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教育力の更なる向上を目指して 歯学部長　本田　和也
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この度、9月1日付けで、前野正夫学部長の後任として歯学部長を拝命しました。皆様に
おかれましては、今後も変わらぬご指導ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
私の学生時代を振り返ると、思い出されるのは愛情あふれる恩師の姿です。口頭試問は

学生にとっては大変緊張する時間でしたが、授業時間に縛られることなく、先生方は学生が
理解するまで熱心に指導して下さいました。一緒に勉強した同級生との絆も大切な思い出と
なっており、同窓会で集まると今でもその当時の話で盛り上がります。今日のようなインター

ネットが無くとも、当時は先輩や後輩との繋がりが強く、その上で自分自身が高められてきたと思います。学部長
となった今、今度は私自身が学生諸君に向き合った教学運営を進め、大学に恩返ししたいと考えています。
本学部は「日本一教育力のある歯学部」、「社会に有為な歯科医師の育成」を目指して、教育力の充実を図ってきま

した。この基本方針は今後も続けるつもりです。本学部には、教育研究活動の向上を目指す中心的活動を担う組織
としてFD（ファカルティ・ディベロップメント）委員会があり、これまで「学生による授業評価」や「教員による他の
教員の授業参観」等を実施し、教員の教育力向上を図ってきました。私は、これらの活動をさらに推進し、その成果
を教育現場にフィードバックすることにより、教育方法の改善を含めた、より質の高い教育を目指したいと考えて
います。しかし、教員が安心して教育に力を注げるようにするには、研究力に偏り過ぎない公平な教員評価の確立
が不可欠です。私の任期中に是非ともこれを確立させ、教員個々の教育力の更なる向上を目指したいと考えています。
� （教授　歯科放射線学講座）
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番目でした。このような厳しい状況下ですが、本学
部は古参私大歯学部の雄として健闘しています。

2) 学部学生の教育改革
歯科医師過剰問題が浮上して以来、歯科大学・歯
学部に対する世間の評価は、国家試験結果によって�
左右される傾向にあります。近年の選抜試験として
の国家試験に対応するため、本学部では「学年評価点�
60点以上で進級できる方式のみでは国家試験合格に
つながらない。1学年次から確実に学力をつけさせる�
ことが必要。学生の学修意欲を向上させて進級の条件
を上げる施策を早急に検討すべき。」という考え方に
基づき、前野前歯学部長が3年前からカリキュラム
の一部改変を伴う新たな施策を取り入れました。具体
的には、共用試験や国家試験を視野に入れて、当該学
年の復習を重視した歯科学統合演習を全学年に配置
し、この科目の合否を成績評価表示として合格ライン
となるC評価を65～ 70％（4学年次70％、6学年次
67％、他学年次65％）としました。つまり、前・後期
の全教科から算出される学年評価点（60点以上）と
歯科学統合演習の統合試験（C評価以上）の両条件を
満たさないと進級あるいは卒業できません。この制度
導入の効果は3年後の国家試験結果で評価されます
が、現状では2学年及び3学年次にストレートで進級
した学生の学力は従前より高いと思われます。
一方で、原級者や休学者が微増しているため、彼
らの支援体制を強化したいと考えています。
厳しい国家試験の現状の中、本学部は、仮に当該
年度で不合格となっても翌年度には合格できる力を
持った学生を卒業させています。また、同窓会にも
ご協力を仰ぎ、国家試験不合格の既卒生に対する支
援等も行っています。その甲斐あって、既卒１年目
の合格率は、平成27年度85.0％、28年度85.7％と、
高い値を維持しています。今後も、1人でも多くの
卒業生が合格できるように、しっかりと「学生と向
き合う」教育を推進していく所存です。

3）学生の課外活動参加の推奨
本学部の学生は、学業に精励するとともに課外活
動にも力を注いでいます。今年夏に閉幕した第49回
全日本歯科学生総合体育大会では、本学部は総合第
3位でした。直近の過去6年間では、総合優勝を2回、
総合準優勝を3回、総合第3位を1回果たしたこと
になります。今後も本学部の伝統である文武両道の

先般の学部長候補者選挙におきましては、多くの
皆様のご理解、ご支援をいただきました。この場を
お借りして御礼、感謝申し上げます。100年の歴史
と伝統ある本学部の学部長に就任できたことは大変
光栄であります。本学部の発展のために執行部が一
丸となり、教職員の皆様の後押しと協力の元で、教
学と管理運営の最高責任者としてその職責を全うす
る所存です。
日本大学教育憲章では「日本大学マインド」として

「日本の特質を理解し伝える力」、「多様な価値を受容
し、自己の立場・役割を認識する力」、「社会に貢献す
る姿勢」の三つを掲げ、そのマインドを備えていくた
めに「自ら学ぶ」、「自ら考える」、「自ら道をひらく」と
いう「自主創造」の三要素を身につけた学生を育成す
ると明記されています。歯学部でも自主創造型の医
療人を育成するために、学生には入学時から日本大学
教育憲章に基づいた学修習慣を促したいと考えてい
ます。まずは、日本大学全学共通初年次教育科目「自
主創造の基礎Ⅰ、Ⅱ」と、医療人の使命と先人の功績
を学ぶ「医療史」の充実を図ります。いかに医療人と
しての学びに基本的学修態度が必要か、早い時期か
ら学生に歯科医学の専門教育の準備をさせます。自
分の目標を自覚し、「自主創造」の三要素を確実に身
につけさせたいと思っています。基礎系・臨床系の
先生方には、授業にご協力をお願いいたします。

教学について
1) 歯科医師国家試験の現状
歯科界においては、歯科医師過剰問題を背景に、
文科省は歯科大学に対して入学（募集）定員の削減
を求め、厚労省は歯科医師国家試験の合格者数をさ
らに絞る傾向にあります。近年の歯科医師国家試験
は資格試験ではなく選抜試験としての様相を呈して
おり、本年行われた第110回歯科医師国家試験では、
総数で出願者数3,691人、受験者数3,049人に対し
て合格者数は1,983人（合格率65.0％、出願者合格
率53.7％）でした。本学部の合格率は61.6％でした。
しかし、私立歯大の多くが合格率を上げるために受
験者数を絞る中、大学の真の実力を示す出願者合
格率（新卒）では57.3%と私立歯大中で上から5番
目、合格者総数（101名）では国公私立大29校中で
上から５番目でした。また、文科省が最重要視して
いる最低修業年限卒業者率（第109回）では53.9％
と、私立歯大平均（42.7％）を大きく上回り上から4

新しい歯学部の 
100年に向けて 歯学部長　本田　和也
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する診療教授や臨床教授を積極的に登用して来院患
者の満足度が高い病院を目指したいと考えています。
また、都市型歯科病院として他病院との差別化を
図るため、患者さんに分かりやすい診療科名の標榜
や地域医療の拠点化、医療系職員の適正配置、近隣
の開業歯科医院との綿密な連携体制の確立、さらに
教育病院として学生の診療参加型臨床実習の充実に
向けて取り組んでいきます。

