆衛生・口腔衛
生・社会福祉・関係法規 2023
一世出版 , 2022

日常臨床で切り離すことができない「歯周疾患」、「象牙質・歯髄複合体」、「移植・再植・歯の移動」、「イ
ンプラント」について、臨床での疑問に対して実際に行った基礎研究の結果から得られたエビデンスを中心
にまとめられた本です。「臨床の疑問に基礎が答える」というサブタイトルのとおりで、臨床で疑問がわい
た時にこの本を読んでみると、疑問に対する解答がみつかると思われます。ぜひ、手にとってお読みくださ
い。 （村松 敬・保存修復学講座）

国家試験における衛生学の範囲は広く、正解を導くために法律に戻らなければならない問題も多くなって
います。しかし、学生が自力で関係法規と講義内容を紐づけるのは困難です。本書では国家試験で頻繁に出
題される関連法規と要点を表形式で覚えやすく再編成しました。昨年出版の 2022 に最新の統計データや国
家試験内容を加筆しておりますので、ぜひ国家試験前の知識確認や日々の勉強に活用してください。

 （佐藤涼一・衛生学講座）

歯学部生は 2012 年度より授業「情報科学」、短期大学生

は 2018 年度より授業「情報リテラシー」にて、友人に薦め

たい図書を紹介する課題を実施している。また、例年、教職

員から図書推薦を募っており、専門書・教養書に関わらず、

推薦された図書の整備を行っている。それら推薦された図書

の一覧を図書館ホームページにて紹介し、現在は約 1,000

冊の図書に対して約 1,600 件のレビューが登録されている。

合わせて、大学広報にて紹介を行っている本学教員著書に

ついてもレビューが登録されているので、ぜひご覧いただき

たい。

推薦図書とレビューのご案内

▲推薦図書へのアクセスは、図書館ホームページ左側メニューの「資料を探す」内「推薦図書」から
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2008 年２月に一般公開を開始した東京歯科大学学術機関

リポジトリ登録数が、2022 年 10 月に 5,000 件となった。

5,000 件目の登録コンテンツは口腔インプラント学講座の

小田由香里助教の論文「Marginal bone loss and the risk 

indicators of fixed screw-retained implant-supported 

prostheses and fixed telescopic-retained implant-supported 

prostheses in full arch: A retrospective case-control study」

であった（本文 URL：https://hdl.handle.net/10130/5954）。

1,000 件、2,000 件の登録を記念して実施してきたインタ

ビューを、この度 5,000 件の登録記念として 10 年振りに

行ったので、その内容を以下 URL および QR コードよりご

覧いただきたい。

＊　＊　＊

東京歯科大学オープンアクセス方針に基づき、学術雑誌に

掲載された論文の原稿提供依頼を実施しております。引き続

きご協力よろしくお願いします。

東京歯科大学学術機関リポジトリの登録コンテンツ数が 5,000 件に

▲リポジトリ記念インタビュー（https://ir.tdc.ac.jp/irucaa/interview.jsp）
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短期大学ニュース

2022 年６月 19 日（日）ならびに８月７日（日）、2023 年

度に短期大学への入学希望者を対象とした第２回および第３

回オープンキャンパス・入試説明会が、両日とも午前・午後

の２回に分けて開催された。

第２回オープンキャンパス・入試説明会は、水道橋校舎本

館短期大学教室とセミナー室において開催された。教員紹介

のあと、鳥山佳則短期大学学長の挨拶に続いて、菅野亜紀短

期大学教務部長による短期大学の概要、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が行われた。続い

て、新型コロナウイルス感染症感染拡大対策の観点から参加

者を２グループに分け、体験実習と施設見学が交代で行われ

た。体験実習では、短期大学実験室において、教員・専攻科

生とともに歯科衛生士業務の一端を体験することを目的に、

ディスプレイに流れるデモンストレーションに合わせて、顎

模型を取り付けたファントームへのバキューム操作や歯面清

掃が行われた。施設見学では、小グループに分かれ、教員と

専攻科生の案内により水道橋校舎本館西棟短期大学実習室、

2022 年度東京歯科大学短期大学
第２回および第３回オープンキャンパス・入試説明会開催

臨床実習の主体となる水道橋病院診療室、水道橋校舎本館図

書館の見学が行われた。

第３回オープンキャンパス・入試説明会は、水道橋校舎本

館短期大学第１教室とセミナー室において開催された。第２

回と同様の短期大学に関する説明が行われた後、口腔健康科

学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室の大久保真衣准教

授による模擬授業が行われた。模擬授業は短期大学に入学し

た際のイメージをつかんでもらうことを目的に行われ、参加

者は緊張した面持ちで一生懸命聴講している様子であった。

その後教員の案内により、水道橋校舎西棟短期大学実習室お

よび水道橋病院診療室の見学を行った。

第２回・第３回とも施設見学終了後に、水道橋校舎本館セ

ミナー室において、希望者に対して個別相談が行われた。相

談内容は、入学試験、学生生活、専攻科への進学、学費・奨

学金、授業内容、就職先などの多岐にわたり、教職員および

専攻科生が対応にあたった。

▲参加者へ説明する菅野短期大学教授

◀短期大学実験室において実習を行う参加者

▲参加者へ模擬授業を行う大久保准教授
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2022 年 10 月３日（月）午前 10 時より、水道橋校舎本館

第２講義室において、第２学年 52 名の臨床・臨地実習開始

式が挙行された。片田英憲教学部長の司会のもと、鳥山佳則

短期大学学長、山下秀一郎水道橋病院長、松浦信幸市川総

合病院歯科教育主任、片倉 朗千葉歯科医療センター長によ

2022 年 11 月５日（土）午前９時より、オンラインにて、

2022 年度修学指導に関する保護者説明会が開催され、109

名の保護者が参加した。

片田英憲学生部長の司会のもと、まず第１～３学年の保

護者全体へ、鳥山佳則短期大学学長による挨拶、安松啓子

研究部長による卒業研究の実施方針、菅野亜紀教学部長お

る訓示を賜り、次いで臨床実習生を代表してエーサン・ビ

シャールさんが誓詞を述べた。

臨床実習生は入学後１年半における講義、基礎実習で獲得

した学修成果をさらに深めるべく、緊張の面持ちで式に臨

み、決意を新たにしていた。

よび片田英憲学生部長による修学指導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などの説明

が行われた。

また希望者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。

▲臨床実習生に挨拶する山下水道橋病院長

▲ 2022年度臨床・臨地実習開始式集合写真

▲誓詞を読む第２学年代表のエーサン・ビシャールさん

2022 年度東京歯科大学短期大学第２学年 臨床・臨地実習開始式挙行

修学指導に関する保護者説明会開催
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人物往来

国内見学者来校

水道橋校舎・水道橋病院

■東京歯科大学短期大学

日　　時：① 2022 年 7月 19日（火）講義終了後〜17:30

　　　　　② 2022 年 7月 20日（水）13:20〜14:45

　　　　　③ 2022 年 7月 7日（木）15:00〜16:25

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：�① 1学年 55名（引率者 2名）、② 2学年 52名

（引率者 2名）、③ 3学年 47名（引率者 2名）

■一般社団法人南埼玉郡市医師会　久喜看護専門学校

日　　時：2022 年 7月 21日（木）10:00〜12:00

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：学生 40名（引率者 2名）

■大宮歯科衛生士専門学校

日　　時：2022 年 7月 21日（木）14:00〜16:00

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：第 3学年 41名（引率者 2名）

■埼玉県立常盤高等学校

日　　時：① 2022 年 7月 22日（金）14:00〜16:00

　　　　　② 2022 年 7月 25日（月）10:00〜12:00

　　　　　③ 2022 年 8月 29日（月）10:00〜12:00

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：①看護専攻科 2学年　74名（引率者 3名）

　　　　　②看護専攻科 1学年　78名（引率者 4名）

　　　　　③看護専攻科 1学年　78名（引率者 5名）

■太陽歯科衛生士専門学校

日　　時：① 2022 年 7月 22日（金）10:00〜12:00

　　　　　② 2022 年 8月 23日（火）14:00〜16:00

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：①昼間部 1学年　84名（引率者 3名）

　　　　　②夜間部 1学年　31名（引率者 2名）

■国際医療福祉専門学校

日　　時：�① 2022 年 7月 27日（水）10:00〜12:00、14:00

〜16:00

　　　　　�② 2022 年 8月 2日（火）10:00〜12:00、14:00

〜16:00

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：�① 10 時から 50名（引率者 8名）、14時から 53

