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　数ある歯科大学の中から日本大学歯学部を選択し、難関を突破して入学された新入生の
皆様を心から歓迎いたします。
　日本大学16学部中5番目に創設された歯学部は、100年の永い歴史をもつ伝統ある学
部です。本学部の前身「東洋歯科医学校」が開校された大正5年当時、わが国の歯科医学
は技術偏重であり、一般医学に比べて学問的に遅れていました。そのような中、佐藤運雄

博士は、歯学を口腔に止めず「医学的基礎学、歯科の技術的練磨を期しながら、師による人格の教化、学生同志
による知識の交換、切磋琢磨」を建学の主旨とし、医歯一元論に添った有能な歯科医師を育成して地位向上を図
りたいという志から本校を創設しました。
　この建学の主旨は、歯学部のカリキュラムポリシー（本学部の学士教育課程は、医学的基礎に基づく歯学知識・
技術と、人間性豊かな人格を有する歯科医師を育成することを目的としている。すなわち「幅広い教養と総合的
な判断力」の上に立って、関連医学・医療と連携させた「歯科医学・医療に関する基礎的な問題解決能力」を修得し、
生涯学習の礎が培われた医療人の育成に配慮して編成されている。）として、しっかりと根付いています。
　歯学部はクラブ活動など課外活動への参加も推奨しています。文武両道すなわち学業に精励するとともに課外
活動を通して人の輪を広げ、充実した学生生活を過ごしてください。　　　　　　　　　　　（教授　衛生学講座）

創設100周年の歯学部への入学を歓迎します
日本大学歯学部　学部長　前野 正夫



新入生の皆さんへ
楽しさのある能動的学びを

学務担当　磯川　桂太郎
晴れて大学生となって心躍り喜
びに満ちていることと思います。
大いに学び、人と触れ合い、心身
ともに格段の成長を遂げる6年間
のスタートです。本学部で皆さん
は、大学教育を受けた人間として
の高い見識を養うとともに、歯科
医師に求められる知識や技能を身

に付けることになります。学びは能動的であるべきですし、
楽しさや喜びが伴ってこそ結実します。学んだことの習熟
は学習者の自助に拠るのが本来ですが、本学部ではその後
押しとして、すべての学年で習熟を促す「統合演習」とよぶ
教科をカリキュラムに組み入れています。卒業時に国家試
験という関門がある学部の特殊性です。溌剌とした実り多
き大学生活を皆さんが送られることを祈念します。

（教授 解剖学第Ⅱ講座）

しなやかな心
学生担当　鈴木　直人

ご入学おめでとうございます。
これからの6年間で新しい学問に
触れ、一生の友人達と出会い、ク
ラブ活動では普段のカリキュラム
では味わえない経験をすることに
なります。そんな6年間、是非“し

なやかな心”を身に付けて下さい。些細なことで簡単に折
れてしまう弱い心、他人の考えを理解しない固い心の持ち
主のままでは6年間を乗り切ることはできません。悪いこ
とも良いこととして捉えられるような “しなやかな心”を
醸成して下さい。しかし、人間、悩むことも辛いときもあ
ります。そんな時のための窓口は複数用意してありますか
ら、安心して充実した学生生活を送って下さい。教員、職員、
先輩方が力を合わせて皆さんの学生生活を支援します。

（教授　生化学講座）

考え続ける忍耐力
後援会会長　横江　順

新入生のみなさん、ご入学おめ
でとうございます。今から始まる
この大学生活をどのように過ごす
かによって、その先の長い人生が
変わるといっても過言ではないほ
ど、大切な期間です。その間にみ

なさんは、よく学び、よく遊んでください。そして、その
学びと遊びを通して、良き師と良き友を得てください。将
来の仕事に必要な知識や技能を習得することを目的とした
専門基礎としての学び、また、人間として偏りのない幅広
い見識と教養を身に付けるための学びです。課外活動を通
じて、「多様性を尊重する精神」と自分の立ち位置を見据え
ながら「自らを相対化できる広い視野」を持つことが必要で
す。何事にも堂々と自信をもってひるまず前に進んで下さ
い。後援会はいつもみなさんを応援しています。

知識と技量
日本大学歯学部同窓会会長　小幡　純

入学おめでとうございます。立
派な歯科医師になるという希望に
燃えて入学したことでしょう。
現在では質の高い医療を提供し
なければなりません。そのために
確固たる知識と技量を取得する事
が必要です。日本大学は総合大学
です。各学部との連携をとりなが