創設100周年記念事業と学部の経営面について
本学部は現在、創設100周年記念事業として新歯
科病院棟（平成30年完成予定）、新校舎棟（平成33
年完成予定）の建設を進めています。この事業に対
して同窓会会員の皆様から多額の寄付金を頂戴しま
した。この紙面をお借りしまして、厚く御礼申し上
げますと共に、頂いた寄付金を有効に使用すること
をお約束致します。進行中の新歯科病院棟の建設は
順調に進んでおり、来年秋には開院予定で、その落
成が心待ちにされています。両棟建設のコンセプト
は、古くから学生の街である御茶ノ水という立地を
踏まえ、学生が集まる地域の風景、地域からも愛着
を持ってもらえる風景を創り出し、教育・研究・臨
床の融合を図ることにあります。
この事業を経営面から捉えると、完成に至る期間が
オリンピックの開催と重なったため建築費が約21％
高騰し、総額約183億円の経費が計上されています。
そのため、平成33年度末に向けて、引当特定資産が
大幅に減少しますが、本学部の平成28年度事業活動
収支決算および平成29年度事業活動収支予算では、
それぞれ約6億円、約7億円の収入超過（基本金組入�
前）となっており、収支状況は安定しております。今後
はこの収支状況の更なる安定化に寄与する所存です。

まとめ
本学部は、佐藤運雄博士が大正5年に「医歯一元論」
を提唱して創設してから昨年100周年を迎えました。
これまでに本学部を卒業した歯科医師数は約2万人
であり、この数は全国の歯科医師の1割以上を占め
ています。この歴史と伝統を生かし、日本大学の教
育理念に基づいて、21世紀の高度な歯科医療に適切
に対応しうる自主創造型の医療人を育成するために、
「日本一教育力のある歯学部」、「社会に有為な歯科医
師の養成」を目指します。しかし、本学部の運営は、
教職員、学生、同窓生ならびに各同窓会、父母が一
体となって、初めて成しえることです。本学部の今
後益々の発展のためにご理解、ご協力のほどよろし
くお願い申し上げます。

精神を貫き、人間性豊かな人格を有する自主創造型
の医療人を育成するために尽力いたします。

研究について
本学部から発信する原著論文の多くは一流の国際
誌に掲載されており、その質や数は本学大学院歯学
研究科の学位論文と密接に関連しています。現状の
院生充足率は100％を超えており、彼らの学位論文
となる原著論文の大部分が、インパクトファクター
が付与された学術雑誌に掲載されています。しかも、
学位指導にあたる大学院D合教員の多くが共著者と
して名前を連ねているため、教員の研究業績蓄積に
もつながり、この相乗効果は本学部の科研費の高い
採択率にも反映しています。今後は、院生の充足率
を維持するために、研修歯科医に対する広報活動を
更に強化し、教員には科研費の基盤Cや若手Bの採
択に甘んずることなく、多額の研究費を獲得できる
基盤Aや基盤Bへの積極的な申請を促す所存です。
本学部は平成24～26年の学長特別研究に「遠隔
医療システムを活用したアジア基盤型EBM研究の
構築」が選定されるなど、海外研究機関との共同研
究も積極的に行っています。本学部は、山東大学口
腔医学院（中国）、ヘルスサイエンス大学歯学部（ラ
オス）、慶北大学校歯学部（大韓民国）の３校と海外
学術協定を結んでおり、留学生の交換も行われてい
ます。特にラオスヘルスサイエンス大学との間では、
歯科用CTの寄贈により遠隔診断の実施も可能となっ
ています。海外研究機関との交流は、今後も引き続
き積極的に行い発展させたいと考えています。

付属歯科病院について
現在、本学部付属歯科病院は大きく4部門から構
成され、その1部門である診療部門は8つの診療部
に分かれています。さらに、診療部門にはそれぞれ
の機能に合わせていくつかの診療科に細分され、日々
の病院機能を遂行しています。本歯科病院の1日に
おける初診および再診患者数は、複数科受診を含む
延べ患者数で計算すると平均約850人であり、年間
を通しての医療収入の合計は約17億5千万円となり
ます。
本歯科病院の理念は患者さんとの相互信頼に基づ
く最高水準の歯科医療の提供と、知識と技術及び倫
理観に優れた歯科医療人の育成にあります。今後も
この理念と基本方針を継続・実践していきます。病
院経営という視点からは患者さんにわかりやすい新
しいコンセプト（例えば「患者さんにやさしい歯科病
院」等）を作成して内外に示し、優れた臨床能力を有
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平成29年3月22日～ 25日の４日間アメリカ・
カリフォルニア州サンフランシスコで開催された
The�95th�General�Session�&�Exhibition�of�the�
IADRに参加して来ました。サンフランシスコは古
く昔ながらの建物がたくさん残っていて美しい街並
みでしたが、坂が多く移動するときはいつも坂を上
り下りしなければならず、これには閉口しました。
しかし坂の上から見下ろす街はとても美しく、毎回
登って良かったなと思える景色を見ることができま
した。そして気候もとても過ごしやすく、歩いてい
て気持ちが良かったです。海に面した街なので、ウ
ニや牡蠣などの海産物がおいしく、前回訪れておい
しくてまた行きたいなと思っていた食堂を再訪でき
たことも嬉しかったです。肝心の学会は、演題数も
多くたくさんの興味深い発表を聞くことができまし
た。その中でも留学時にお世話になったBossであ
るWestern�UniversityのDixon教授の研究発表が
聞けたことが嬉しかったです。なぜなら留学を終了
した後は年に1回程度国際学会などでBossに会え
たのですが、ここ２～３年はBossの病気療養も重
なり、会えなかったからです。Bossの元気な姿や
まだ衰えない研究へのモチベーションを感じること
ができ、これからの自分の研究の刺激になりまし
た。さらに、互いの研究の報告や打ち合わせも行え
たのでとても有意義な時間を過ごすことができまし
た。今回、ポスター発表２演題を同行した大学院生
とそれぞれ２演題のポスター発表を行いました。発
表を通じ様々な研究者と交流を持つことで、フィー
ドバックができ良い経験になりました。この経験を
これからの研究に生かして行きたいと思っています。
� （准教授　生化学講座）

�

2017年3月21日から25日の5日間、アメリカ
合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコのモス
コーンコンベンションセンターにおいて、第95回
国際歯科研究学会（International�Association�for�
Dental�Research）が開催され、本会に参加する機
会を得たので報告いたします。
本講座からは、1名が口頭発表、5名がポスター
発表を行うために参加しました。筆者は、「Etching�
Mode�Influence�on�Dentin�Bond�Durability�of�
Universal�Adhesives.」という演題でポスター発表
を行いました。コンポジットレジンを用いた修復治
療は、現在の歯科医療を支える重要な治療法のひと
つであるものの、修復物および接着界面の経時的劣
化は避けがたいものです。特に、接着界面の耐久性
は、化学的、生物的および物理的な劣化因子の影響
を受けます。これらの因子が複雑に絡み合うことで
劣化が進行するものと考えられています。そこで�
筆者は、口腔内で繰り返し生じる物理的因子に着目
し、最大破折抵抗力以下の繰り返し荷重負荷を再
現したFatigue試験からユニバーサルアドヒーシブ�
接着疲労耐久
性について検
討しています。
本学会では接
着界面の質が
破壊プロセス
に及ぼす影響�
について報告
いたしました。
また、会期中
には、自らの
研究に関する
情報収集を関
連分野の研究
者から得るこ
とができまし
た。特に、接
着疲労に関す
る研究は本邦では多くなされていないため、国際学
会で新たな知見を得られたことは大きな成果になり
ました。
� （専修医　歯科保存学第Ⅰ講座）