名（引率者 8名）

　　　　　②各回　67名（引率者 8名）

■学校法人村上学園　専門学校日本医科学大学校

日　　時：2022 年 7月 28日（木）10:00〜12:00

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：�視能訓練士科 20名、看護師科 70名�

（引率者 6名）

■関東鍼灸専門学校

日　　時：2022 年 8月 3日（水）14:00〜

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：第 2学年 34名、第 3学年 33名（引率者 3名他）

■埼玉県立大学

日　　時：2022 年 8月 23日（火）9:30〜16:30

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：30名（引率者 1名）

■学校法人近藤学園さいたま柔整専門学校

日　　時：2022 年 8月 24日（水）10:00〜12:00

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：2年生 50名、3年生 69名（引率者 8名）

■二葉看護学院

日　　時：2022 年 8月 30日（火）10:00〜12:00

見学施設：解剖実習室

見 学 者：�保健看護学科　1年生 29名、2年生 32名�

（引率者 3名）

■茨城歯科専門学校

日　　時：2022 年 8月 31日（水）10:00〜12:00

見学施設：解剖実習室、標本室

見 学 者：学生 105 名（引率者 7名）

■特定非営利活動法人東京発アジアの子どもたちに微笑みの

輪を広げる無償医療ネットワーク

日　　時：2022 年 7月 23日（土）15:00〜18:00

使用場所：水道橋校舎本館　第 3講義室（13F）

目　　的：�東京発アジアの子どもたちに微笑みの輪を広げる

無償医療ネットワークの理事会、通常総会実施の

ため

■公益社団法人　日本小児歯科学会

対 象 日：① 2022 年 9月 4日（日）9:00〜14:00

　　　　　② 2022 年 9月 4日（日）12:00〜18:00
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海外出張

