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　強いられた労働、格差、知識偏重など、繰り返し取りざたされる問題は、何事も程
度やバランスが重要なことを示しています。けれども、学問やスポーツでは、相当な
努力、苦労あるいは時に犠牲を払ってこそ成果が期待できるわけですし、成果への称
賛はそれに至る努力や苦労に向けられているとも言えます。また、偏重はよろしくな
いとされつつも、さながら国試コンペといった現在の様相は未だ留まるところを知り

ません。とかく世の中は住みにくくストレスフルなのです。さりとて「越すことができないならば、束の間
でも住みよくせねばならない」とはかの文豪が記したところです。
　本学は「自主創造」を掲げていますが、能動的な思索はゆとりの中で育まれ、創造的な動機は知的好奇心
から生じるものです。しかし、これらは制度や過密偏重な環境には馴染みません。制度や環境という外的呪
縛から越すことができないならば、内的な力で住みよくする他はありません。内的な力つまり「心持ち」によっ
て寸暇においても知的好奇心を少しばかり発揚できれば「小さな喜び」を都度手にすることができます。こ
れは脳内物質の研究結果をもとに脳科学が語っていることです。とくに学生諸君、自分の意志で、適度なレ
ベルで、そこそこ小まめに、こうした工夫をストレスフルな生活に織り込んでみてください。

（教授　解剖学第Ⅱ講座）

日々小さな喜びを 学務担当　磯川桂太郎



説明力と理解力
数理情報科学分野　宮崎　洋一

コンピュータの性能向上に伴っ
て、人工知能は車の自動運転など
多くの分野での活躍が期待されて
います。しかし、人工知能の研究
は克服すべき課題も抱えているよ
うです。そのうち、人間の学修方

法とも関連が深い人工知能の弱点を2つ挙げてみます。
一つは、答を得られても、なぜその答が導き出せたか

の理由を人間側がわかるような形で提示できないことで
す。2013年は、コンピュータ将棋にとっては画期的な年
でした。人間のプロ棋士との団体戦で勝利を収めたからで
す。その数ヶ月後の日本数学会において企画された招待講
演「プロ棋士に勝ったコンピュータ将棋」によれば、コン
ピュータ将棋を著しく強くした要因は、一つの局面の優劣
を判断する評価関数の作成を、人間の手作業によるものか
らコンピュータによる自動生成に変更したことです。その
代償として、例えば王様の安全度に関する数値を高めたら
強くなった、というような説明が困難になってしまいまし
た。可能な指し手すべてを探索するしらみつぶしの方法で
強くなったとしか説明のしようがない、と講演者が嘆いて
いたのが印象的でした。

もう一つは、正解を答えられても、人工知能は言葉の意
味を全く理解していないということです。人工知能が答を
導き出す過程は、いわゆるパターンの当てはめです。○□
△について質問されたら、膨大な情報を瞬時に探索して、
○□△と※▽◎がセットで出てくる頻度が多いので、※▽
◎と答えるというのが人工知能のやり方です。したがって、
○□△や※▽◎の意味を人間が理解しているようには理解
していません。先頃、「ロボットは東大に入れるか」のプロ
ジェクトが東大合格を断念したというニュースが流れまし
たが、その理由の一つはこの弱点にあるようです。

大学教育においては、人工知能にとって獲得するのが難
しい説明力と理解力を高めるような教育が重要と考えてい
ます。料理では、本当の甘さを出すために、最後に少量の
塩を隠し味として加えると言います。数理情報科学分野は、
歯学部の教育では小さな一角を占めるにすぎませんが、真
の教育効果が上がるようにいい塩加減ができればと思って
います。

Dum aurora fulget, 
adulescentes, 
flores colligite.

基礎自然科学分野  中野　善夫

昨年 10 月から基礎自然科学分
野（化学）の教授として仕事をす
ることになりました。今のとこ

ろ、それで仕事の内容は特に変わっていません。
実際のところ、10 年前にはここでこういう立場で仕

事をするとは思ってもいませんでした。大学生や大学院
生だった頃には、まさか歯学部でこんなに長い期間を過
ごすとは想像をしたこともなかったので、あまり過去を
振り返らないように心掛けています。学生諸君は将来
は予想もしないことが起こると思っておいた方がいい
でしょう（このページは誰に向けて書けばいいのかよく
判っていませんが、とりあえず若い人たちに向けて書く
ことにしましょう）。

大学は理学部の化学科を卒業して、大学院は理学研究
科化学専攻でした。日大歯学部で化学を教えているのだ
から当然だろうと思われるでしょうが、7 年前に着任す
る前は他大学の歯学部の予防歯科にいたので、その後は
当然な道を辿ってきたわけでもありません。私立大学で

（口腔）衛生学講座は国立大学では予防歯科学講座に相
当し、その多くは臨床講座です。私は歯科医師ではない
ので、もちろん臨床は関係なく、口腔内細菌の研究をし
たり、齲蝕細菌や微生物の遺伝子の話などの講義をして、
照度や騒音の実習をしたりしていました。熱力学なんて
遥か彼方の学生時代の思い出の一つでしかありませんで
した。それがこんなことになろうとは。

若い頃に学んだことが思いもしないところで役に立つ
こともあります。そのときはまったく予想もしていない
ところで。学びたくないことまで学ぶのが学校です。大
学は専門領域の周辺から体系的に勉強をするところで
す。この体系的というのが独学では難しい。今日、明日
のことだけを考えるのではなく、予想できない未来のた
めに学ぶべきだと思います。そうすると何かいいことが
あるかも知れない。Ispsa scientia potestas est とい
うことでしょう。

新 教 授 紹 介

【略歴】
昭和56年東京大学理学部卒業。昭和59年東京大学大
学院理学系研究科修士課程修了。本学助手、講師、准教
授を経て、平成28年10月本学教授。博士（数理科学）。
58歳。