IADRに参加して 第95回国際歯科研究学会 
（IADR）に参加して

　田邉　奈津子 　遠藤　　肇



4 5

桜 歯 ニ ュ ー ス2017. 10. 15 VOL.196

これまでの教育診療医研修会から、本年度は教学
課題研修会と名称を変え、平成29年8月25日に運
営組織および20名の参加者により開催されました。
本研修会は、学務委員会、歯学部FD委員会、臨床
実習運営協議会など多くの委員会と合同で開催され
るもので、教員のFD（Faculty�Development）活
動の推進を目的としています。
本年は「歯学教育モデル・コア・カリキュラムの
改訂に基づく本学部カリキュラム策定」のテーマの
もと行われました。歯学教育モデル・コア・カリキュ
ラムとは各大学が策定する「カリキュラム」のうち、
全大学で共通して取り組むべき「コア」の部分を抽
出し、「モデル」として体系的に整理したもので、平
成28年に改訂されました。
現在我が国では、超高齢社会へ対応するため地域
完結・循環型の医療提供体制や地域包括ケアシステ
ムの同時構築が進められています。そのため、今回
の改訂では、地域包括ケアシステムにおける多職種
連携やチーム医療を実践するための基礎となるカリ
キュラムの策定が求められています。そこで、本研
修会では、地域医療・地域保健ならびに多職種連携
などを経験することを、臨床実習カリキュラムに導
入するための検討を行いました。
基調講演として東京歯科大学の澁井武夫先生から
地域包括ケアシステムにおいて活躍できる歯科医師
を養成するための東京歯科大学の取り組みを、また
本学部の植田耕一郎教授からは本学のチーム医療・
地域医療の現状と問題点について、尾﨑哲則教授か
らは地域包括ケアシステムについてお話をしていた
だきました。その後、２グループに分かれ、具体的
な検討を行いました。今回の研修会の成果は、来年
度以降のカリキュラムに反映していく予定になって
います。� （准教授　細菌学講座）

�

本年5月20日に日本大学会館にて、「新任教員
FDセミナー�2017」が開催された。本セミナーは
日本大学FD推進センターが新規採用教員を対象と
して毎年開催しているものである。開催の目的は高
等教育を取り巻く環境の変化、大学教員の役割・責
務を認識するとともに、本学の教育理念及び教学施
策を理解することとされている。私を含めた8名の
歯学部新任助教が本セミナーに参加した。
まず初めに日本大学FD推進センター副センター

長である経済学部辻忠博教授より“日本大学の教
育とFD活動”という題目でご講演を賜った。講演
では「日本大学教育憲章」につき制定の背景・目
的、ならびに、「自主創造」の教育理念のもと全学
的なFD活動がすすめられていることを学んだ。ま
た、本学のFDにおいて「教職協働」と「学生参画」
をモットーに、三者一体による教育の質的向上に資
する取組が推進されていることを学んだ。セミナー
後半では本学部医療人間科学分野中島一郎教授より
“全学共通初年次教育科目「自主創造の基礎」の展開
に向けて”という題目でご講演を賜り、次いでスモー
ルグループディスカッションが行われた。参加者は
13グループに分かれ、「初年次教育とは」をテーマ
にKJ法を用いてプロダクト製作を行った。様々な
学部の先生方とのディスカッションを通じて、「初
年次教育の意義・必要性」や「自主創造型パーソン
育成の意義」について多くの知見を得ることができ
た。最後に芸術学部川上央教授から「全国私立大学
FD連携フォーラム・実践的FDプログラム」の紹
介を賜った。本セミナーで得た様々な知見をもとに、
日本大学歯学部の教員として「自主創造の理念を備
えた歯科医師」の育成に貢献できるよう日々尽力し
ていく所存である。� （助教　口腔外科学講座）

平成29年度 
教学課題研修会

2017新任教員FDセミナーに 
参加して

　神尾　宜昌 　白圡　博司
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本学を卒業した40年前、歯
科矯正学は比較的新しい分野で
あり、矯正学を志した頃は洋書
を訳しながらよくわからない専
門用語や記載内容と奮闘する毎
日でした。その後、アメリカの
名高い矯正医が開催する講習会

等をいくつか受講することで、知識や技術を習得し
ましたが、矯正治療の情報が少ない中、講習会での
講義や実習を含めた詳細な解説は、とても新鮮で私
の多くの疑問に答えてくれました。
それ以来、世界中の様々な矯正治療法が紹介され、
時代のトレンドのように、数年間流行っては廃れの
繰り返しが続きました。最近では歯にブラケットを
付けないマウスピース型装置を用いた矯正治療が�
流行っており、装置が目立たず、手軽にできるた�
め、急速に広がっておりますが、適応症例はごく限
定されます。
そんな背景と裏腹にそのような治療を長期間続け
ても治癒の兆しが見えず、本歯科病院でも再治療を
希望して来院するケースが多く、大きな問題となっ
ています。また、誇大広告等を謳った矯正歯科医院
ホームページや、転院時の治療料金未返却の苦情も
多く寄せられていることから、行政も動き出し矯正
治療料金体系を特定商取引法で規制する提案がなさ
れております。それは、矯正治療がエステティック
と同じ美容医療に区分され、クーリングオフ等の対
象になることを意味します。歯科界が不況になり、
矯正治療が結果不問の金儲け手段となってしまった
のかと、嘆きたくなります。このような規制を受け
れば、矯正治療が社会からの信頼を失うことは間違
いありません。
矯正歯科界を取り巻く最近の諸問題を考えると、
矯正歯科が医療から乖離していくような不安を感じ
ます。矯正治療を専門性の高い治療と自負し、40
年余り矯正一筋に歩んできた私にとっては、まこと
に遺憾なことです。矯正治療が医療としてのステイ
タスを維持し社会の信頼を獲得し続けるには、矯正
歯科界が自助努力を発揮し、患者に安心、安全で良
質な矯正治療を提供し続けるしか選択肢はないよう
に感じます。� （教授　歯科矯正学講座）

本年3月に歯学部に転入して参
りました。本学部の発展に貢献し
て参りますのでどうぞよろしくお
願い申し上げます。
ところで、先日ある会合である
先生から職員の人事異動はどのよ
うに行われるのかと尋ねられまし