使用場所：①水道橋校舎本館 13階　第 3講義室

　　　　　�②水道橋校舎本館 13階　第 2講義室、7、8、

9、10セミナー室

■東京歯科大学短期大学同窓会

対 象 日：2022 年 10 月 16日（日）10:00〜12:00

使用場所：水道橋校舎本館 13階　第 1講義室

市川総合病院

■東邦鎌谷病院（耳鼻科医師 1 名）

2022 年 6月 3日（金）　手術室見学

■独立行政法人国立病院機構東京医療センター（眼科医師 1 名）

2022 年６月８日（水）　眼科外来、第二部手術室、角膜セン

ター見学

■千葉大学医学部附属病院（眼科医師 1 名）

2022 年６月 16日（木）、７月７日（木）　第二部手術室見学

■医療法人桜仁会安岡眼科（眼科医師 1 名）

2022 年６月 20日（月）　第二部手術室

■新松戸中央総合病院（腎臓内科医師 1 名）

2022 年６月 22日（水）　手術室見学

■川崎市立井田病院（初期研修医 1 名）

2022 年６月 24日（金）　眼科外来、第二部手術室、�

角膜センター見学

■国立国際研究医療センター国府台病院（初期研修医 1 名）

2022 年７月５日（火）　眼科外来、第二部手術室、�

角膜センター見学

■梅森たかせ眼科（眼科医師 1 名）

2022 年８月 12日（金）　眼科外来見学

■川越あさひ眼科（眼科医師 1 名）

2022 年８月 12日（金）　眼科外来見学

■日本医歯薬専門学校（学生 2 名）

2022 年８月 22日（月）　眼科外来・第二部手術室見学

■自治医科大学附属さいたま医療センター（後期研修医 1 名）

2022 年 8月 22日（月）　眼科外来・第二部手術室・�

角膜センター見学

■齋藤 淳教授（歯周病）

EuroPerio10 での参加・発表のため、6月 13日（月）�から 6

月 20日（月）�までデンマーク・コペンハーゲンへ出張。

■伊東真吾助教（市病・麻酔科）

Euro�Anaesthesia2022 での発表のため、6月 2日（木）�から

6月 8日（水）�までイタリア・ミラノへ出張。

■笠原典夫講師（組織・発生学）

研究打ち合わせのため、6月 20日（月）�から 6月 29日（水）�

までドイツ・マールブルグへ出張。

■小谷地雅秀助教（口腔病態外科学）

72.KONGRESS&PRAXISFUHRUNGSSEMINAR 第 10 回日独

セッションへの参加・発表のため、6月 27日（月）�から 7月

3日（日）�までドイツ・ドレスデンへ出張。

■長谷川博俊教授（市病・外科）

EAES2022（欧州内視鏡外科学会）での発表のため、7月 4日

（月）�から 7月 9日（土）�までポーランド・クラクフへ出張。

■田坂彰規准教授、伊東紘世大学院生、加藤雄人大学院生

（パーシャルデンチャー補綴）

ドイツ・ハイデルベルク大学補綴科での共同研究の打ち合わ

せ及び歯科補綴学教育及び臨床の視察、2022PER-IADR�

Oral�Health�Reseach�Congress�in�Marseille の参加のため、9

月 11日（日）�から 9月 19日（月）�までドイツ・ハイデルベ

ルク、フランス・パリへ出張。

■齋藤 淳教授（歯周病）

第 108 回アメリカ歯周病学会共催日本臨床歯周病学会・日

本歯周病学会 2022 年大会への参加・発表・座長。会議出席

のため、10月 26日（水）�から 11月 1日（火）�までアメリカ

合衆国・アリゾナへ出張。

■ 勢島 典講師、山下慶子助教、小谷地 咲レジデント、 

村上 侑レジデント（歯周病）

第 108 回アメリカ歯周病学会共催日本臨床歯周病学会・日

本歯周病学会 2022 年大会への参加・発表のため、10月 26

日（水）�から 11月 1日（火）�までアメリカ合衆国・アリゾナ

へ出張。
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人物往来

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科）

21th�general�meeting�of�the�international�society�of�limb�

salvage での口演発表のため、9月 5日（月）�から 9月 11日

（日）�までアメリカ合衆国・ロサンゼルスへ出張。

■ビッセン弘子特任教授（水病・眼科）

European�Society�of�Cataract�and�Refractive�Surgeons

（ESCRS）への参加・発表のため、9月 17日（土）�から 9月

21日（水）�までイタリア・ミラノへ出張。

■島﨑 潤教授（市病・眼科）

World　Cornea�Conference�VIII および American�Academy�

of�Ophthalmology での発表のため、9月 27日（火）�から 10

月 3日（月）�までアメリカ合衆国・シカゴへ出張。

■穴澤卯圭教授（市病・整形外科）

2022�49th�Annual�Meeting:ISS�Musculoskeletal�Diagnostic�

Meeting への参加・発表のため、10月 22日（土）�から 10

月 30日（日）�までスペイン・バルセロナへ出張。

■佐々木 文教授（市病・臨床検査科）

2022�49th�Annual�Meeting:ISS�Musculoskeletal�Diagnostic�

Meeting への参加・発表のため、10月 22日（土）�から 10

月 28日（金）�までスペイン・バルセロナへ出張。

■小橋優子講師（市病・放射線科）

2022�49th�Annual�Meeting:ISS�Musculoskeletal�Diagnostic�

Meeting への参加・発表のため、10月 22日（土）�から 10

月 29日（土）�までスペイン・バルセロナへ出張。

■井上仁人教授（市病・心臓血管外科）

第 23回アジア血管外科学会（ASVS2022）への参加・発表の

ため、10月 21日（金）�から 10月 23日（日）�まで台湾・台

北へ出張。

■山本 仁副学長（大学）、石塚洋一准教授（衛生学）

イエテボリ大学歯学部との学術協定締結及び、Elective�

Study�Programの打ち合わせ・下見のため、10月 9日（日）�

から 10月 14日（金）�までスウェーデン・イエテボリへ出

張。



41307 号　2022年 12月 25日発行

大学日誌

2022 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 金
短大水道橋病院臨床実習小委員会

［防火・防災安全自主点検日］
収支改善委員会
こどもサポートチーム運営会議

2 土

3 日

4 月 薬事委員会

5 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

6 水 水病薬事委員会
給食運営会議
臨床検査運営委員会

7 木 感染制御委員会、プログラム委員会 診療録整備部会

8 金 短大千葉歯科医療センター臨床実習指導者委員会

9 土

10 日

11 月 医療安全管理委員会 研修管理小部会

12 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

13 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、水病リスクマネージメント部会

図書委員会、救急委員会
ICU 運営委員会、CPC

14 木 短大水道橋病院臨床実習指導者委員会

患者サービス向上委員会
脳卒中センター運営会議
地域連携委員会、手術室運営委員会
治験審査委員会 ･ 倫理審査委員会
地域連携パス検討小委員会
内視鏡室委員会

15 金
第 154 回倫理審査委員会・第 95 回利益相反委員会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

NST カンファレンス
診療材料検討委員会
栄養管理委員会

16 土
1〜4 年生 夏季休暇開始（〜8/29）
入試ガイダンス・オープンキャンパス

緩和ケア研修会

17 日

18 月 海の日

19 火 第 4 回図書館事務連絡会 緩和ケア委員会

20 水
水病治験審査委員会

［機器等安全自主点検日］

褥瘡対策委員会、輸血療法委員会
診療記録委員会 ･ 情報システム委員会
保険診療委員会 ･DPC 症例検討委員会

21 木

TDC ビル協議会、水病診療録指導委員会
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
水病第 1 回地域医療連携委員会

部長会、衛生委員会

22 金 第 2 回図書委員会 業務改善委員会

衛生委員会
千葉歯科医療センター協議会
個人情報保護部会、診療材料検討部会
リスクマネージャー・ICT 部会

23 土

24 日

25 月
キャンサーボード
市川リレーションシップカンファレンス

医療連携部会

26 火 衛生委員会、水病教職員研修会
クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

27 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

高難度新規医療技術等評価室運営会議
骨粗鬆症カンファレンス

28 木
管理診療委員会
バスキュラーボード症例検討会
説明と同意の質向上委員会

29 金 リスクマネージャー会議

30 土

31 日
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大学日誌

2022 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 月 ［防火・防災安全自主点検日］

2 火 緩和ケア委員会

3 水 臨床検査運営委員会（メール開催）

4 木
臨床研修医採用試験
感染制御委員会
災害対策委員会

5 金 短大水道橋病院臨床実習小委員会 こどもサポートチーム運営会議

6 土 入試ガイダンス・オープンキャンパス

7 日 短大オープンキャンパス・入試説明会

8 月

9 火 水病給食委員会 緩和ケア委員会

10 水 水病リスクマネージメント部会 CPC

11 木

12 金 短大千葉歯科医療センター臨床実習指導者委員会

13 土

14 日

15 月 ［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］ 医療安全管理委員会

16 火 水病褥瘡対策委員会

17 水

18 木 水病医療安全管理委員会（メール配信）
衛生委員会（メール開催）
臨床研修医採用試験

19 金 NST カンファレンス 衛生委員会

20 土 ［機器等安全自主点検日］

21 日

22 月

23 火 選書 緩和ケア委員会

24 水

25 木
TDC ビル協議会
水病医療安全地域連携加算施設間の相互チェック

医療連携講演会

26 金 給食運営会議

27 土

28 日 入試ガイダンス・オープンキャンパス

29 月

30 火
1〜4 年生授業再開、6 年生第 2 回総合学力試験

（〜8/31）

31 水
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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

診療録整備部会

2 金 短大水道橋病院臨床実習小委員会 こどもサポートチーム運営会議

3 土

4 日 水病研修歯科医選考試験

5 月 薬事委員会

6 火 水病感染予防対策チーム委員会

7 水 水病薬事委員会 臨床検査運営委員会

8 木 短大水道橋病院臨床実習指導者委員会 地域連携委員会、手術室運営委員会

9 金 短大千葉歯科医療センター臨床実習指導者委員会 治験審査委員会 ･ 倫理審査委員会

10 土

11 日

12 月 1〜4 年生前期授業終了 医療安全管理委員会 研修管理小部会

13 火
1〜4 年生前期授業（予備日）、臨床教授連絡会
全体教授会、人事委員会

肺血栓塞栓症予防検討委員会

14 水
1〜4 年生前期定期試験（〜9/29）、基礎教授連絡会
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、CPC

15 木

第 5 回図書館事務連絡会、水病診療録指導委員会
水病倫理委員会
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

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

患者サービス向上委員会
部長会、衛生委員会
説明と同意の質向上委員会

16 金 第 155 回倫理審査委員会・第 96 回利益相反委員会
NST カンファレンス
栄養管理委員会

17 土

18 日

19 月 敬老の日

20 火
第 3 回図書委員会

［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
個人情報保護部会
医療安全管理部会
感染予防対策部会
リスクマネージャー・ICT 部会
診療材料検討部会
薬事部会

21 水
褥瘡対策委員会、輸血療法委員会
診療材料検討委員会

22 木 TDC ビル協議会

脳卒中センター運営会議
管理診療委員会
バスキュラーボードカンファレンス
内視鏡室委員会

23 金 秋分の日

24 土
5 年生第 1 回総合学力試験、
入試ガイダンス・オープンキャンパス

25 日

26 月
キャンサーボード
第 36 回市川リレーションシップカン
ファレンス

医療連携部会

27 火 衛生委員会、水病教職員研修会 クリニカルパス委員会

28 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

診療記録委員会 ･ 情報システム委員会

29 木 リスクマネージャー会議

30 金 1〜4 年生 後期授業開始 業務改善委員会

2022 年 9 月
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大学日誌

2022 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 土 ［防火・防災安全自主点検日］

2 日

3 月

4 火 水病感染予防対策チーム委員会 緩和ケア委員会

5 水 水病薬事委員会
2022 年度第 1 回総合防災訓練
臨床検査運営委員会

6 木 プログラム委員会 診療録整備部会

7 金 短大水道橋病院臨床実習小委員会 こどもサポートチーム運営会議

8 土

9 日 TDC ビル（本館・別館・西棟）全館停電

10 月 スポーツの日

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
救急委員会
ICU 運営委員会
診療材料検討委員会

13 木 短大水道橋病院臨床実習指導者委員会
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会

14 金 短大千葉歯科医療センター臨床実習指導者委員会

15 土
第 314 回東京歯科大学学会・総会

［環境清掃日］［危険物・危険薬品廃棄処理日］

16 日 第 314 回東京歯科大学学会・総会

17 月 医療安全管理委員会 研修管理小部会

18 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

緩和ケア委員会

19 水 選書、大学院運営委員会、大学院研究科委員会

20 木

TDC ビル協議会、第 6 回図書館事務連絡会
水病診療録指導委員会
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

［機器等安全自主点検日］

部長会、衛生委員会
説明と同意の質向上委員会

21 金 第 156 回倫理審査委員会・第 97 回利益相反委員会 NST カンファレンス

22 土

23 日

24 月 国際交流部運営委員会 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
個人情報保護部会
医療安全管理部会
感染予防対策部会
リスクマネージャー・ICT 部会
診療材料検討部会