【略歴】
昭和61年立教大学理学部卒業。平成3年立教大学大学院理
学研究科博士課程後期課程修了。テキサス大学ヘルスサイ
エンスセンター歯学部小児歯科研究員、九州大学歯学部予
防歯科学講座助手、講師、九州大学大学院歯学研究院口腔
保健推進学講座助教授を経て、平成21年本学准教授、平成
28年10月本学教授。理学博士。53歳。
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日本大学の研究力
研究担当　清水　典佳

2016 年 8 月 31 日、 ロ イ
タ ー よ り「 ア ジ ア で 最 も イ ノ
ベ ー テ ィ ブ な 大 学 ラ ン キ ン グ
TOP75」がプレスリリースさ
れました。これは大学の所有す
る特許および学術論文の引用情
報などから、科学の進歩、新技
術の発明、およびグローバル経

済の推進に最も貢献した教育機関を明らかにする試み
です。アジアで最もイノベーティブな大学に選ばれた
のは、韓国科学技術学院であり、2 位以降は東京大学、
ソウル大学校、大阪大学、浦項工科大学校（韓国）・・・
と続き、日本大学は 70 位にランクインされておりま
した。韓国、日本が 20 校で上位を独占する結果であ
りますが、中国が 22 校、オーストラリアが 6 校ラン
クインされております。韓国、日本の研究力の強さを
感じますが、今後経済力豊かな中国の研究力が発揮さ
れるかもしれません。

一方、2016 年 10 月には文部科学省研究振興局か
ら「平成 28 年度科学研究費助成事業の配分について」
という報告がなされました。平成 28 年度において、
補助金採択数で、1 位東京大学、2 位京都大学、大阪
大学と続き、日本大学は全国で 22 位、私立大学の中
では、慶応大学、早稲田大学に続き 3 位と報告されて
おります。しかし、補助金配分額はその後の順位の大
学より少なくなっています。その理由は基盤（C）の
採択が前後の大学に比べかなり多いにもかかわらず、
基盤（B）、（A）の大型研究費の採択が少ないことにあ
ります。

研 究 分 野 別 新 規 採 択 分 配 分 状 況 表 で は、 情 報 学
4.2％、環境学 2.5％、・・・・数物系科学 7.9％、生
物学 5.5％、農学 6.3％、医歯薬学 24.0％と医歯薬学
は全 15 分野で最大の 24％の配分率で、155 億 5 千 4
百万円もの額に達しており、超高齢社会を迎えた日本
の医療費削減に寄与する医歯薬学の研究発展に国が大
きな期待を持っていることが伺えます。

近年、預金の利子が低下し本学部の研究費も徐々に
削減傾向にあるため、外部研究費の獲得が必須になっ
ております。日本大学の研究力を生かし、学部間の協
力のもと、本学も大型研究費の獲得を目指す必要があ
ると考えられます。　　　　 （教授　歯科矯正学講座）

平成28年度奨学金について
学生担当　鈴木　直人

歯学部では、学生の修学を経済
的な側面から支援する事を目的と
して、日本大学、歯学部独自及び
学外の奨学金財団による奨学金制
度を設けています。奨学金制度に
は「給付型奨学金」と「貸与型奨学
金」の2種類があリます。

給付型奨学金には、課外活動に
おいて顕著な成果を収め、学部に貢献した学部生（2 〜 6
年生）及び海外で開催される学会で研究発表をする大学院
生を対象とした「歯学部佐藤奨学金第1種・第2種奨学生（学
部：年額20万円5名、年額10万円26名、歯学部佐藤奨
学金第3種奨学生（大学院：年額50万円以内8名）」、課外
活動において顕著な成果を収めた学生及び学部学生への学
習指導に貢献した大学院生が対象の「歯学部同窓会奨学金

（学部：年額10万円4名、大学院：年額5万円4名）」、大
学院4年生が対象の「日本大学古田奨学金（年額20万円1
名）」、「日本大学ロバート・F・ケネディ奨学金（年額20万
円1名）」があります。また、家計及び学業成績を推薦基準
に学部学生を対象にした 「日本大学事業部奨学金（年額24
万円2名）」があります。これら給付型奨学金は、人物、学
業成績が優秀な者から選考の上、 日本大学、日本大学歯学
部あるいは日本大学歯学部同窓会から給付されます。その
他学外の給付型奨学金として「森田奨学育英会奨学金」が
あり、学部6年生と大学院4年生を対象に公募・選考の上、
各1名に給付されます。

貸与型奨学金にも種類があり、授業料相当額以内を貸与す
る「日本大学歯学部佐藤奨学金」及び「日本大学歯学部後援
会奨学金」は、人物、成績が優れ、経済的理由等で学業継続
が困難な学生に対して選考の上、日本大学歯学部が貸与しま
す。また、「日本学生支援機構奨学金」は、「第一種（無利子
貸与、月額5万4千円、6万4千円）」と「第二種（有利子貸
与、月額3万円、5万円、8万円、10万円、12万円）」があ
り、学部と大学院在籍者を対象に貸与されます。この奨学金
は多くの学生に利用され、第一種、第二種合わせて学部58名、
大学院43名に貸与されています。各種奨学金の取り扱いは
学生課が窓口となっています。　　　　  （教授  生化学講座）
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平成 29 年度
臨床研修歯科医師選考試験について

卒後教育担当　石上　友彦

本学部付属歯科病院臨床研修
歯科医の選考試験は、昨年 7 月
30 日に実施されました。採用定
員 140 名のところ、学外からの
志願者を含め、総数 206 名の受
験者でした。本学部の選考試験
は、学内外を問わず向上心のあ
る優秀な人材の選考を目的とし