た。人事異動は、役所や民間企業、学校、病院など
様々な組織で行われます。本大学では、職員（一般
職）の多くが学部間の異動を経験します。学生の皆
さんも進路先によっては、人事異動を経験すること
になるかもしれません。そこで私の今回の人事異動
の経験を簡単に御紹介いたします。
人事異動は何の前触れもなく突然やってきます。
2月のある日、前学部（薬学部）にて事務局長室に呼
ばれ、人事異動の内示がありました。内容は、異動
先（歯学部経理長）、発令日（3月2日）、辞令交付の
日時（2月28日）などです。その翌日本部人事部か
らFAXで職員人事異動者名簿が各学部に送られ、正
式に発表されました。
その後異動対象者は慌しくなります。まず新任地
への着任までのスケジュール調整を行います。着任
日は、就業規則に「発令の日から10日以内」と規定
されています。その間に引継書の作成、前任者から
の業務引継ぎ、それまでの仕事や書類の整理、歓送
迎会、学内外への挨拶回りなどをこなさなくてはな
りません。辞令は、日本大学会館で理事長から交付
されます。やっとの思いでこれらをこなして私は3
月10日に着任しました。他業種や他大学の方によ
ると、内示は半年前位に行われるという組織もある
そうで、内示から着任までの期間が1箇月未満とい
う本大学は比較的短いかもしれません。
どのように人事が決められているかについては、
就業規則の定めるところにより、教職員の能力、経
験、健康などを考慮して、公正に行われることになっ
ております。また、学部間の異動とは別に学部内の
人事異動も行われます。いずれにしても人事異動の
目的は、つきつめれば組織の安定と活性化をはかる
ことにあると思います。
人事異動は様々なケースがあり、ここに書き尽く
せるものではありません。冒頭の先生からの御質問
に参考になればと、一例として私の経験を紹介いた
しました。

矯正歯科界への 
懸念

職員の人事異動 
について

　清水　典佳 　経理長　宮崎　啓一
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　　　　小泉　寛恭

人生
の

 
道しるべ

「元気です
か？」の問い
かけに、元気
ですと返せる
人は何人いる
でしょうか？
そ ん な に は�
いないと、私
見ですが思い
ます。
我々歯学部
の教職員およ
び学生は、さ
まざまなスト
レス過多の状
態にあります。
今回、歯学部
の皆様の生産性、幸福度を向上するために、「科学
的に元気になる方法集めました」という本を推薦い
たします。
この本は、我が校のお隣の明治大学法学部の堀田
先生が書かれたものであり、同じ駿河台の住人とし
て、まずは親近感があります。元気になる方法を集
めたということですので、くくりでいえばReview
論文でしょうか！？
「明大イチ受けたい授業」の異名を持つ先生は、科
学的根拠（エビデンス）に基づいた元気になる方法、
全38項目を挙げております。エビデンスに基づく
といっても、適切な対照と比して、その調査の結果、
どの点（エンドポイント）について有効なのかが重
要でありますが、全部読まなくても、いまの自分に
あった項目（エンドポイント）を読んで参考にすれ
ばよろしいかと思います。
元気になる方法としては、「気持ちを積極的にさ
せ、ストレスが減少する姿勢」、「不安や緊張を緩和
させる30秒の習慣」、「温泉並みの効果を得られる
リラックス法」など簡潔にまとめられています。わ
たくしの好きな項目は、「やけ酒をしてはいけない」、
「威張ってはいけない！」、「香りでストレスを減少
させる」の３つです。読後、ストレスが減少し、パ
フォーマンスが向上していることを祈ります。
� （准教授　歯科補綴学第Ⅲ講座）

「元気ですか？」

「医療人間科学」では、前期の学修内容の理解を深め
ることを目的に第１学年から第３学年の学生を対象
として夏季休暇期間中に見学実習を実施しています。
医療や福祉現場の体験を通して、学生自身が将来
就く歯科医師の社会的使命について考える契機とし
ています。本年度における見学実習の概要を報告さ
せて戴きます。
第１学年　歯科医院見学実習
歯科医院見学実習が行われました。地域医療をテー
マとした見学実習を通じて、医療系学部の学生として
社会で求められる関連法規を理解して、さらに対人関
係のスキル修得の必要性に気づくことを求められて
います。実習終了後には、歯科医院の先生方から歯科
医を目指す各学生宛に貴重なフイードバックを戴き
ました。
第２学年　歯科病院見学実習
本学部付属歯科病院の見学実習が行われました。
病院の医療スタッフの診療活動を見学して、医療人
としての倫理観や行動規範について学びました。特
に、学生の見学レポートでは研修歯科医の先生方のサ
ポートで「医療者と患者のコミュニケーション」の重
要性が記載されていました。
第３学年　社会福祉施設見学実習
学生が自主的に児童福祉関連施設、介護保険法関
連施設、精神保健施設等の見学施設を選んで実施さ
れました。施設長や関係者の面接を受け、見学許可
を戴きます。福祉施設のスタッフのご支援のもとで、
少子高齢化社会を迎えた日本の福祉制度の在り方に
ついて学びました。
各学年の見学実習終了後に、学生同士で見学実習
体験の感想や気づきなどを共有するためのKJ法やマ
インドマップによる振り返りが行われました。
最後になりますが、本年度も学生を受け入れてい
ただいた同窓会、病院や各機関の先生方に心から感
謝申し上げます。� （教授　医療人間科学分野）

「医療人間科学」 
見学実習を終えて

　中島　一郎
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岡山大学歯学部の主管にて行
われた第49回全日本歯科学生総
合体育大会が8月10日の閉会式
をもって終了となりました。日
本大学歯学部の総合順位は第3位
と、昨年から順位を一つ落とす結

果となりました。昨年度まで3年連続総合準優勝で、
第49回大会こそは4年ぶりの総合優勝を目指してい
たために悔しい結果になってしまいました。しかし、
オールデンタルは結果だけが全てではなく、皆さんに
とって貴重な経験となることを私はお伝えしたいと
思います。
まず一つは、大学生活においてみんなで一つの目
標に向かって切磋琢磨する経験や時間というのは大
変貴重なものであるということです。1年間、選手は
もちろんのことマネージャーなどのチームを支える
役割の方々も一丸となって、厳しい練習をこなし、意
見を交換してぶつかりあうなどの経験や部員と共有
した多くの時間は良い思い出となり、今後人生を振り
返ったときに大きな財産となるでしょう。
そして二つめは、本気で優勝を目指したからこそ経
験できる喜びや悔しさを感じられるということです。
こういった経験が私たちを人として大きく成長させ
てくれます。今年優勝し、喜びを感じられたクラブは
また来年も同じ喜びを感じられるように、悔しい思
いをしたクラブはこの悔しさを忘れず満足のいく結
果を残すことができるよう、来年度のデンタルに向け
て部員全員が一丸となって頑張ってください。そし
て節目となる第50回大会では、総合優勝の優勝旗と
優勝カップを全員で持ち帰ってきましょう。
また、最後になりますが歯学体正評議委員として
この1年間関わらせて頂いた各クラブの皆様、ご指導
頂きました先生方、ご支援頂いた後援会の皆様には
大変感謝しております。この場を借りて深く御礼申
し上げます。� （第5学年）