ら様々な分野で知識を得ることも出来ます。
皆さんは入学時から同窓会の準会員になります。同窓会
は100年近い歴史を持ち、約9,000人の会員が日本歯科医
師会を始め全国で活躍し、また地域医療にも多大なる貢献
をしています。そして同窓会は会員を生涯バックアップし
ていきます。
卒業時には6年間で得た力を十分発揮できる会員になっ
て下さい。
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新入生の皆さんへ
学生会会長　木村　仁美
新入生の皆さん、ご入学おめで
とうございます。生活環境や友人
関係も大きく変化し、戸惑いや不
安を感じているかと思います。し
かし、それ以上に新しい分野の学
問、新しい先生・先輩・友人に対
する期待と希望に溢れていること
でしょう。長い学生生活の中で自

分の理想とする将来像を模索しながら、充実した日々を過
ごしてください。大学生活の出逢いや出来事は、卒業後も
きっと皆さんの力となり支え続けてくれることでしょう。
我々、学生会は学生生活を充実させるために先生方と協力
して活動して参ります。皆さんの率直な意見を頂き、より
良い大学生活へと変化を遂げることが出来ればと思いま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （第6学年）

クラブ協議会から
クラブ協議会会長　清水　大輔

新しい年度に入り、数多くの新
入生が入学してきました。勧誘が
始まり、各クラブは新入生に入部
してもらうために、様々な企画を
考えていることと思います。本学
部には多くのクラブがあり、選択
肢がたくさんあります。新入生が
卒業した後、「入部してよかった」

と思えるようなクラブに入部して欲しいと思います。
近年、国家試験の難易度が上がっていることもあり、ク
ラブ活動に時間を割くことが難しくなってきています。し
かし、そこで過ごす時間は、自身を成長させ、また将来の
財産にもなると思います。本学部の「文武両道」という素晴
らしい校風を実現させるため、クラブ協議会として、最大
限のバックアップをしていきたいと思います。   （第5学年）

【教務課】　入学時の学生証の発行から歯科医師国家試験受
験に関する手続きまで、授業や試験などの勉学に関する事
務手続きを扱っています。勉学上必要な事項は『学部要覧』
や『授業計画（シラバス）』に記載してありますので、これ
らによく目を通し、常に手元に置いて下さい。また、授業
や試験に関する連絡は掲示をもって行います。そのため、
常に掲示板を確認する習慣を身につけて下さい。

【学生課】　快適で充実した学生生活を送るために様々な支
援を行っています。窓口では通学証明書及び学割の発行、
忌引や病気などによる欠席届や転居届などの諸届けの扱
い、各種奨学金の手続きなどを行っています。また、クラ
ス懇親会に対する助成手続、学生会やクラブ活動に関する
相談や助言なども行っています。さらに、球技大会、桜歯祭、
NU 祭、日本大学体育大会、全日本歯科学生総合体育大会
（歯学体）などの学生行事にも携わっています。

【学生相談室】　皆さんが学生生活を過ごしていく上での
様々な問題について、学生の立場に立って相談に応じてい
ます。「こんなことを相談するのは恥ずかしい」などと気が
ねせず、気軽に訪問してください。6 年間の学生生活では、
辛いこと、困ったこと、誰かに話を聞いて欲しいこと、様々
なことがあると思います。他人にとっては些細に思えるこ
とでも、本人にとっては、とても大事なこともあります。
相談員は、インテーカーの資格のある教員（月曜日1 時間）
に加え、日本大学本部学生相談センターより、臨床心理士
が配置されています（火～金曜日）。守秘義務のある専門家
が、皆さんの立場になって話を聞きますのでプライバシー
は厳守されます。他者に話をすることで、気持ちが整理さ
れたり、新たな視点に気付くことがあるかもしれません。
学生生活に何らかの困難を感じた時、選択肢の一つとして
ください。

【保健室】　体調不良やケガの対応、また日頃の健康管
理についても支援しています。大学生になり、独り暮
しをする学生も多いと思います。無病、快眠、食欲な
どは健康のバロメーターです。日常の健康管理の悩み、
心配事など独りで悩まずに、気軽に相談してください。
学校医の相談日は、水曜日の週１回です。保健室では、
原則として投薬はできません。頭痛持ちや胃腸の弱い
方などは、日頃使用している薬を携帯し自己管理をお
願いしています。