25 火 衛生委員会
クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会
外来運営委員会

26 水
水病業務連絡会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会

診療記録委員会 ･ 情報システム委員会
高難度新規医療技術等評価室運営会議
保険診療委員会 ･DPC 症例検討委員会

27 木
6 年生第 3 回総合学力試験（〜10/28）、
水病教職員研修会

管理診療委員会

28 金

29 土

30 日

31 月
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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

2 水
教職員インフルエンザワクチン接種
水病薬事委員会

教職員インフルエンザワクチン接種
臨床検査運営委員会

3 木 文化の日

4 金
教職員インフルエンザワクチン接種
短大水道橋病院臨床実習小委員会

こどもサポートチーム運営会議
治験審査委員会 ･ 倫理審査委員会

5 土 短大修学指導に関する保護者説明会

6 日

7 月
水道橋・会計士監査
短大教授会

教職員インフルエンザワクチン接種
薬事委員会

8 火 緩和ケア委員会

9 水
解剖慰霊祭、水病リスクマネージメント部会
短大教授会

救急委員会、CPC
ICU 運営委員会

10 木 短大水道橋病院臨床実習指導者委員会
感染制御委員会、地域連携委員会
患者サービス向上委員会
手術室運営委員会、プログラム委員会

診療録整備部会

11 金
千葉・会計士監査
短大千葉歯科医療センター臨床実習指導者委員会

教職員インフルエンザワクチン接種

12 土 短大学校推薦型選抜／学士選抜試験

13 日

14 月 市川・会計士監査（〜11/15）、短大教授会 公認会計士中間監査（〜11/15）

15 火
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］

教職員インフルエンザワクチン接種
緩和ケア委員会

16 水
水道橋・会計士監査、基礎教授連絡会
大学院運営委員会、大学院研究科委員会

診療記録委員会 ･ 情報システム委員会
褥瘡対策委員会、輸血療法委員会
診療材料検討委員会

17 木

短大卒業研究発表会、第 7 回図書館事務連絡会
水病診療録指導委員会
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

脳卒中センター運営会議
部長会、衛生委員会
説明と同意の質向上委員会
内視鏡室委員会

18 金
水道橋・会計士監査
第 157 回倫理審査委員会・第 98 回利益相反委員会

NST カンファレンス
栄養管理委員会

千葉歯科医療センター
医療連携協議会

19 土

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

21 月 ［機器等安全自主点検日］ 医療安全管理委員会

22 火
第 4 回図書委員会、水病業務連絡会、衛生委員会
水病データ管理者会議・診療録管理委員会

クリニカルパス委員会
緩和ケア委員会

23 水 勤労感謝の日

24 木
TDC ビル協議会
水病教職員研修会

管理診療委員会
バスキュラーボードカンファレンス

25 金
リスクマネージャー会議
業務改善委員会

千葉歯科医療センター協議会
医療安全管理部会
感染予防対策部会
リスクマネージャー・ICT 部会
薬事部会

26 土 短大専攻科入学試験（Ⅰ期）

27 日

28 月 短大教授会、国際交流部運営委員会
キャンサーボード
市川リレーションシップカンファレン
ス

29 火
防災訓練【消火器 ･ 屋内消火栓】
緩和ケア委員会

30 水 水病臨床研修歯科医全体集合 2022 年度第 2 回医療安全講演会

2022 年 11 月
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学校法人会計で資金収支計算書を作成する目的は、第一に