水泳部
優　勝：菊池礼奈2年（女子200ｍ自由形、女子400ｍ自由形）・
手塚悠2年（女子50ｍ背泳ぎ、女子100ｍ背泳ぎ）・絹原有理
5年（女子100ｍバタフライ）・今泉杏　衛1年（女子50ｍ自由
形）・松永彩2年/浅見里菜3年/手塚悠2年/菊池礼奈2年（女
子200ｍフリーリレー・大会新）、菊池礼奈2年/松永彩2年/手
塚悠2年/浅見里菜3年（女子400ｍフリーリレー・大会新）・今
泉杏�衛1年/手塚悠2年/浅見里菜3年/菊池礼奈2年（女子200
ｍメドレーリレー）・手塚悠2年/内藤貴大4年/今泉杏�衛1年/�
田宗太1年（混合200mメドレーリレー）
準優勝：松永彩2年（女子200ｍ自由形、女子400ｍ自由形）・�
浅見里菜3年（女子200ｍ個人メドレー）・今泉杏�衛1年（女子
100ｍ自由形）
３　位：絹原有理5年（女子50ｍバタフライ）
陸上部
優　勝：峯村祐貴2年（男子200m）・相川慶郎2年（男子走幅跳）・
小泉舞6年（女子走幅跳）・相川徹郎2年/金井敦紀1年/石川博昭
5年/峯村祐貴2年（男子4×100mR・大会新）
準優勝：相川慶郎2年（400mH、男子三段跳）・井上将一3年（男
子1500m、男子5000m）・石川博昭5年（男子走高跳）・市川熙
5年（男子やり投げ）・石川博昭5年/峯村祐貴2年/中島拓紀2
年/関本愉6年（男子4×400mR）
３　位：金井敦紀1年（男子200m）・市川尚樹2年（男子800m）・�
井上将一3年（男子3000mSC）・岩瀬慶5年（男子走幅跳）・�
市川熙5年（男子砲丸投）・桐戸美佳3年/天野真梨菜　衛3年/
北原諄子5年/小泉舞6年（女子4×100mR）
※参考　R…リレー，H…ハードル，SC…障害
スキー部
優　勝： 瓦井海年4年（男子スーパー大回転、男子回転、男子大回転）
３　位：西村響　既卒（男子回転）
日本拳法部
準優勝：山口良輝3年（男子個人戦）
３　位：平岡龍哉2年（男子新人戦）
ソフトテニス部
優　勝：大熊理沙子4年/齋藤瑞花5年（女子ダブルス）�
３　位：清水誠基3年/小濵凌介5年（男子ダブルス）
洋弓部
準優勝： 相澤有哉1年（男子新人戦）
３　位： 竹下未来也1年（男子新人戦）・細田清道3年（男子個人

戦）・浅野華美4年（女子個人戦）
空手道部
３　位：千葉優一郎2年（新人戦個人組手）
剣道部
優　勝： 田邊和1年（女子個人戦）
３　位： 双木遥　衛2年（女子個人戦）
柔道部
優　勝： 加藤博之4年（男子個人・66kg級）

第49回全日本歯科学生総合体育大会
総合成績

順　位 大　学　名 得　点
優　勝 愛知学院大学歯学部 � 152.25点
準優勝 九州歯科大学  130.5点
３位 日本大学歯学部 � 120.75点
４位 大阪歯科大学 � 100点
５位 明海大学歯学部 � 99点

夏期部門

1位
バスケットボール 21点
水泳 20点
陸上競技 19点

2位 日本拳法 　8点

3位 剣道 12点
アーチェリー 　5点

冬期部門
1位 スキー 19点

歯学体を終えて
正評議委員　宮崎　樹梨

本学部が得点した部門（上位３位）

夏期・冬期部門の個人 
種目等入賞者
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この度のオールデンタルでは、男子部門9位、女子部
門1位により総合優勝することができました。これもひと
えに応援してくださった皆様のおかげと、深く感謝して
おります。女子は来年も優勝できるように、男子は今年
のリベンジを
果たせるよう
に男女ともに
頑張っていき
ますので、引
き続きご支援
ご鞭撻のほど、
よろしくお願
いします。
� （第4学年）

この度、陸上競技部はデンタル３連覇を達成しました。
昨年の連覇達成で、先生方を含めた部員全員の今年も絶対
に優勝するという強い思いから、団結力も強くなり、充実
した練習ができ大会に臨めました。当日は台風５号の接近
に伴い強風の中での競技となりましたが、２位に大差をつ
けての総合優勝となりました。今後も更なる連覇を目指
し、より一層
努力をしてい
きたいと思い
ます。応援し
て下さった皆
様、誠にあり
がとうござい
ました。
� （第3学年）

この度日本拳法部は、団体戦で準優勝する事が出来まし
た。今年のオールデンタルでは昨年の優勝に続き２連覇を
目標に練習してきましたが、残念ながら優勝を逃す結果と
なりました。来年は再び優勝に向けて練習に励みます。お
忙しい中練習に参加していただいたＯＢの先輩方ありがと
うございました。また、お忙しい中応援に来て下さったＯ
Ｂ・ＯＧの先
輩方ありがと
うございまし
た。今後とも
ご指導、ご鞭
撻の程よろし
くお願い致し
ます。
�（第5学年）

剣道部は昨年ベスト8だった悔しさを糧に1年間稽古に
励んできました。岐阜での開催にも関わらず多くの先生に
会場に足を運んでいただきとても感謝しております。また
多くのご声援をいただきとても心強かったです。3位と悔し
い結果に終わり、主将として部員を優勝に導くことが出来
ずとても悔しく思います。しかし、監督、OB・OGの先生方、
先輩、同学、後輩に支えられてここまで来られたと思います。
来年こそは男
女ともに優勝
できるよう部
員一同一致団
結して精進し
て参りたいと
思います。
� （第5学年）

洋弓部は8月4日～ 6日にかけて富山県にて開催された
オールデンタルにおいて、女子団体2位、男子団体3位、
団体総合3位、新人戦では男女ともに入賞を果たしました。
洋弓は個人戦ですが部員同士が支えあい一丸となって戦っ
たからこその3位だと思います。日々の練習の成果を試合
で100％出しきることは難しいですが、試合で楽しめるよ
うに次の秋関東
大会にむけて更
に努力して参り
ます。これから
も洋弓部の応援
を宜しくお願い
します。
� （第４学年）