ており、「書類審査」、「面接」及び「筆記試験」で構成さ
れております。本学部生に対しては、「面接」が免除さ
れており、在学中の学生生活における「生活態度」がそ
れに該当する形で評価され、「生活態度」は「授業態度」
をはじめ「出欠席状況」・「部活動」・「学内外における学
校行事への参加状況」・「表彰歴」などが総合的に判断さ
れます。また、「書類審査」では 5 年次までの「学業成績」
などを評価します。一方、他大学受験者に対しては、本
学部生達と切磋琢磨して研修することを踏まえ、周囲に
配慮しながら自己主張のできる人材を選考することを目
的として、「面接」の方法をグループディスカッション
に変更しました。平成 18 年度より歯科医師臨床研修が
義務付けられたことから、歯学部生にとって「選考試験」
は一種の「就職試験」と考えております。

本学部での研修を希望する学生は、低学年より有意義
で充実した学生生活を送り、「筆記試験」や「学業成績」
に対応するうえで、より一層日々の自主的な学習に取り
組んでいただきたいと思います。

本歯科病院にマッチングした方の出身は以下の通りで
す。

プログラム 1（募集定員 105 名）
　本学部 94 名（既卒者 25 名）
　他大学 11 名 　
プログラム 2（募集定員 35 名）
　本学部 35 名（既卒者 7 名）
　他大学 0 名
本歯科病院にマッチングした方はもちろんのこと、本

学部の 6 年生全員が歯科医師国家試験に合格し、平成
29 年度 の歯科医師臨床研修を開始できることを祈念致
しております。　　　　　 （教授　歯科補綴学第Ⅱ講座）

解剖体追悼法要に参列して
一瀬　光史

昨年10月29日（土）に築地本願寺で解剖体追悼法要が行
われました。私達第2学年が学んでいる人体解剖学実習も
この日にはちょうどその半分が経過した節目の時期でした。
この追悼法要に参列された多くの御遺族の方々の様子を拝
見することにより、残る実習過程もよりいっそう気を引き
締めて取りかからねばならないと強く思いました。この場
を借りて、御献体くださった方々ならびに御遺族の方々に
もう一度感謝を申し上げたいと思います。

解剖学実習は普段では絶対に直接見たり触れたりするこ
との出来ない人体の構造についての学習を体験する事がで
きるものであります。それだけに最初はどのように作業し
観察していけば良いのか分からず、多くの学生がとまどい
がちに実習を進めていましたが、開始から2 ヶ月が経過し
たこの時期には段々と慣れてきて戸惑うことが少なくなっ
てきました。そうなりますと学習したことについて徐々に
多様な見方ができるようになってくるもので、解剖実習で
体験したことを自分の知識や経験とすりあわせることによ
り自分のものとなっていく実感が伴うようになってきまし
た。そういった体験はやはり教科書を見て学ぶだけではで
きないことであり、追悼法要を終えた今その貴重な体験の
場を与えて下さった沢山の方々に対して改めて感謝を忘れ
てはいけないなと痛感いたしました。

この解剖実習を通じて、良い医療人になるために大切な
ことは目の前の人や物事を大事にしていくことだというこ
とも学びました。このことはこの先も目の前の患者さん一
人一人を大事にする気持ちを持ち続けることに繋がるので
はないかと思いました。そのためにも、私達は御献体下さっ
た故人およびこの追悼法要に参列された多くの方々、さら
に普段からお世話になっている方々への感謝を忘れぬよう
にしながらこれからも精進していきたいと思います。

（第2学年）
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父母懇談会
　昨年10月8日（土）に歯学部父母懇談会が開催されまし

た。昨年度に引き続き、桜歯祭・駿技祭・翔衛祭・NU祭・
御茶ノ水アートピクニックと同日に開催され、多くの父母
が参加されました。全学年で学年主任・クラス担任ほか多
数の先生方により、個人面談が行われ、子女の学校生活や
出席状況等の話がされました。終了後は、銀座アスターに
て全学年合同の懇親会が開催されました。

平成28年度第2回歯学部公開講座
口腔と全身の健康シリーズ（41回）

飯沼　利光

昨年11月5日（土）に、第41回日本大学歯学部公開講座が
開催されました。これは、日本大学歯学部が社会貢献活動の
一環として、本学歯科病院の患者さんや、地域住民の方々を
対象として、年2回、春と秋に開催しているものです。その
メインテーマは「口腔保健と全身の健康」ですが、これに関す
る様々な内容を本学の教員が、専門的な立場からわかり易く
話をしているため、毎回多くの来場者があり、今回も100名
以上の来場者から上々の評価を得ることが出来ました。今回
は、私と歯科衛生士の坂井雅子さんとで、「お口の健康を保っ
て、健康寿命を延ばそう！－プロが教える入れ歯との正しい
付き合い方－」と題し、2時間ほどのお話をさせていただきま
した。日本は現在、超高齢社会となり国民の多くが80歳を超
えて長生きすることが可能となりました。しかし、人生を十
分謳歌するためには何よりも健康であることが重要で、この
実現に口腔の果たす役割の大きさが科学的にも数多く証明さ
れています。当日は、これに関する最新の情報と、誰もが最
も身近と感じるお口のケア、入れ歯のケアについてわかりや
すく解説しました。　　　　（専任講師　歯科補綴学第Ⅰ講座）

進学相談会
　昨年10月8日（土）に学部祭との共催で歯学部及び附属

歯科技工専門学校・衛生専門学校合同の進学相談会が開催
されました。当日は、適性試験・入試科目・小論文等、入
試に関する質問が多くみられました。平成28年度進学相
談会の総来場者数は745名でした。