当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の内容

を明らかにすること、第二に当該会計年度での支払資金の収

入と支出とその顛末を明らかにすることである。当該年度は

もとより、前年度以前あるいは次年度以降の諸活動に関する

資金も含め、当該会計年度の中で実際に動きのあった全ての

支払い資金（現金預金）の収支の動きを明らかにするため調整

項目を設けている。また、その他の収入・資産運用支出の科

目は、繰り返し発生する年中の資金の出入りを総額で表示し

ているため大きな額となっている。

令和 3年度の（収入の部）では、補助金収入で新型コロナ

ウイルス感染症関連の補助金などがあり、対予算で約 2億

6,600 万円増、対前年で約 12億 2,000 万円増となった。ま

た、医療収入でも診療単価の増や前年比で外来患者数が増え

たことなどにより、対予算で約 11億 7,300 万円増、対前年

で約 22億 200 万円増となった。雑収入の対予算増は、主

に臨時的な退職者の退職金財団交付金の増やその他の雑収入

の増によるものである。前受金収入は、大学・短期大学の令

和 4年度入学生からの学納金ほかである。その他の収入は、

各特定資産からの繰入収入、前期末未収入金収入、貸付金回

収収入などである。以上、収入の総額から資金収入調整勘定

の期末未収入金・前期末前受金などを差し引いた収入の部小

資金収支計算書

計は、約 508 億 2,300 万円となった。前年度繰越支払資金

約 38億 2,100 万円を加えた収入の部合計は、約 546 億

4,400 万円となった。

一方、（支出の部）では、人件費は対予算で約 4億 4,500

万円減、対前年度でやや減となった。教育研究経費では、医

療収入の増に伴い医療経費が増、また千葉校舎の建物解体に

かかる解体撤去費などがあったため、対前年では約 14億

6,300 万円の増となったが、対予算では約 2億 7,100 万円

の減となった。管理経費も同様に千葉校舎の建物解体にかか

る解体撤去費などがあり、対前年で約 5億 100 万円の増と

なったが、対予算では約 5,600 万円の減となった。

施設関係支出は、市川総合病院歯科診療棟工事完成の次年

度持ち越しなどにより、対予算で約 13億 9,500 万円の減、

設備関係支出が対予算で約 5億 3,300 万円の減となった。

資産運用支出は、退職給与引当特定資産への繰入支出・減価

償却引当特定資産への繰入支出などを総額表示している。そ

の他の支出は、貸付金支払支出、前期末未払金支払支出など

である。

以上、支出総額から資金支出調整勘定の期末未払金等を差

し引いた支出の部小計は、約 502 億 1,500 万円となり、支

払資金約 44億 2,900 万円が次年度へ繰越となった。

令和 3年度財務の概要

財務の概要
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財務の概要

令和 3年度　資金収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで� （単位：千円）

科　目 令和 3年度予算 令和 3年度決算 差　異 令和 2年度決算 増　減

（収入の部）

� 1．学生生徒等納付金収入 4,857,190 4,890,994 33,804 4,826,451 64,543

� 2．手数料収入 43,400 51,937 8,537 50,515 1,422

� 3．寄付金収入 42,230 80,089 37,859 221,015 △ 140,926

� 4．補助金収入 2,648,890 2,915,348 266,458 1,694,909 1,220,439

� � 　（国庫補助金収入） （931,970） （1,080,123） （148,153） （1,171,284） （△ 91,161）

� � 　（地方公共団体補助金収入） （1,715,020） （1,833,325） （118,305） （521,726） （1,311,599）

� � 　（学術研究振興資金収入） （1,500） （1,500） （-） （1,500） （-）

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

� 5．資産売却収入 - - - - （-）

� 6．付随事業・収益事業収入 498,500 518,890 20,390 624,245 △ 105,355

� 7．医療収入 19,414,990 20,587,930 1,172,940 18,385,771 2,202,159

� 8．受取利息・配当金収入 4,990 5,046 56 5,055 △ 9

� 9．雑収入 628,520 719,777 91,257 873,787 △ 154,010

10．借入金等収入 - - - - -

11．前受金収入 1,254,020 1,198,039 △ 55,981 1,314,316 △ 116,277

12．その他の収入 25,252,810 25,101,414 △ 151,396 25,117,468 △ 16,054

13．資金収入調整勘定 △ 4,734,780 △ 5,246,730 △ 511,950 △ 5,095,393 △ 151,337

小計 49,910,760 50,822,734 911,974 48,018,140 2,804,594

14．前年度繰越支払資金 3,755,470 3,821,015 65,545 4,104,388 △ 283,373

収入の部合計 53,666,230 54,643,748 977,518 52,122,528 2,521,220

（支出の部）

� 1．人件費支出 12,929,950 12,485,122 △ 444,828 12,498,191 △ 13,069

� 2．教育研究経費支出 10,128,350 9,857,392 △ 270,958 8,394,496 1,462,896

� 3．管理経費支出 2,918,670 2,862,406 △ 56,264 2,361,271 501,135

� 4．借入金等利息支出 18,230 18,230 0 20,337 △ 2,107

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

� 6．施設関係支出 2,335,850 941,246 △ 1,394,604 2,919,946 △ 1,978,700

� 7．設備関係支出 1,401,960 869,158 △ 532,802 1,019,879 △ 150,721

� 8．資産運用支出 19,595,320 23,019,488 3,424,168 21,166,243 1,853,245

� 9．その他の支出 1,603,430 1,693,442 90,012 1,919,334 △ 225,892

10．［予備費］ （193,210）

102,190 △ 102,190

11．資金支出調整勘定 △ 1,412,470 △ 1,821,054 △ 408,584 △ 2,287,464 466,410

小計 49,910,760 50,214,709 303,949 48,301,514 1,913,195

12．次年度繰越支払資金 3,755,470 4,429,039 673,569 3,821,015 608,024

支出の部合計 53,666,230 54,643,748 977,518 52,122,528 2,521,220

※科目ごとに千円未満で四捨五入しているため、合計などにおいて差異が生じる場合がある。
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令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで� （単位：千円）

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

科　目 金　額

学生生徒等納付金収入 4,890,994

手数料収入 51,937

特別寄付金収入 65,662

一般寄付金収入 2,664

経常費等補助金収入 2,853,664

付随事業収入 188,727

医療収入 20,587,930

雑収入 715,683

教育活動資金収入計 29,357,262

支
出

人件費支出 12,485,122

教育研究経費支出 9,857,392

＜教育研究経費支出＞ 〈3,319,310〉

＜医療経費支出＞ 〈6,538,082〉

管理経費支出 2,858,995

＜管理経費支出＞ 〈2,858,995〉

教育活動資金支出計 25,201,509

差引 4,155,752

調整勘定等 99,900

教育活動資金収支差額 4,255,652

施
設
整
備
等
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

施設設備寄付金収入 11,763

施設設備補助金収入 61,684

減価償却引当特定資産取崩収入 16,308,393

大学移転寄付金特定資金取崩収入 38,053

施設整備等活動資金収入計 16,419,893

支
出

施設関係支出 941,246

設備関係支出 869,158

減価償却引当特定資産繰入支出 18,115,802

大学移転寄付特定資金繰入支出 11,763

施設整備等活動資金支出計 19,937,968

差引 △ 3,518,075

調整勘定等 △ 73,610

施設整備等活動資金収支差額 △ 3,591,685

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資
金収支差額）

663,966

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

退職給与引当特定資産取崩収入 4,837,714

大学奨学金特定資産取崩収入 4,501

貸付金回収収入 76,454

預り金受入収入 17,166

　小計 4,935,835

受取利息・配当金収入 5,046

収益事業収入 330,163

過年度修正収入 4,094

その他の活動資金収入計 5,275,138

支
出

借入金等返済支出 289,280

退職給与引当特定資産繰入支出 4,884,198

大学奨学金特定資産繰入支出 7,725

貸付金支払支出 126,770

仮払金支払支出 1,416

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

支
出

敷金保証金支払支出 5

　小計 5,309,393

借入金等利息支出 18,230

為替換算差額支出 2

過年度修正支出 3,409

その他の活動資金支出計 5,331,033

差引 △ 55,895

調整勘定等 △ 47

その他の活動資金収支差額 △ 55,942

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支
差額）

608,025

前年度繰越支払資金 3,821,015

翌年度繰越支払資金 4,429,039

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

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。� （単位：千円）

項目
資金収支計算
書計上額

教育活動によ
る資金収支

施設設備等
活動による
資金収支

その他の活
動による資
金収支

前受金収入 1,198,039 1,198,039 - -

前期末未収入金収入 3,819,132 3,777,314 41,818 -

期末未収入金 △ 3,923,447 △ 3,912,011 △ 11,436 -

前期末前受金 △ 1,323,283 △ 1,323,283 - -

収入計 △ 229,559 △ 259,941 30,382 -

前期末未払金支払支出 1,477,568 1,353,806 123,312 450

期末未払金 △ 1,729,850 △ 1,710,127 △ 19,320 △ 403

長期前払費用支払支出 2,395 2,395 - -

短期前払費用支払支出 85,289 85,289 - -

前期末短期前払費用 △ 90,826 △ 90,826 - -

前渡金支払支出 △ 378 △ 378 - -

支出計 △ 255,802 △ 359,841 103,992 47

収入計─支出計 26,243 99,900 △ 73,610 △ 47

令和 3年度　活動区分資金収支計算書
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財務の概要

令和 3年度決算での教育活動収支差額は約 14億 7,500

万円の黒字で、教育活動外収支を含めた経常収支差額も約

17億 9,200 万円の黒字となり、対予算で約 23億 9,400 万

円の黒字増となっている。特別収支では、令和 3年度は千

葉校舎の建物解体などにかかる資産処分差額約 17億 7,700

万円を計上しており、特別収支差額は約 16億 8,300 万円の

赤字であるが、対予算では約 9,100 万円のプラスとなって

いる。特別収支を含めた基本金組入前当年度収支差額は約 1

億 900 万円で、対予算で約 25億 6,800 万円の増、対前年

では約 5億 8,500 万円の減となった。

事業活動収入計は約 297 億 9,300 万円で、対予算で約 16

億 4,200 万円増となった。経常費等補助金での約 2億 500

万円増、医療収入での約 11億 7,300 万円増などが主な要因

である。

一方、事業活動支出計は約 296 億 8,400 万円となり、対

予算で約 9億 2,600 万円の減となった。医療経費が医療収

入の増に伴い増えたが、人件費、教育研究経費、管理経費は

予算内の執行となった。

基本金組入額は、新たな固定資産の取得額から本年度の除

却および廃棄する固定資産の額を差し引いた額を組み入れ

事業活動収支計算書

た。基本金組入額は約 12億 4,700 万円で、主な要因は、水

道橋校舎本館 11階、12階用途変更工事、本館エレベー

ター更新工事などである。第 4号基本金組入額は、恒常的

に保持すべき資金を組み入れるが、令和 3年度は要組入額

が前年度を下回ったため新たな組入はない。基本金取崩額は

約 2,100 万円を計上した。

前年度決算との比較でみると、前年度は、年度当初から拡

大した新型コロナウイルスの影響により医療収入が大きく落

ち込んだが、令和 3年度は対前年で約 22億 200 万円の増

と 1割強の増収となった。新型コロナ対策の補助金も約 19

億円を計上し、経常費等補助金は対前年で約 12億 3,500 万

円増となり、教育活動収入は対前年で約 32億 1,400 万円の

増となった。教育活動支出は、教育研究経費のうち教育研究

経費で約 7億 3,200 万円の増、医療経費で約 7億 7,500 万

円の増、管理経費は約 5億 1,800 万円の増で、合計約 20

億 3,000 万円の増となった。教育活動収支差額は約 14億

7,500 万円で対前年比約 11億 8,400 万円の増、経常収支差

額は約 17億 9,200 万円で対前年比約 10億 7,100 万円の増

となった。
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令和 3年度　事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで� （単位：千円）