　優勝　陸上競技部
主将　井上　将一

　優勝　水泳部 　準優勝　日本拳法部
主将　内藤　貴大 主将　葛原　弘

　　優勝　バスケットボール部
主将　畠山　草太

　　第三位　洋弓部
主将　小野真利江

　　第三位　剣道部
主将　渡辺　琢郎

去年のデンタルから1年間目標にしてきた3連覇。水泳
部が3連覇するのは実に42年ぶりという快挙。今回優勝
を勝ち取る事ができたのは、水泳部のOB・OG、学校関
係者、水泳部活動を理解し応援して下さる御父兄の皆様の
多大なるサポート、そして部員の努力があったからです。
主将として臨んだデンタルで優勝できて、本当に感謝の気
持ちでいっぱいです。来年も4連覇に向けて部員一丸となっ
て練習に取
り組んで参
ります。今
後ともご指
導、ご鞭撻
の程よろし
くお願い致
します。
�（第4学年）
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２号館地下１階の教室前で、６年生を見かけると
「オ～ィ、勉強の調子はどう？」、「まぁ、まぁ順調で
す！」このような会話をこの夏、数多くかわしました。
皆、歯科医師になるという自分の夢、目標に向けて一
生懸命頑張っています。今年の夏は天候が不順であま
り暑くなく、“夏らしくない夏”と言われました。しか
し、卒業、そして国家試験合格に向けひたすら勉強
に励んだ学生諸君にとっては、意外と過ごしやすい
夏だったかもしれません。ただ、精神的には様々なプ�
レッシャーと戦い、一生で一番つらく、忘れられない
熱い夏になったことでしょう。そして秋を迎え、最終
学年としての生活も後半戦を迎えています。学修効果
には即効性はありません。一つ一つ積み上げていかな
くてはなりませんが、逆にそれによって得たものは簡
単に消え去ることはありません。だから自分を信じ
て、充実した日々を最後まで過ごして欲しいと思って
います。この思いは彼らの指導にあたる教員や御家
族を含め、皆の共通な思いだと思います。卒業そして
国家試験に向けての学修については、学習指導委員と
ティーチングアシスタントの先生方が適切に指導を
してくれていますが、これから残された僅かな時間を
有効活用するには、今以上に自分の弱点となる苦手な
教科、内容を克服する必要性が有ります。私たちクラ
ス担任も、国家試験終了まで、６年生の皆が健康で毎
日を過ごせるように叱咤激励し、そしてこれからも“声
かけ”を続けていきます。これまで毎年オールデンタ
ル優勝に向け、所属クラブの中心選手として学生生活
を謳歌してきた６年生の多くが、今年は歯学体に参加
できなかったことを心残りに感じているかもしれま
せん。しかし、私たち第６学年にとっての晴れ舞台は、
国家試験です！皆で必ず勝利を勝ち取りましょう。
� （教授　歯科補綴学第Ⅰ講座）

本学部に入学し、早くも数ヶ月が経ちました。徐々
に大学での生活にも慣れることができたと思います。
大学での生活は自分の想像していたものとは全く
違い新鮮なものでした。入学するとすぐに軽井沢の
オリエンテーションが行われました。そこでは班ご
とに動画を作成しました。撮影や編集などの作業の
中で同学年の人との交流も出来たと思います。その
他にも先生の留学の体験談を聞くことができたり、
大縄跳びを行なったりと学年の親睦を深める良い機
会になったと思います。
軽井沢のオリエンテーション後にはすぐにクラブ
勧誘が始まりました。勧誘期間中には先輩方に食事
に連れて行ってもらったり、実際に練習に参加させ
ていただいたりすることで部活の雰囲気を知ること
が出来ました。
私は色々な部活の中からバドミントン部に入部す
ることに決めました。バドミントン部では夏休みに
合宿と全日本歯科学生総合体育大会がありました。
合宿では山梨へ行き、大会へ向けた練習を行いまし
た。合宿のすぐ後に大会が控えていたということも
あってか合宿での練習は普段の練習よりも大変なも
のでした。また、今年のバドミントンの大会は岡山
で行われました。大会には様々な大学の歯学部生達
が参加します。私は試合に勝つことができませんで
したが、他大学の方にアドバイスをもらったりする
ことができ良い経験になったと思います。
学修面では、大学の授業は高校のときのような教
科書がない授業も多く、先生の話を聞きノートをと
るということが今まで以上に重要であると実感して
います。テストが多く大変な時もありますが、無事
に部活動との両立をしながら進級出来るように頑張
りたいです。

クラス短信

第1学年　上東野　雄也 第6学年　学年主任　飯沼　利光
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私はこの国際社会で活躍できる歯科医師を目指し
ています。そのための第一歩として、アメリカのエ
リザベスタウン・カレッジで行われる英語の短期研
修に参加しました。研修は3週間にわたり、平日は
大学の授業で英語を学び、週末は校外学習としてリ
トリート、ワシントンDC、ニューヨークを訪れま
した。出発前に目的として英語力と積極性の向上を
掲げましたが、それ以上にとても素晴らしい経験が
できたと思います。
まず最も衝撃的だったことは、大学での授業形態
です。クラスでの質問や意見は常に歓迎されており、
質問や意見、間違いから新たに議題を生み出すよう
な仕組みでした。このような授業形態では発言が授
業を活気づかせるので、誰もが積極的に発言してい
ました。
ワシントンDCでは、政治の中心都市でアメリカ
国民の生の声を聞くことができて印象的でした。ホ
ワイトハウス近辺でメッセージボードを持って歩く
女性がおり、そこには「You�can't�comb�over�the�
Bigotry」と書かれていました。この文には2つの意
味が含まれており、1つは大統領の髪型を揶揄するも
の、もう1つは大統領が人種差別に対して政策をとら
ないことへの怒りが含まれています。英語ならでは
のユーモアと、自由を重んじる国民性を感じました。
今回の研修は英語力、積極性、協調性を養うこと
ができ、また世界は違いに溢れているということを
身に染みて感じることができた有意義な体験でし
た。これからも学修を続けるとともに、人間性を磨
き続けて世界に通用する知識と教養を持つ医療人に
なりたいです。最後に、貴重な経験をくださった日
本大学並びにエリザベスタウン・カレッジに厚く御
礼申し上げます。� （第1学年）

平成29年度日本歯科医師会／デンツプライシロナ
スチューデント・クリニシャン・リサーチ・プログラ
ム(SCRP)日本代表選抜大会が、8月18日に開催され
ました。「歯槽骨吸収予測指標としての歯肉溝滲出液
中ストレスシグナリングの解析と臨床応用への検討」
"Stress�Signalling�Network�in�the�Gingival�Crevicular�
Fluid�as�an�indicator�of�Alveolar�Bone�Resorption:�
Prospects�for�Clinical�Applications"�を研究テーマと
して、細菌学講座にて研究を続けて参りました。結果は、
臨床部門一位、総合準優勝でした。
この舞台に立つことを夢見て、一歩を踏み出す決意
をした日を、今でも鮮明に覚えております。その日か
ら約3年、振り返るとあっという間のようで、様々な
経験をした日々でした。長期休暇中、日々研究室に通
い、私が想像していたような研究者の生活を送りまし
た。朝からこつこつと実験を行い、全てが予想通りに
は出ないデータに向き合い、試行錯誤しました。はじ
めは失敗を恐れピペットを持つ手が震えました。しか
し、日が経つにつれ、期待通りの結果が出るかわくわ
くしながら実験に夢中になっている自分がいました。
発表当日は、数年間続けてきたものが、ついに幕を
閉じる日が来たが故に、今までにない緊張に襲われる
のではないかと不安を抱いておりました。しかし、実
際は、その緊張に勝り、この魅力的で大変面白い研究
内容を一人でも多くの方に伝えたいという想いでいっ
ぱいでした。審査中は、とても楽しくプレゼンテーショ
ンを行い、審査員が笑顔になってくださったことを覚
えております。このような気持ちで大会に挑めたこと
は、細菌学講座の皆様が多くの事を教えてくださり、
大会に送り出してくださったおかげです。
最後に、お世話になった先生方、応援してくださ
り心の支えとなってくださった皆さま、ありがとうご
ざいました。そして
何よりも、数年にわ
たりご指導ください
ました、Dr.�Marni�E�
Cuenoに感謝の言葉
を贈ります。新たな
扉を開き、研究の奥
深さを教えてくださ
り、感謝の気持ちで
いっぱいです。
� （第５学年）