平成28年度　近畿地方発明表彰 
京都発明協会会長賞　受賞

　 平 成 28 年 度 近
畿地方発明表彰が
昨 年 11 月 28 日
に神戸ポートピア
ホテルで盛大に行
われ、本学歯学部
新井嘉則特任教授
が京都発明協会会
長賞を受賞しまし
た。この賞は各地
域において優秀な
発明等を行い社会
に貢献した方々の
功績を称え顕彰さ
れるものです。
　今回は日本大学
が所有する“特許
第5757660号X線CT撮影装置”の発明に対して行われま
した。この発明はモリタ製作所（京都）に本学より技術移転
され、最新の歯科用CT Veraview3Dfおよびx800に搭載
され、検査時の被曝線量の低減と画質の向上に貢献してい
ます。歯科用CTの発明に関する受賞は今回で3度目となり、
本学の独走的な発明が歯科医学会のみならず、産業界から
も注目を集めていることが示されました。
参考　 http：//www.nubic.jp/07eventseminar/2016/

event_top.html

平成28年度
生涯学習講演会のお知らせ

生涯学習シリーズ（21）

テーマ：摂食嚥下障害・要介護高齢者への
　  口腔ケアと摂食・嚥下リハビリテーション

講師：阿部仁子助教（摂食機能療法学講座）

日時：平成29年2月25日（土）14：00 〜 16：00

場所：歯学部第3講堂（4号館3階）

皆様のご来聴をお待ちしております。
詳細は歯学部ホームページに掲載

お問い合わせは庶務課（03-3219-8001）まで。
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日本大学歯学部に通って45年
祇園白　信仁

早いもので、日本大学歯学部に
通って45年が経ちました。国鉄（現
在の JR）の最低運賃が 30 円の時代
に、改札口の構造等一部は変わり
ましたが、全体的な見た目は基本
的に変わっていない御茶ノ水駅聖
橋口改札を出て、現在の 3 号館に
当たる進学校舎に通い始めました。

通い始めたときには、地下鉄千代田線は開通していなかった
ように記憶しております。

45 年前聖橋口改札を出て右手には、幅が 1m と少しの立
ち食いのそば店がありましたが、大きくリニューアルして「そ
ば新」との店名で現在も営業しています。改札口前の茗渓通
りを渡ると古い日本出版販売株式会社のビルがあり、正面に
降りるとビアホールに入る階段があったように記憶していま
す。井上眼科病院を含めたこの一帯は、35 年前に 22 階の
高層棟を含む 3 棟のビル群へと変わっており、昔の面影は
全くなくなりました。唯一残っているのは、高層棟の一部に
日本出版販売（株）が入っており、病院棟に井上眼科病院があ
ることです。

改札を出て右に行き一ツ目の T 字路を左折してお茶の水
仲通りに入ると右手に、1 階に丸善書店が入っている白い瀬
川ビルがありますが、通い始めたときには工事中でした。こ
のビルを過ぎると右手に、「山田屋（やまだ）」という 25 人位
入ると満席になる中華料理店がありますが、この店は少しリ
ニューアルして今でも同じように営業をしていて、昼食時に
は外に人が並んでいることもあります。隣の駿台興業ビルは
今でもありますが、地下にあった料金が高くて静かな「談話室
滝沢」は「咲くら」という居酒屋に変わっています。隣の隣の 5
階建ての中茂ビルは、入っているお店が全て変わっています。

直進して、学生と教員の朝食の場であり、日本大学歯学
部の全ての情報、特に進級者と原級者の情報をいち早く熟知
していた親父さんのいる立ち食いそばの「辰巳庵」は、非常に
残念なことですが、2008 年に駿台予備校 1 号館に取り込
まれてしまいました。進んで 1 階に歯科材料店と「東宝パー
ラー」、2 階に珈琲店の「ディンドン」があった深井産業ビル
は、2006 年に歯学部 4 号館となっています。向いの「東京
復活大聖堂（ニコライ堂）」とその一帯は、時代が止まってい
るかのように現存しています。

45 年を聖橋口改札から歯学部までの道すがら考えてみま
したが、変わっていないのは、丸善書店、山田屋とニコライ
堂一帯だけでした。このように考えると、小生自身も変わり、
年を取るのも当然という気持ちになってきます。45 年間も
親不孝を許してくれた親に感謝で稿を終わります。

（教授　歯科補綴学第Ⅰ講座）

平成 28 年度第 1 回医療安全研修会・
院内感染予防研修会・ 

個人情報保護研修会について
医療安全管理委員会　副委員長　米原　啓之

平成 28 年 10 月 18 日に平成 28 年度第 1 回医療安全研
修会、院内感染予防研修会および個人情報保護研修会が
合同研修会として開催され、472 名が出席しました。

医療安全研修会では『患者急変時等緊急対応について』
として、病院内において緊急処置が必要な症例等が発生
した場合の対応について講習が行われました。本院では
診療中に患者さんが急変した場合については、既にその
対応が決まっておりそれに基づき対処されています。今
回、今までの診療中患者急変時対応に加え、患者を含め
すべての病院関係者に対する待合室や病院内の廊下や階
段など診療室以外の場所を含め受傷事故や緊急処置の必
要が生じたときの対応が新たに決められました。このこ
とを受け、いわゆる「コードブルー」コールが本院でも
行われることについて、その実際の運用等について説明
がありました。

院 内 感 染 予 防 研 修 会 で は『ICT 活 動 報 告 』 と し て
Infection Control Team（以下 ICT）の活動報告が行
われました。活動を開始してから現在までの ICT 活動に
おける指摘事項として認められた本院の感染予防対策に
ついての必要な改善点、写真等を用いた具体的な指摘事
項例の報告とそれに対する改善策についての説明が行わ
れました。

個人情報保護研修会では『歯科病院における個人情報
管理の変更点について』として、現在求められている個
人情報等の保護に対する観点から、診療端末におけるパ
スワードの変更を最長でも 2 ヶ月に 1 度は行うようにす
ることや離席時の画面終了等の必要性について説明が行
われました。　　　　　　　　　 （教授　臨床医学講座）
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米国クレイトン大学歯学部への 
留学を振り返って