科　目 令和 3年度予算 令和 3年度決算 差　異 令和 2年度決算 増　減

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

1．学生生徒等納付金 4,857,190 4,890,994 33,804 4,826,451 64,543

2．手数料 43,400 51,937 8,537 50,515 1,422

3．寄付金 44,730 69,101 24,371 214,134 △ 145,033

4．経常費等補助金 2,648,890 2,853,664 204,774 1,618,536 1,235,128

� 　（国庫補助金） （931,970） （1,042,609） （110,639） （1,115,240） （△ 72,631）

� 　（地方公共団体補助金） （1,715,020） （1,809,155） （94,135） （501,397） （1,307,758）

� 　（学術研究振興資金） （1,500） （1,500） （-） （1,500） （-）

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

5．付随事業収入 153,150 188,727 35,577 178,549 10,178

6．医療収入 19,414,990 20,587,930 1,172,940 18,385,771 2,202,159

7．雑収入 627,500 717,683 90,183 871,275 △ 153,592

教育活動収入計 27,789,850 29,360,036 1,570,186 26,145,233 3,214,803

事
業
活
動
支
出
の
部

1．人件費 12,998,200 12,531,606 △ 466,594 12,525,290 6,316

2．教育研究経費 12,390,190 12,109,280 △ 280,910 10,602,731 1,506,549

� 　＜教育研究経費＞ 〈6,025,830〉 〈5,555,366〉 〈△ 470,464〉 〈4,823,514〉 〈731,852〉

� 　＜医療経費＞ 〈6,364,360〉 〈6,553,913〉 〈189,553〉 〈5,779,217〉 〈774,696〉

� 　＜記念事業費＞ 〈-〉 〈-〉 〈-〉 〈-〉 〈-〉

3．管理経費 3,325,760 3,243,872 △ 81,888 2,725,741 518,131

� 　＜管理経費＞ 〈3,325,760〉 〈3,243,872〉 〈△ 81,888〉 〈2,707,952〉 〈535,920〉

� 　＜記念事業費＞ 〈-〉 〈-〉 〈-〉 〈17,790〉 〈△ 17,790〉

4．徴収不能額等 9,470 94 △ 9,376 350 △ 256

教育活動支出計 28,723,620 27,884,851 △ 838,769 25,854,112 2,030,739

教育活動収支差額 △ 933,770 1,475,185 2,408,955 291,120 1,184,065

教
育
活
動
外
収
支

収
入
の
部

1．受取利息・配当金 4,990 5,046 56 5,055 △ 9

2．その他の教育活動外収入 345,350 330,201 △ 15,149 445,696 △ 115,495

教育活動外収入計 350,340 335,247 △ 15,093 450,751 △ 115,504

支
出
の
部

1．借入金等利息 18,230 18,230 0 20,337 △ 2,107

2．その他の教育活動外支出 110 2 △ 108 5 △ 3

教育活動外支出計 18,340 18,232 △ 108 20,342 △ 2,110

教育活動外収支差額 332,000 317,016 △ 14,984 430,409 △ 113,393

経常収支差額 △ 601,770 1,792,201 2,393,971 721,529 1,070,672

特
別
収
支

収
入
の
部

1．資産売却差額 - - - - -

2．その他の特別収入 10,820 97,819 86,999 105,218 △ 7,399

特別収入計 10,820 97,819 86,999 105,218 △ 7,399

支
出
の
部

1．資産処分差額 1,780,480 1,777,272 △ 3,208 126,725 1,650,547

2．その他の特別支出 3,840 3,409 △ 431 5,978 △ 2,569

特別支出計 1,784,320 1,780,681 △ 3,639 132,703 1,647,978

特別収支差額 △ 1,773,500 △ 1,682,862 90,638 △ 27,485 △ 1,655,377

［予　備　費］
（193,210）

83,600 △ 83,600

基本金組入前当年度収支差額 △ 2,458,870 109,339 2,568,209 694,044 △ 584,705

基本金組入額合計 △ 3,438,620 △ 1,246,848 2,191,772 △ 5,290,247 4,043,399

当年度収支差額 △ 5,897,490 △ 1,137,509 4,759,981 △ 4,596,203 3,458,694

前年度繰越収支差額 △ 12,484,180 △ 11,731,323 752,857 △ 19,672,423 7,941,100

基本金取崩額 - 20,755 20,755 12,537,303 △ 12,516,548

翌年度繰越収支差額 △ 18,381,670 △ 12,848,077 5,533,593 △ 11,731,323 △ 1,116,754

（参　考）

事業活動収入計 28,151,010 29,793,102 1,642,092 26,701,201 3,091,901

事業活動支出計 30,609,880 29,683,763 △ 926,117 26,007,157 3,676,606

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

令和 3年度　貸借対照表　

令和 4年 3月 31日現在
資産の部� （単位：千円）

科　目 本年度末 前年度末 増　減

固定資産 （（68,414,884）） （（69,140,599）） （（△ 725,715））

有形固定資産 （45,079,093） （47,629,512） （△�2,550,419）

土　地 15,716,005 15,716,005 -

建　物 22,537,114 24,892,274 △�2,355,160

構築物 724,229 696,148 28,081

教育研究用機器備品 4,903,565 5,194,668 △�291,103

管理用機器備品 161,102 194,998 △�33,896

図　書 924,791 918,108 6,683

車　両 12,581 17,311 △�4,730

建設仮勘定 99,706 - 99,706

特定資産 （23,191,335） （21,360,509） （1,830,826）

退職給与引当特定資産 4,901,056 4,854,572 46,484

減価償却引当特定資産 18,115,802 16,308,393 1,807,409

大学移転寄付特定資金 11,763 38,053 △�26,290

大学奨学金特定資産 162,714 159,490 3,224

その他の固定資産 （144,456） （150,578） （△�6,122）

施設利用権 1,894 2,109 △�215

ソフトウェア 6,741 11,029 △�4,288

収益事業元入金 52,070 52,070 -

長期貸付金 80,879 79,062 1,817

長期前払費用 2,632 6,073 △�3,441

敷金保証金等 240 235 5

流動資産 （（10,349,577）） （（9,613,151）） （（736,426））

現金預金 4,429,039 3,821,015 608,024

未収入金 3,923,395 3,817,171 106,224

貯蔵品 182,055 196,804 △�14,749

短期貸付金 1,722,122 1,686,515 35,607

短期前払費用 91,125 90,826 299

仮払金 1,397 - 1,397

前渡金 443 821 △�378

資産の部合計 78,764,461 78,753,750 10,711

負債の部

科　目 本年度末 前年度末 増　減

固定負債 （（7,094,449）） （（7,444,406）） （（△�349,957））

長期借入金 2,129,920 2,419,200 △�289,280

長期未払金 57,431 164,592 △�107,161

長期預り金 6,042 6,042 -

退職給与引当金 4,901,056 4,854,572 46,484

流動負債 （（3,584,013）） （（3,332,684）） （（251,329））

短期借入金 289,280 289,280 -

未払金 1,839,400 1,479,995 359,405

前受金 1,202,572 1,327,816 △�125,244

預り金 252,762 235,593 17,169

負債の部合計 10,678,463 10,777,090 △ 98,627



53307 号　2022年 12月 25日発行

純資産の部

科　目 本年度末 前年度末 増　減

基本金 （（80,934,075）） （（79,707,982）） （（1,226,093））

第 1号基本金 78,976,431 77,750,338 1,226,093

第 4号基本金 1,957,644 1,957,644 -

繰越収支差額 （（△ 12,848,077）） （（△ 11,731,323）） （（△ 1,116,754））

翌年度繰越収支差額 △ 12,848,077 △ 11,731,323 △�1,116,754

純資産の部合計 68,085,998 67,976,659 109,339

負債及び純資産の部合計 78,764,461 78,753,750 10,711

※科目ごとに千円未満で四捨五入しているため、合計などにおいて差異が生じる場合がある。
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学生募集要項

2023 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（指定校推薦含む）（全募集人員 128名中）

◦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。
1．2022 年 3 月高等学校卒業者または 2023 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（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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年 3 月 31
日までに 18 歳に達する者。

　　 帰国子女・留学生特別選抜に出願する「外国人留学生」は、独立行政法人日本学
生支援機構が実施する『日本留学試験（EJU）』の次の教科・科目を原則受験して
いることを出願資格とする。