ＳＣＲＰ日本代表選抜大会出場 海外短期研修 
エリザベスタウン・カレッジ

福留　彩音 髙田　紋花
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での生活は新鮮で有意義であった。他国の人とコ
ミュニケーションを取ることを通じて自分の英語
の未熟さも痛感したが、英語で話すことの抵抗感
は少なくなり、多少成長したかと思っている。ア
メリカでは一年間ずっと研究をしている毎日で、
臨床からは離れていたため日本に戻ってきて臨床
に戻ることに不安もあった。日本に戻ってきたい
ま、再度臨床を一から学び直すとともに大学院を
修了した後、どうするのかを真剣に考えなければ
ならないと思っている。

（大学院４年　齋藤　弘人）
○昨年は研究分野である日本口腔顔面痛学会が生理
学・岩田幸一教授大会長の下で、国際学会と共同開
催されました。世界の口腔顔面痛の流れや最先端の
研究や臨床を知り刺激を受けました。学会以外にも
口腔診断学講座ではアメリカ・カナダ・韓国から3
名の外国人講師を招聘し、講演をしていただいた外
国の先生方と直接的な交流も出来ました。普段行か
ないような浅草や両国へ観光案内し、自分まで少し
日本に詳しくなった気がします。今年度は米国口腔
内科学会や国際神経疼痛学会に参加する機会を頂き
ました。言葉の壁にぶつかることにも慣れ、稚拙な
英語でも情熱と勢いで伝えることの大事さを感じま
した。これからも積極的に学会参加し、国際社会に
関わっていきたいと思います。
� （社会人大学院3年　渡邉　広輔）
○ふと、桜歯ニュースに投稿する機会をいただいた
ことで、今までを振り返りました。本学を卒業した
時は、大学に残るつもりはなく、将来に漠然とした
イメージしか持てず、全てに興味があり決めかねて
いる状態でした。当然、口腔外科学講座に入局し
た時は大学院に進学しようとは微塵も思っていま
せんでした。入局後３年目で専修医にさせていただ
き、同時に社会人大学院に進学させていただくこと
になりました。全てはその時々で助言をくれ支えて
くださった周囲の方々がいたからだと感じています。
これからも迷いながら進むことになると思いますが、
自分のやりたい治療ができるよう研鑽を積み、邁進
していきたいと思います。

（社会人大学院４年　荻澤　翔平）

○歯科保存学第Ⅰ講座の大学院に入学して早くも半
年が過ぎようしています。臨床も研究もわからない
ことばかりで、自分なりに調べて確認し実践するも
上手くいかず、指導医から叱咤を受け、この道に進
んだことを間違いだったのではないかと考えてしま
う日々もありました。その中で感じるのは自分ひと
りでは何一つ出来ず、公私共に周りの沢山の方に支
えられて今があるということです。学生時代には気
付けなかった母校の良さ、温かさを日々感じながら、
少しずつ歯科医師として、研究者としてステップ
アップ出来ればと思っています。
� （大学院 1年　名倉　侑子）
○私は大学院にて、根尖病巣を用いた研究を行って
います。そこで知り得た知識、情報で今までとは違っ
た臨床への取り組み方ができ、歯科医としての視野
が広がってきています。またティーチング・アシス
タントとして歯科医師国家試験を控える学部5、6年
生に対し、教育補助を行うことにより、教育という
ものの難しさを痛感しています。今後、学生を教育・
指導していく立場になる上で、学生が何を望んでい
るのかを身近で感じることができる良い機会を頂い
たと感じています。今後も自身の大学院生活がより
充実するよう努力したいと思います。
� （大学院2年　氷見　一馬）
○大学院生活も残り一年半となりました。卒業して
すぐに大学を離れ一般の歯科医院に就職した私が再
び大学に戻り、今は細胞や細菌と毎日闘っていると
いう話をすると久しぶりに会った友人たちは驚きま
す。歯科のプロフェッショナルとなるために技術は
もちろんのこと、そこに「根拠」を加えることの重
要さ、そしてそれは容易ではないことを「研究」に
触れることで素人ながらも日々実感しています。「ど
うせやるなら意味のある研究を」と日々遅くまで面
倒見てくださっている先生方に感謝しつつ、残され
た時間をさらに有意義に過ごしたいと思います。

（大学院3年　早田　真由美）
○大学院4年生になりいよいよ修了が近づいてい
る。昨年はアメリカに留学もさせていただき貴重
な経験をした。海外は言葉の壁もあり、初めは戸
惑いもあったが日本とは全く違う風景と文化の中

オピニオン
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日本大学の各学部図書館が学生証のみで利用出来
るようになりました。従来の利用者登録は必要あり
ません。日本大学図書館は国内屈指の規模を誇り、
全学部で510万冊以上の蔵書を所蔵しています。本
学の学生であれば、各学部の特色ある蔵書を閲覧・
貸出することができます。
利用条件は各学部で違いますが、図書館内の書架

を見るだけでも、思わぬ発見があるかもしれません。
蔵書の検索は、各学部のウェブサイトから可能です。
歯学部図書館HPからディスカバリーサービスを使
えば、学部間を統合した資料検索ができます。自宅
の近所や通学途中に他学部の図書館があれば、ぜひ
立ち寄ってみてください。各学部図書館の開館時間
や利用条件は大学HPでご確認ください。
日本大学ホーム＞施設紹介＞図書館＞図書館一覧
http://www.nihon-u.ac.jp/facilities/library/
guide/

インフルエンザは、11月から翌年3月頃までが
流行の時期ですが、最近では4月にもインフルエン
ザ罹患の届出があります。学校保健安全法では、罹
患後の登校停止となる基準を「発症後5日を経過し、
かつ、解熱後2日を経過するまで」と定めています。
インフルエンザ様症状（38度を越える発熱）が始
まった日（発症日0日）は、医師の確認が必要です。
必ず医療機関を受診し、インフルエンザと診断され
た場合は、学校に登校せずに、速やかに学生課(03-
3219-8004)に連絡してください。
罹患後は、学内での感染拡大を予防するため、医

師の指示に従い登校停止期間を厳守して治療に専念
してください。登校停止期間中の学業については、
補講など補完対応を検討します。登校する時は、医
療機関で「診断名及び登校許可日」が
記入された診断書を受け、欠席届とと
もに学生課に提出してください。

今年も歯学部では「いちにち歯
医者さん」のテーマのもと、歯科
にまつわる７つの企画を用意して
います。歯科材料を用いたスト
ラップやネームプレート作り、歯
磨き粉作りや自分の口の中の観察、
歯の切削の体験、記念撮影など例

年通りの企画に加え、昨年度まで桜歯祭の企画とし
て行われていた歯についての説明系企画をNU祭の
企画として行うことになりました。説明系企画と体
験型の企画の両方を行うことで、ご来場いただいた
方に歯科についてより一層身近に感じていただける
と思いますのでぜひ、ご家族やご友人を誘ってご来
場ください。皆様のご来場を心よりお待ちしており
ます。� （第5学年）
※�桜歯祭・NU祭開催前の原稿です。�
それぞれの報告は次号に掲載いたします。