辻本　暁正

2015年7月から2016年11月まで平成27年度日本大学
第1種長期海外派遣研究員として歯科材料の疲労耐久性に
関する研究を行うため米国ネブラスカ州オマハにあるクレ
イトン大学歯学部へ留学し、任期を終えて帰国致しました。
クレイトン大学は、1878年に銀行家ジョン・クレイトン 
により創設されたイエズス会系私立大学であり、7つの学
部と大学院に約8,000人の学生が在籍する米国中西部を代
表する名門校です。また、歯学部は1905年に創設され米
国屈指の伝統および実績を有し、ネブラスカ州においては
ネブラスカ州立大学歯学部と双璧をなす重要な歯科教育機
関のひとつとされています。特に、その学生教育は全米に
おいても高く評価されており、毎年1学年の定員85名に対
し、約3500 〜 4000人の志願者を有する非常に人気の高
い歯学部となっています。

クレイトン大学歯学部で私の所属した研究室は、主に
学部長であるMark A. Latta 教授および前学部長である 
Wayne W. Barkmeier 教授から構成され、これらの教授の
下で自身の研究を発展させるとともに充実した研究生活を送
ることができました。近年、本研究室は歯科材料関連の研究
を世界的に牽引しており、私もその一翼を担うとともに多く
の実験および分析手法を学ぶことができました。これらの経
験は私にとって非常に有意義なものであり、自身の研究活動
をよりグローバルなものにするもとなりました。今後は、こ
のような研究活動を行うとともに臨床および教育に従事し、
日本大学および日本の歯科界の発展に尽力していく所存で
す。最後に、この度留学の機会を与えてくださった多くの大
学関係者および留学を支えてくださった歯科保存学第Ⅰ講座
の皆様に深く感謝致します。     （助教　歯科保存学第Ⅰ講座）

佐藤研究費海外研修報告
金子　夏実

平成28年11月12日から25日までの2週間、佐藤研究
費海外研修として、オーストラリアのモナシュ大学やニュー
カッスル大学等、いくつかの教育研究機関を訪問しました。
その中でもモナシュ大学は1958年に創立された比較的まだ
若い大学ですが、Group of 8といわれるオーストラリア上
位8大学で構成される大学連盟の一つとされており、学生数
は約7万人、日本大学と同程度の学生数を誇る総合大学です。

同大学には、メインキャンパス内に入学前の留学生の英語
力を養成する付属専門学校モナシュカレッジがあり、ここで
留学生獲得のノウハウや、留学生の英語力を養成するプログ
ラムについてご紹介いただきました。授業見学をしたクラス
では、13名の学生の内の多くがアジア人の学生で、それぞ
れ母国語が違う学生同士ですが、慣れない英語でクラスメイ
ト同士コミュニケーションをとる様子が見られました。

また、事務局では、学長事務室のシニアマネージャーで
あるMichael Friedel氏より、モナシュ大学のグローバル
化への取組と展望についてご紹介いただきました。お話の
中では、モナシュ大学のダイナミズムという言葉を口にし
ていらっしゃったのが印象的であり、まだ若い大学であり
ながら、政府研究機関との共同研究棟の新設や、海外にキャ
ンパスを置く研究拠点拡大といった取組を伺い、モナシュ
大学の力強い勢いを感じました。

オーストラリアは多民族・多文化国家といわれています
が、実際に街中では様々な人種の人々が行き交い、食文化も
アジア料理やインド料理、ギリシャ料理など多岐にわたって
いました。研修を通してそうした異国の文化に触れ、その中
で過ごすことができたことは、大変貴重な経験となりました。

最後に、研修にあたりご支援いただいた多くの関係者の
皆様に、深く感謝申し上げます。　　　（書記　研究事務課）

海 外 派 遣 研 修
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桜歯祭を終えて
実行委員長　木村　拓紀

今年度の桜歯祭は10月7日・8
日に開催され、多くの方にご来場
いただき大盛況で終えることがで
きました。今年度の桜歯祭のサブ
テーマである「咲き誇れ歯学部生」

に込められた「日本大学のイメージである桜のように歯学部
生一人ひとりが桜歯祭の主役として輝こう」という思いの通
り、実行委員を始めとして模擬店やカラオケ大会で桜歯祭を
盛り上げてくれた各部活動の皆さん、ステージ企画で盛り上
げてくれた軽音楽部、奇術部の皆さん、桜歯祭の準備を手
伝ってくれた補助委員の皆さん一人ひとりが主役として輝
いた桜歯祭になりました。今年の桜歯祭は頼りない実行委員
長を支えてくれた幹部を始めとする実行委員の皆さん、並
びにお忙しい中ご指導ご鞭撻いただいた先生方並びに職員
の方々のおかげで日本大学歯学部創立100周年に相応しい
桜歯祭になったと感じております。末筆ではございますが、
ご協力いただきました先生方並びに職員の方々に実行委員
会を代表して厚く御礼申し上げます。　　　　　（第4学年）

NU祭を終えて
実行委員長　井出　翔太

NU祭は、例年同様「いちにち
歯医者さん」を開催しました。

初日が天気に恵まれないなどあ
りましたが、学内外問わず多くの
方が来場し、今年度も大成功のう

ちに幕を閉じることができました。
また、昨年度よりもスムーズに運営を行い、多くの方に

アンケートの記入をしてもらった結果、「歯科をもっと知り
たい」「普段できないことができた」等の感想を頂くことが
でき、目的を果たせていると感じました。その反面、改善
点等もあったので、来年度に向けて、より進化したNU祭
にしていきたいと思います。

最後に、今年度もNU祭開
催にあたりご指導、ご協力い
ただいた教職員の皆様をはじ
め、諸先輩方、実行委員に深
く感謝申し上げます。

（第5学年）

桜歯祭に参加することにより今まで知らなかった先輩や
後輩と仲良くなれるのが実行委員の魅力の一つだと思いま
す。私自身その魅力をより肌で感じた桜歯祭でした。特に
今年度は幹部として忙しくも充実した桜歯祭までの日々を
送ることができました。来年度も実行委員と共により良い
桜歯祭を作り上げていけるよう努力いたします。