　※日本留学試験について
　出題言語：「日本語」
　受験科目： 「日本語」、「理科」（物理、化学、生物から 2 科目選択）、「数学」（コー

ス 2）

◦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・受付方法
2022 年 11 月 4 日（金） から 2022 年 11 月 11 日（金） （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日　2022 年 11 月 20 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
2022 年 12 月 1 日（木）夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2022 年 12 月 5 日（月）から 2022 年 12 月 12 日（月）正午まで

（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（Ⅰ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・受付方法
2022 年 11 月 4 日（金） から 2022 年 11 月 11 日（金） （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日　2022 年 11 月 20 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
2022 年 12 月 1 日（木）夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2022 年 12 月 5 日（月）から 2022 年 12 月 12 日（月）正午まで
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一般選抜（Ⅰ期）

◦募集人員　約 50名（全募集人員 128名中）

◦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」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。
　  ※大学入学共通テスト利用選抜（Ⅰ期）を併願する者は、一般選抜（Ⅰ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（Ⅰ期）の「小論文」
「面接」試験にかえる。

◦出願期間・受付方法
2022 年 12 月 14 日（水）から 2023 年 1 月 24 日（火） （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　2023 年 2 月 2 日（木）
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 
　　　　　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

◦合格通知日
2023 年 2 月 7 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
2023 年 2 月 8 日（水）から 2023 年 2 月 15 日（水）正午まで

一般選抜（Ⅱ期）

◦募集人員　約 15名（全募集人員 128名中）

◦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」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（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利用選抜（Ⅱ期）の「小論文」
「面接」試験にかえる。

◦出願期間・受付方法
2023 年 2 月 16 日（木）から 2023 年 3 月 3 日（金）  （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　2023 年 3 月 11 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
2023 年 3 月 14 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
2023 年 3 月 15 日（水）から 2023 年 3 月 22 日（水）正午まで
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学生募集要項

大学入学共通テスト利用選抜（Ⅱ期）

◦募集人員　5名（全募集人員 128名中）

◦出願資格
令和 5 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（「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」等の出願書類並
びに、大学入学共通テスト、本学が実施する小論文、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利用選抜（Ⅱ期）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利用選抜（Ⅱ期）の「小論文」「面接」試験にか
える。

◦出願期間・受付方法
2023 年 2 月 16 日（木）から 2023 年 3 月 3 日（金）  （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　2023 年 3 月 11 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
2023 年 3 月 14 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
2023 年 3 月 15 日（水）から 2023 年 3 月 22 日（水）正午まで

大学入学共通テスト利用選抜（Ⅰ期）

◦募集人員　8名（全募集人員 128名中）

◦出願資格
令和 5 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（「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」等の出願書類並
びに、大学入学共通テスト、本学が実施する小論文、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利用選抜（Ⅰ期）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（Ⅰ期）を併願する者は、一般選抜（Ⅰ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（Ⅰ期）の「小論文」「面接」試験にか
える。

◦出願期間・受付方法
2022 年 12 月 14 日（水）から 2023 年 1 月 24 日（火） （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　2023 年 2 月 2 日（木）
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 
　　　　　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

◦合格通知日
2023 年 2 月 7 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
2023 年 2 月 8 日（水）から 2023 年 2 月 15 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
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 2023 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 2023 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 2023 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）

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 2023 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 2023 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 2023 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します。
　  ※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・受付方法
2023 年 2 月 16 日（木）から 2023 年 3 月 3 日（金）  （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　2023 年 3 月 11 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
2023 年 3 月 14 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
2023 年 3 月 15 日（水）から 2023 年 3 月 22 日（水）正午まで

（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・受付方法
2022 年 11 月 4 日（金） から 2022 年 11 月 11 日（金） （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日　2022 年 11 月 20 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
2022 年 12 月 1 日（木）夕刻　（通知は郵送のみ）

◦入学手続
2022 年 12 月 5 日（月）から 2022 年 12 月 12 日（月）正午まで
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学生募集要項

学士等特別選抜 A

◦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
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 2023 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 2023 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 2023 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）

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
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 2023 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 2023 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 2023 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）

＜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

（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。

◦出願期間・受付方法
2022 年 11 月 4 日（金） から 2022 年 11 月 11 日（金） （期間内必着のこと）

◦選考日・選考会場
選 考 日　2022 年 11 月 20 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
2022 年 12 月 1 日（木）夕刻　 （通知は郵送のみ）

◦入学手続
2022 年 12 月 5 日（月）から 2022 年 12 月 12 日（月）正午まで

（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評価します。
　  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・受付方法
2023 年 2 月 16 日（木）から 2023 年 3 月 3 日（金）  （期間内必着のこと）

◦試験日・試験会場
試 験 日　2023 年 3 月 11 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
2023 年 3 月 14 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
2023 年 3 月 15 日（水）から 2023 年 3 月 22 日（水）正午まで
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2023 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　2022 年 10 月 3 日（月）〜2022 年 11 月 18 日（金）まで
第Ⅱ期　2023 年  1 月 5 日（木）〜2023 年  2 月 17 日（金）まで

◦試験科目
・一般選抜
・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

・社会人特別選抜
　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　2022 年 12 月 3 日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎
第Ⅱ期　2023 年  3 月 4 日（土）　東京歯科大学　水道橋校舎

◦合格者発表
第Ⅰ期　2022 年 12 月  9 日（金）正午　ホームページにて発表
第Ⅱ期　2023 年  3 月 10 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。
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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．�2023 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 2022 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。

※総合型選抜Ⅰ期受験者は、本学の学校推薦型選抜との併願を認める。

出 願 期 間
　2022 年 11月 1日（火）〜2022 年 11月 9日（水）（期間内必着のこと）
　※�出願書類は、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
　学力の 3要素※や受験者の多様性をみるため、出願書類ならびに本学が実施する
小論文試験、面接により評価する。
（※「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」）

1．書類審査（推薦書、調査書、自己推薦書）
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・採点する。

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。

選考日時・会場
期　　日：2022 年 11 月 13日（日）
受付時間：8：45
集合時間：9：15
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。
※高校コード欄は、大学入試センターホームページ確認のうえ、
記入すること。https://www.dnc.ac.jp/center/shiken_jouhou/
jukenannai_gazo.html　の「高等学校等コード表」を参照。

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。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。④裏面は使用
しないこと。

6）調　査　書 出身高等学校長の作成したもの（厳封）
総合型選抜Ⅰ期を受験した者は提出不要。入学願書の「総合型選
抜Ⅰ期」の欄に○を付けること

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 664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

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（支払いは、出願受付開始日以前で
も可）
②�「振替払込請求書兼受領証」のコピーまたはご利用明細票を受
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に代
える。

※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：2022 年 12 月 1日（木）�（この日に郵便で発送する）
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：2022 年 12月 2日（金）〜2022 年 12月 9日（金）正午まで
　※�入学手続ならびに学費・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。

そ の 他
1）入学手続を完了した方には、入学前教育を案内する。
2）�新年度のオリエンテーションは、2023 年 4月 1日から開始するので（予定）、必
ず出席すること。

2023 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

1．募集人員

入試区分 募集人員

学校推薦型選抜（一般公募制／指定校制） 約 20名

学士選抜 若干名

一般選抜 約 10名

2．試験日程

学校推薦型選抜（一般公募制／指定校制） 2022 年 11 月 13日（日）

学士選抜 2022 年 11 月 13日（日）

一般選抜 2023 年 2月 4日（土）

総合型選抜（Ⅰ期） 2022 年 10 月 8日（土）

総合型選抜（Ⅱ期） 2023 年 3月 4日（土）
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合 格 通 知
発��送��日：2022 年 12 月 1日（木）�（この日に郵便で発送する）
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。
・�入学の手続については、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：2022 年 12月 2日（金）〜2022 年 12月 9日（金）正午まで
・納付金を期限までに納入しない者は合格を無効とする。
※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。