今年は10/６(金)・7(土)に桜
歯祭・NU祭・駿技祭・翔衛祭が
開催されます。今年の桜歯祭の
テーマは「君の歯は。」です。昨年
大ヒットした映画「君の名は。」と
日本大学歯学部をかけまして、映
画のように今年の桜歯祭も多く

の人に愛されるよう、また、桜歯祭が自分自身の歯、
口腔環境について問ういい機会になれるよう願いを
込めて今回のテーマを決定いたしました。�
また、御茶ノ水アートピクニックさんと共同開催
させていただきます。恒例となっている各クラブが
出店する「模擬店」、「カラオケ大会」、今年は東京
03、トンツカタンの２組のお笑い芸人をお呼びし
て行われる「芸能ライブ」、より多くの方に歯につい
て詳しく知っていただこうと始まった「市民公開講
座」など、学生だけの文化祭ではなく、私たちの日
本大学歯学部の雰囲気を広く多くの来場者の方に感
じ取っていただける企画を準備してきました。
日本大学歯学部創立101年目の新たなる年の桜歯
祭として実行委員一同、皆様のご来場を心よりお待
ちしております。� （第4学年）

ほけん室
から

インフルエンザ罹患後の 
登校停止について

日本大学図書館の 
共用化に伴う学生利用について

桜歯祭企画案について

NU 祭企画案について

桜歯祭実行委員長　北畠　有希子

ＮＵ祭実行委員長　小澤　祥子

図書館事務課
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学生相談室では、皆さんが充実した学生生活を過
ごせるように、様々な相談に応じています。どんなに
ささいなことでも、気になることや困っていることが
あれば、気軽にご相談下さい。電話相談【03-3219-�
8051(相談室直通)】、ご家族からのご相談もできます。
内容について秘密が漏れることは一切ありませんの
でご安心下さい。3号館1階玄関を入って右手奥に相
談室の入り口があります。月曜日の昼休みは、本学教
員が、水・木・金曜日の10時～17時と火曜日の11
時～18時は、日本大学本部学生相談センター所属の
臨床心理士が相談を担当しています（曜日ごとに担当
するカウンセラーが異なります）。

6月25日（日）・7月27日（木）・8月19日（土）・8
月20日（日）に歯学部進学相談会が、6月25日（日）・
7月27日（木）・8月20日（日）・9月16日（土）に附
属歯科技工・衛生専門学校の進学相談会が行われま
した。受験希望者・父母等合わせて685名の来場者
がありました。
会場には教員による相談コーナーや在校生のブース
が設けられ、来場者からは入試科目や適性試験、校友
子女入試などについての質問も多くありました。また、
実習室において「体験実習」を行い、好評を博しました。

《問合せ先》
歯学部　教務課
03-3219-8002��E-mail:de.academic@nihon-u.ac.jp
附属専門学校　専門学校事務室
03-3219-8007��E-mail:de.ts@nihon-u.ac.jp

学生生活
クラブ夏合宿一覧（8月28日現在）

アメリカンフットボール部 7/28 ～ 8/3 長野県上水内郡飯綱町

合 気 道 部
8/8 ～ 8/9

東京都千代田区（通い合宿）8/15～8/16,�
8/19

剣 道 部 7/27 ～ 8/2 千葉県夷隅郡御宿町
硬 式 庭 球 部 7/31 ～ 8/12 千葉県長生郡白子町
硬 式 野 球 部 7/26 ～ 7/30 埼玉県東松山市
ゴ ル フ 部 7/23 ～ 7/27 茨城県常陸大宮市
サ ッ カ ー 部 7/22 ～ 7/27 茨城県神栖市
自 動 車 部 7/21 ～ 7/24 新潟県胎内市
柔 道 部 7/24 ～ 8/2 東京都千代田区（通い合宿）
水 泳 部 7/23 ～ 7/29 茨城県ひたちなか市
ス キ ー 部 7/27 ～ 7/31 群馬県利根郡片品村
ソ フ ト テ ニ ス 部 7/27 ～ 7/31 千葉県長生郡白子町
卓 球 部 7/25 ～ 7/28 神奈川県横浜市
日 本 拳 法 部 7/25 ～ 7/31 東京都千代田区（通い合宿）
バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 部 7/28 ～ 7/31 静岡県賀茂郡東伊豆町
バ ド ミ ン ト ン 部 7/25 ～ 7/28 山梨県南巨摩郡南部町
バ レ ー ボ ー ル 部 7/21 ～ 7/24 千葉県山武郡横芝光町

ボ ウ リ ン グ 部
7/15,�
7/24 ～ 7/26 東京都港区高輪
7/29 ～ 7/30 愛知県稲沢市

ヨ ッ ト 部 7/31 ～ 8/4 神奈川県葉山町
洋 弓 部 7/26 ～ 7/31 長野県下高井郡木島平
ラ ク ビ ー 部 8/10 ～ 8/17 長野県上田市
陸 上 競 技 部 7/24 ～ 7/30 山梨県甲府市
奇 術 部 7/21 ～ 7/25 東京都千代田区（通い合宿）8/16 ～ 8/18
軽 音 楽 部 8/1 ～ 8/6 山梨県南都留郡山中湖村
茶 道 部 7/28 ～ 8/1 静岡県熱海市
写 真 部 7/22 ～ 7/23 静岡県伊豆の国市
生 物 部 8/8 ～ 8/10 静岡県伊東市
美 術 部 7/22 ～ 7/23 山梨県笛吹市
ワンダーフォーゲル部 7/22 ～ 7/25 長野県松本市8/11 ～ 8/13 富山県中新川郡立山町

NewsPlusα
☆ 平成29年度日本大学体育大会ボウリング競技会 
（教職員の部）優勝
９月１日（金）シチズンボウル（高田馬場）において、ボウリング

競技会（教職員の部）〔担当：医学部〕が行われました。
歯学部は、毎年上位の常連でありながらも、久しく優勝から遠ざ

かっておりましたが、高橋事務長の「歯学部に優勝旗を！」の掛け声
のもと、事務長を含めた選手６名で
力を合わせ、総合2,729ピン（第２
位の薬学部とは５ピンの僅差）で見
事優勝することができました。皆
様応援、ありがとうございました。
� （会計課　参事補　渡邊　龍）

☆ 平成29年度自衛消防訓練審査会
9月15日（金）旧今川中学校グラウンドにおいて、自衛消防

訓練審査会が行われ男子隊が出場しました。

進学相談会の様子 
5 〜 9 月

  学生相談室から
日　時：平成29年11月4日（土）13時30分～
場　所：歯学部4号館3階　第3講堂
講演者：�口腔外科学講座　教授　大木　秀郎�

病理学講座　　　教授　浅野　正岳
演　題：�お口の中にできる“がん”ってどんな病気？�

―口腔保健と全身の健康シリーズ（43）―

平成29年度
第 2 回　公開講座案内（11 月）