副実行委員長　北畠 有希子（第3学年）

今回、3年目の桜歯祭で初の幹部を務めさせていただき
ましたが、部活の関係上桜歯祭直前まで参加できず、この
まま本番を迎えて自分は何ができるのか？と言う不安があ
りました。そのまま前日準備から3日間校内を駆け回り大
変でしたが、「大きく変わる」と書いて大変と書くように、
委員の皆んなのおかげで少し変われ、来年度に向けて良い
糧となりました。来年度は今年度以上に桜歯祭を盛り上げ
ていきたいです。　　  企画統括補佐　西谷 晴彦（第3学年）

今年度の桜歯祭は、総務局長補佐という役職を務めさせ
て頂きました。最初はこの様な仕事をきちんと果たせるか
どうか、とても不安でしたが多くの先輩方、同学、後輩の
おかげで楽しく働くことが出来ました。来年度は、より多
くの学生に参加してもらうこと、更に、実行委員も楽しめ
るような桜歯祭を目標にしていきたいと思います。

総務局長補佐　毛取 はるか（第3学年）

今年度初めて桜歯祭実行委員を務めさせていただきまし
た。初めてということもあり、分からない事だらけでした
が、頼りになる先輩方に支えられ桜歯祭を楽しく過ごす事
ができました。学校生活で、特に思い出に残る2日間でした。
ありがとうございました。

内務局長補佐　田所 桃佳（第3学年）

今年度は外務局補佐という役職のなかでパンフレット作
成に携わりました。完成に向けて多くの方と関わらせてい
ただき、ご協力をいただきまして無事に完成できたことを、
この場を借りて御礼申し上げます。当日は様々な部署の催
しの様子など、全体を見ることができたと思いますので、
来年度はより良い桜歯祭となるよう今年度の反省を生かし
ていきたいと思います。

外務局長補佐　大熊 理沙子（第3学年）
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急速な高等教育のグローバル化時代を迎え、日
本では医学・歯学・薬学の分野別教育における国
際的な教育基準に対応した教学環境の認証評価の
導入が求められています。歯学教育分野の認証評
価機構は平成29年に設置される予定で、既に認証
評価のトライアルが平成27年度4校、平成28年
度3校を対象に実施され、本学部でも今後の受審
に向け、教職協同のもと改善の取り組みが行われ
ています。この現状を踏まえ、教学推進センター
では、本学部教員を対象に学部の教学理念や教育
システムに対する周知、ならびに認証評価への理
解を深めることを目的に、教学運営に関する自己
点検評価の在り方をテーマとしたセミナーを昨年
7月29、30日の2日間にわたり開催しました。当
日参加の教員は専任講師38名でした。
本セミナーでは、日本の歯科大学・歯学部にお
ける喫緊の課題である「歯学教育の質保証」および
「歯学教育の認証評価」に関する講義を通して情報
共有を図り、グループ作業のセッションでは、教
学活動に関する各種資料データを用いた問題点の
抽出、問題解決の具体的方策、提案が各グループ
のテーマごとにまとめられました。最後にプロダ
クトのグループ発表を通じ、教員の立場から、現
状を踏まえた教学理念や教育システムの在り方、
実現に向けた方策について活発な討論が行われま
した。一般教育、基礎・臨床系の各分野や講座の
枠にとらわれない多様な視点・観点から意見が出
され、本センターの今後の活動方針の策定に資す
る貴重な助言を戴き、主催者側にとっても歯学教
育改善の在り方について、多様な角度から考える
良い機会になりました。最後に本ワークショップ
の準備や運営を支援して戴いた教学推進センター
所員の先生方、教務課職員の皆様に心から感謝申
し上げます。 （准教授　法医学講座）

教学推進センター副センター長　網干　博文

教学推進センターより

今年度の駿技祭は、活動を
始めるのが遅くなってしま
いました。夜間授業というこ
ともあり、思うように準備が
進みませんでした。当日も慌
ただしくなってしまいました
が、皆の協力を得て、無事に

駿技祭を終えることができました。
まとまった時間が取れませんでしたが、空いてい
る時間を見つけて来てくれる学生が多く、積極的に
参加してくれる一年生も多く、学年を越えて交流を
深めることができ、また、今後の歯科技工に役立つ
良い経験になったと思います。
来年度は、今年度の反省点を活かし、より良い駿
技祭にしていきたいと思います。
 （技工専門学校第２学年）

今年度の翔衛祭は昨年度に
引き続きNU祭と合同でTBI
（歯磨き指導）を行い、食品
販売ではワッフル専門店の
Manekenさんを利用させて
もらい、昨年度よりも多くの

方に来場していただくことができました。準備から
2年生が中心となり、1年生に積極的に声を掛けな
がら2学年で協力して行うことができました。
今年度は日本大学歯学部創設100周年という中
で、歯学部の方々と例年よりも近い場所で運営をす
る機会をいただきました。様々な交流を経て翔衛祭
を行ったことで、協力することの大切さを改めて感
じました。
 （衛生専門学校第２学年）

翔衛祭

実行委員長　野﨑　飛鳥

　実行委員長　山上　晃史

駿技祭
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昨年10月29日（土）に日本
大学歯学部1号館4階大講堂
にて、今年度のリーダーズキャ
ンプが開催されました。クラ
ブ協議会を中心として34クラ
ブ中33クラブの代表者、歯
学体評議員、各実行委員長の
参加のもと主将会議と報告会、