そ の 他
1）入学手続を完了した方には、入学前教育を案内する。
2）�新年度のオリエンテーションは、2023 年 4月 1日から開始するので（予定）、必
ず出席すること。

学士選抜

出 願 資 格
　本学の一般選抜の受験資格を有し、大学、短期大学を卒業あるいは 2023 年 3月
卒業見込みの女子。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
　2022 年 11月 1日（火）〜2022 年 11月 9日（水）（期間内必着のこと）
　※�出願書類は、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、大学、短期大学の成績証明書）
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・採点する。

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。

選考日時・会場
期　　日：2022 年 11 月 13日（日）
受付時間：8：45
集合時間：9：15
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。
※高校コード欄は、大学入試センターホームページ確認のうえ、
記入すること。https://www.dnc.ac.jp/center/shiken_jouhou/
jukenannai_gazo.html　の「高等学校等コード表」を参照。

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。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。④裏面は使用
しないこと。

5）成績証明書 大学又は短期大学長が作成したもの（厳封のこと）。

6）�卒業証明書ま
たは卒業見込
証明書

大学又は短期大学長が作成したもの（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 664 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

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（支払いは、出願受付開始日以前で
も可）
②�「振替払込請求書兼受領証」のコピーまたはご利用明細票を受
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に代
える。

※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。
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学生募集要項

一般選抜

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および 2023 年 3月卒業見込みの者。
2．�通常の課程による 12年の学校教育を修了した者および 2023 年 3月卒業見込み
の者。

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および 2023 年 3月
31日までに修了見込みの者、また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認定した在外
教育施設の当該課程を修了した者および 2023 年 3月 31日までに修了見込みの
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り、文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認
定試験に合格した者および 2023 年 3月 31日までに合格見込みの者で、2023
年 3月 31日までに 18歳に達する者（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、2023 年 3月 31日までに 18歳に達する者。

※�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
　2023 年 1月 19日（木）〜2023 年 2月 1日（水）（期間内必着のこと）
　※出願書類は、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。

試 験 内 容
　学力の 3要素※や受験者の多様性をみるため、出願書類ならびに本学が実施する学
科総合試験、面接により評価する。
（※「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」）
1．書類審査（調査書）
2．学科総合試験…以下から試験当日、2科目を選択する
� 　（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）
� 　国　語［国語総合（現代文のみ）］
� 　�外国語［コミュニケーション英語Ⅰ・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］

� 　数　学［数学Ⅰ・数学 A］
3．面接前記述試験
� 　面接試験実施前に指定されたテーマについて自らの考えを記述してまとめる。
4．面　　接
� 　�面接委員が、面接前記述試験の内容も参考にしながら、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や思考力・判断力・表現力
を総合的に評価する。

選考日時・会場
期　　日：2023 年 2月 4日（土）
受付時間：8：45
集合時間：9：15
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

11：20〜11：40 面接前記述試験

11：55〜 面　接

出願提出書類

1）入学願書 本要項に綴り込みのもの。
※高校コード欄は、大学入試センターホームページ確認のうえ、
記入すること。https://www.dnc.ac.jp/center/shiken_jouhou/
jukenannai_gazo.html　の「高等学校等コード表」を参照。

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（厳封のこと）。調査書の提出が困
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。

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 664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

7）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（支払いは、出願受付開始日以前で
も可）
②�「振替払込請求書兼受領証」のコピーまたはご利用明細票を受
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に代
える。

※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：2023 年 2月 7日（火）�（この日に郵便で発送する）
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。
・�入学の手続については、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：2023 年 2月 8日（水）〜2023 年 2月 17日（金）正午まで
・納付金を期限までに納入しない者は合格を無効とする。
・�入学手続後、入学を辞退する場合は、入学辞退届を添えて、2023 年 3月 31日
（金）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。

そ の 他
1）�新年度のオリエンテーションは、2023 年 4月 1日から開始するので（予定）、必
ず出席すること。
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出願提出書類

1）�エントリー
シート

本要項に綴り込みのもの。
「基本情報」「志望理由等」2種類を提出すること。
※「基本情報」の高校コード欄は、大学入試センターホームペー
ジ確認のうえ、記入すること。https://www.dnc.ac.jp/center/
shiken_jouhou/jukenannai_gazo.html の「高等学校等コード表」
を参照。

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（厳封）

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 664円（簡易書留速達料
含む）を貼付すること

6）宛名カード 本要項に綴り込みのもの

7）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（支払いは、出願受付開始日以前で
も可）
②�「振替払込請求書兼受領証」のコピーまたはご利用明細票を受
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に代
える。

※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
1）発送日（この日に郵便で発送する）
�  Ⅰ期：2022 年 11 月 10日（木）
�  Ⅱ期：2023 年 3月 7日（火）

2）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
1）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。
2）�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。
3）納付金納入期限：
�  Ⅰ期：2022 年 11月 11日（金）〜2022 年 11月 21日（月）正午まで
�  Ⅱ期：2023 年 3月 8日（水）〜2023 年 3月 17日（金）正午まで

※入学手続ならびに学費・諸納付金納入を期限までに行わない者は、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。

そ の 他
1）入学手続を完了した方には、入学前教育を案内する。
2）�新年度のオリエンテーションは、2023 年 4月 1日（金）から開始するので（予定）、
必ず出席すること。

総合型選抜

出 願 資 格
　本学のオープンキャンパスに参加し、次の項目の 1つに該当する女子。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。
1．�高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者および 2023 年 3月卒業見込みの者。
2．�通常の課程による 12年の学校教育を修了した者および 2023 年 3月卒業見込み
の者。

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および 2023 年 3月
31日までに修了見込みの者、また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認定した在外
教育施設の当該課程を修了した者および2023年 3月31日までに修了見込みの者。

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り、文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認
定試験に合格した者および 2023 年 3月 31日までに合格見込みの者で、2023
年 3月 31日までに 18歳に達する者（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、2023 年 3月 31日までに 18歳に達する者。

� 　※�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。

※�総合型選抜Ⅰ期受験者は、本学の学校推薦型選抜との併願を認める。

出 願 期 間
　Ⅰ期：2022 年 9月 1日（木）〜2022 年 9月 28日（水）（期間内必着のこと）
　Ⅱ期：2023 年 2月 16日（木）〜2023 年 2月 27日（月）（期間内必着のこと）
　※�出願書類は、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
　学力の 3要素※や受験者の多様性をみるため、出願書類ならびに本学が実施する
試験、面接により評価する。（※「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」）
1．書類審査（エントリーシート、調査書）
2．聴講記述試験
� 　�試験当日、本学教員による講義を聴講し、その内容に関する設問に対し、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・採点する。

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。

選考日時・会場
期　　日：Ⅰ期：2022 年 10 月 8日（土）
　　　　　Ⅱ期：2023 年 3月 4日（土）
受付時間：8：45
集合時間：9：15
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 聴講記述試験

11：20〜 面　接
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編集後記

ビバ之助とその仲間たち。

　2022年10月の終わり。東京歯科大学の新館で３年振りとなる東歯祭が開催されまし
た。Covid-19の急速な拡がりで休止されたクラブ活動。仲間と集まることができないなか
で、自分たちにとっては今が学生時代にしかない大切な時間だと、後輩達に声を掛け練習
を工夫しながら活動をつないできた。祭りのタイトルは「revival」。そこにあるのは祭り
に参加した、彼女、彼ら自身のための時間。ひとつの音、ひとつの歌声、ひとつのセリ
フ、ひとつのダンスの燦めきが、目の前にいる人たちの心のなかに響いていく。普段の大
学生活中では見せることのない、好きなものに対する強い思い。仲間との繋がりのなかで
切磋琢磨しながら、人に何といわれようと自分が今ここにいる価値を信じて、前へと向
かっていく。その情熱はきっと歯科医師になってからの人生に生きてくる。そんなきっか
けをくれた秋晴れの一日。