懇親会を1日かけて行いました。
主将会議では充実したクラブ活動のため部室の使

用法や新入生の勧誘活動について、また各クラブから
の要望を中心として各クラブ代表者と活発な質疑応答、

今年度の桜歯祭でも美術部は画廊喫茶をさせてい
ただき、この1年間で描いた絵や作った作品の展示
を行いました。
この様に色々な方に自分たちの作品を見ていただ
き直接お声を聞かせていただける機会は駿美展と桜
歯祭のみで、滅多にない貴重な機会であり、大変有
り難く思っております。こういう機会は精力的に作
品制作に取り組む意欲がわくものでした。
私は今年度で現役引退ですが来年度の美術部の活
躍を楽しみにしています。 （第４学年）

協議を行うことができました。その中でも部員数の減
少に悩むクラブが増加傾向にあり、新入生の勧誘活動
について特に積極的な意見交換が行われました。その
点については変更点も多いため今後とも引き続き主
将会議にて協議を重ねたいと思います。主将会議、報
告会後に行われた懇親会では多くの先生方や各クラ
ブ間の先輩、後輩との親睦を深めることができる場と
なり、非常に有意義な会となりました。
それぞれ異なる場所で異なる活動をしているクラブ

が一堂に会して体育会、文化会の枠を越えて意見を交
わし、交流できる機会はとても貴重なものであります。
クラブ協議会会長として来年度以降もより充実した魅
力的な会にできるよう精一杯努めさせていただきます。
最後になりますがリーダーズキャンプの開催にあ

たり、お世話になりました学生生活委員の先生方、学
生課の皆様、ご指導ご協力ありがとうございました。

(第4学年)

歯学体正評議員として務めた第48回全日本歯科
学生総合体育大会は総合準優勝という結果で幕を閉
じました。迎えた歯学体解団式では同窓会、後援会、
たくさんの先生方のサポートでこの成績を果たすこ
とができたと、改めて実感しました。来年度こそは、
各クラブ団結して歯学体総合優勝を目指して頑張り
ます。最後になりますが、歯学体正評議員としてサ
ポートしてくれた各クラブの学生たち、ご指導いた
だきました多くの先生方、関係者の皆様、そして多
くの御支援をしてくださった歯学部後援会および同
窓会の先生方には、この一年間温かく見守って頂き
大変感謝をしております。この場を借りて深く御礼
申し上げます。 (第5学年)

 美術部
クラブ
だより

主将　北村　円

クラブ協議会会長　中野　寛

第48回歯学体解団式

歯学体正評議委員　嘉悦　崚

リーダーズキャンプ
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た。今までは企画長の指示の下で活動していたので、
とても大変でしたが、同学年、下級生そして教職員
の方々に助けていただいたおかげで、桜歯祭を楽し
めて、いい思い出が出来ました。この経験を生かし
て他にも活用したいと思います。
 （4年　市野澤　佑典）
○この時期はどうしても体調をくずしやすい。そこ
でVをとることが重要だ。とくにVCがおすすめであ
る。VCには、抗酸化作用があり、最近ではウイルス
自体に対しても働くといったこの時期にはもってこ
いのVである。ただストレスの多い状況下では半減
期が30分以下というデータもあるため、一日分朝に
とったから大丈夫ということにはならない。一日体
内にVCを蓄えておくにはこまめに摂取することが大
切である。今年は皆で風邪をひかないようにしよう。
 （4年　水上　美智人）
○4月から院内実習が始まり、残りも3ヵ月を切り
ました。自分のPOS患者さんの治療に携わらせて
頂きました。患者さんの治療計画を自分で一から考
え、実行するのは初めてのことで、患者さんを治療
するという責任の重さを改めて感じさせてくれまし
た。残りの院内実習も実りのあるものにしていきた
いと思います。 （5年　新家　亨）
○ゆとりのある生活をしたい。お金や時間、色々あ
るけどやっぱり気持ちにゆとりのある生活がいい。
とかく忙しい歯学部生は目の前のやらなければいけ
ないことを、ただひたすらこなすことで一日が終わっ
てしまう。生活を彩るのは自分次第だ。というわけ
でバンドメンバー募集しています。よろしく。
 （5年　清水　なつ生）
○本学に編入して5年が経ちました。長い道のりに思
えた国家試験も、今はすぐそこです。全く違う環境の
中、慌ただしくもとても楽しく、充実した毎日でした。
良き仲間に囲まれた５年間をこの枠内では語りきれ
ませんが、この学年に編入できた私は本当に幸せ者
です。次のステージに向かって、まず国試頑張ります！

（６年　谷　皇子）
○6年間遊び、学んだ仲間たちとももうすぐ離れ離
れになってしまうと思うと感慨深いものがあります。
慌しくも充実した毎日でした。今は成績で悩み苦し
み、国家試験への恐怖のため夢でうなされることも
ありますが、春には新しい自分の道が切り開かれて
いることを信じ、最後まで突っ走って行きたいと思
います。 （６年　峰田　眞伍）

○私は昨年10月に開催された「全日本視覚障害者ボ
ウリング選手権大会」に補助員として参加した。「障
害者」というと可哀想といった負のイメージを抱きが
ちだが、私が目の当たりにしたのはそんなイメージ
を吹き飛ばしてくれる満面の笑顔で競技する選手の
姿だった。これからも機会があればぜひ手伝いたい。
 （1年　林　隼也）
○楽しそうという理由で入ったボウリング部であった
が、意外にも奥が深くはまっている。競技ボウリング
をするのは初めてだがとても楽しい。優しく、丁寧に
教えてくれる先輩方と臨んだデンタルは過去最高成績
の3位。秋リーグでも3位になることができた。来年
度からは自分も戦力になってチームに貢献したい。
 （1年　日比野　亜耶）
○努力不足で2度目の2年生。85歳の現役の歯科医
師の祖父に伝えると、「そうか。頑張れ。」と優しい一
言。身に沁みた。旧同級生の激励と助力、新同級生
との切磋琢磨。この2学年の素晴らしい友人達の存在。
そして、時間を割いて質問や相談にも丁寧に応えてく
ださる先生方の存在。遠回りして得られたものに感謝
している。 （2年　田畑　俊一朗）
○長く暮らしたアメリカから帰国し、編入学の合格
を頂いてからもう1年が経とうとしています。久しぶ
りの日本語での授業と、2年生への編入ということで、
馴染めるかどうか心配していましたが、温かいクラス
メートに迎えられ、また勉強面では先生方の心強いサ
ポートのおかげで毎日充実した日々を送っています。

（2年　中原　莉沙）
○学業においては、勉強する内容も医学・歯学に関連
することが多くなり、日々新しい知識を得て勉学に励
んでいます。また、次期水泳部主将を務めます。水泳
部OB・OGの皆様、部員、友人、そして勉強や部活動
を理解し応援してくれる親に感謝しつつ、これから
も文武両道をモットーに努力していきたいです。

（3年　内藤　貴大）
○3年生は大学生活にも慣れ、青春を謳歌できるだろ
うと期待していましたが、現実は甘くありませんで
した。専門的なことが始まり実際臨床に直結するよ
うな実習が増え､ 1、2年生とは違う緊張感のなかで
大学生活を送っています。部活も12月から幹部にな
り多忙になりますが、全力で頑張ります！

（3年　山下　真柚子）
○昨年10月７日、８日に行われた桜歯祭に委員と
して参加しました。初めて企画長として活動しまし

オピニオン
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平成28年11月1日に日本大学歯学部1号館大講
堂において前野正夫歯学部長をはじめとしたご来賓・
ご父母の方々を迎え、日本大学歯学部附属歯科衛生
専門学校第58期生（2年生）戴帽式が行われました。
生徒一人一人がキャンドルの明かりの中で歯科衛生
士憲章を復唱し、厳粛な雰囲気の中、式典は終了し
ました。第58期生41名は国民の健康に寄与すべく、
これから約1年間の病院実習に対する決意を新たに
しました。また、1年生は相互実習が開始となり、3
年生は特別研究論文の作成、就職活動とともに国家
試験全員合格を目指し忙しい毎日をおくっています。

新年度が始まり、はや半年以上が過ぎました。馴
染みのない用語が飛び交う授業に苦慮していた1年
生もようやく学校生活に慣れ、初めての定期試験も
経験しました。新たな学年を迎えた2年生は、後期
から新たに矯正歯科と小児歯科技工学に取り組んで
います。先日開催された駿技祭ではこの1、2年生
を中心に、日頃習得した知識や技術を活用してアク
セサリーなどの製作と販売を行い、来場者の方々に
大変ご好評をいただきました。いよいよ国家試験を
迎える3年生は、不安を抱えながらも全員合格を目
標に日々研鑽に励んでいます。

歯科衛生専門学校

歯科技工専門学校
昨年11月20日（日）に、本学部創立者の佐藤運
雄先生のご遺徳を称えて毎年開催している佐藤会
が行われた。当日は本学部ならびに同窓会より役
教職員が佐藤先生の菩提寺の青松寺へ墓参し、13
時から式典を大講堂で挙行した。全国から同窓会
員と参列者一同が参集し、名誉会員記贈呈、叙勲者
表彰、佐藤賞授与が行われた。14時30分から日本
大学学長の大塚𠮷兵衛氏による「日本大学と歯学部
100年の歴史：佐藤運雄先生の功績の視点から」と
題し特別講演を行った。本年度の佐藤賞は学内から
「Interleukin-17が破骨細胞の骨吸収機能と骨芽細
胞の骨形成機能に及ぼす影響に関する研究」で川戸
貴行先生（衛生学講座、学45）に、学外から「欠損
歯列の評価と個別対応」で鷹岡竜一先生（学38回）
に授与された。

佐藤会

平成28年10月19日（水）、歯学部職員（医療技
術職員を含む）・教員を対象に、人権侵害防止に係
る講演会が開催されました。
講師に河本茂行氏をお招きし、研修テーマである

「気づこう！職場のハラスメント」について講演いた
だきました。
日本大学は、ハラスメントによる人権侵害のない
良好な就学・就業環境を維持するためにガイドライ
ンを制定し、人権侵害の防止・解決に取り組んでい
ます。本講演にて、本学の取り組み体制について認
識を深めるとともに、歯学部におけるハラスメント
の予防・人権侵害の意識向上を図るきっかけとなり
ました。 

人権侵害防止に係る
巡回講演会
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16世紀の解剖学者・外科医、アンドレアス・ヴェサ
リウスの貴重書展示を開催しました。解剖学書「ファ
ブリカ」第2版（1555年）及び「解剖学図譜」（1539
年）のオリジナル版と当時の複製版を中心に、関連
資料を展示しました。ヴェサリウスは、歯学も含め
医学史には必ず登場する人物です。特に「ファブリ
カ」の出版は、近代科学史の起源とも言われており、
本学部で保有することは大変意義のあることだと思
われます。図書館のブログ記事に展示目録と写真を
アップしていますので、図書館HPからご覧ください。
展示で紹介した関連資料は貸出ができます。

☆図書館開館時間の延長
昨年の11月7日（月）から本年2月3日（金）までの間、
平日の開館時間が21時から22時まで1時間延長される。

☆第49回全日本歯科学生総合体育大会冬期部門結団式
昨年12月8日(木)18時から1号館大講堂において行われ、
役教職員、クラブ顧問の参列の下、関係クラブ学生が総合
優勝奪回へ向けて健闘を誓った。冬期部門は、12月29日(木)
よりラグビーフットボール部門が開催され、その後スキー
部門、アメリカンフットボール部門と順次開催される。

NewsPlusα

歯学部図書館貴重書展示
「アンドレアス・ヴェサリウス」

図書館事務課
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