【図書館】　学習や臨床、研究に必要な図書や雑誌を取り揃
え、貸出・返却の手続き、他機関からの資料の取り寄せ、
調べ方の案内などを行います。図書館ホームページから各
種検索データベースを利用して、幅広く学術情報を収集す
ることができます。貸出状況・貸出履歴確認、購入リクエ
スト、メール質問などのオンラインサービスも利用できま
す。分からないことは図書館員に気軽にお尋ねください。
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事務局の紹介



第一学年
主任 小 林 真 之 教 授 薬 理 学 講 座
担任 山 岡　 大 准 教 授 基礎自然科学分野
担任 澤田久仁彦 専任講師 歯科放射線学講座
担任 三澤麻衣子 専任講師 医療人間科学分野
担任 片 桐 綾 乃 助 教 生 理 学 講 座

　小林主任：入学おめでとうございま
す。これから君達は、学問を修得する
こともさることながら、芸術や文学、
哲学に親しみ、多くの出会いと別れを
経験するでしょう。その一つ一つが、
君達が生きていく上で掛け替えのない
力となります。どうか様々な経験を積
んで豊かな人間性を養って下さい。私達はその後押しに努
力を惜しみません。

　山岡担任：歯科医師への道程のスター
トです。これまでの高校では受け身の
姿勢でしたが、大学では自ら学び、考え、
そして自ら道を切り開く姿勢が強く求
められます。それ次第で、歯科医師へ
の道程は順調にも、遠くにもなります。
順調な道程となるよう6年間頑張って
ください。

　澤田担任：新入生の皆さん、ご入学
おめでとうございます。これから歯科
医師を目指して6年間歯科医学を学ん
でいきますが、同時に医療人としての
人格を形成することも重要です。皆さ
んが勉学とクラブ活動等を通して、充
実した学生生活が送れるようサポート
していきます。

　三澤担任：ご入学おめでとうございま
す。学生のときに本気でやったことは、
必ずよい結果につながり、将来のために
なると思います。だから、片手間にやっ
てはいけません。大学での時間を大切に
過ごしましょう。よい時間を過ごせるよ
うに支えていきたいと思っています。

　片桐担任：御入学おめでとうござい
ます。６年後、歯科医師になられた暁に
は患者さまの命と人生が皆さんの手に委
ねられることになります。知識と技術だ
けが医療者になるための必要十分条件で
はありません。崇高な責任感、高邁な倫
理観も身につけ、勉学に励んで下さい。

第二学年
主任 米 原 啓 之 教 授 口腔外科学講座
担任 津 田 啓 方 助 教 生 化 学 講 座
担任 中井久美子 助 教 衛 生 学 講 座

　

　米原主任：新学年となり皆さんの大学生活もますます充
実してきていると思います。第２学年となりいよいよ本格
的な歯科医学の授業が始まり、本年度は解剖学、組織学、
生理学および生化学などの基礎医学を中心に学びます。今
までの教養科目とは異なる新たな学問領域への挑戦です、
心機一転新たな気持ちで頑張りましょう。

　津田担任：患者は、闇雲な暗記だけで試験に臨んできた
先生と理解しようと勉強してきた先生のどちらに診ても
らいたいでしょうか？勉強だけに時を費やしてきた先生と
様々な事を経験してきた先生の比較ではどうでしょうか？
その答えに皆さんの進むべき道があるのでは？

　中井担任：2年生になり専門科目の授業が始まります。
歯科に関わる授業や実習が増え、試験やレポートの提出に
追われ大変だと思いますが、歯科医師になるための基礎を
つくる大切な学年となります。時間を有効に使い学生生活
を楽しむ事を忘れず、有意義な1年にしましょう。

第三学年
主任 浅 野 正 岳 教 授 病 理 学 講 座
担任 藤 田 智 史 助 教 薬 理 学 講 座
担任 秀　 真 理 子 助 教 口腔外科学講座

　

　浅野主任：今年は私自身が担当する病理学・口腔病理学
を通じて皆さんとより深く接することになります。どうぞ
よろしくお願いします。3年生は大学生活の中間点であり、
クラブ活動などでも後輩を指導する立場になります。充実
した学生生活を送ってもらいたいのと同時に、「将来必ず歯
科医師になるんだ」という強い意志を持ってください。

クラス主任・
担任メッセージ
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　藤田担任：今年度、皆さんの担任となりました。薬理学
講座がある1号館3階301号室にいます。3年生が終わると、
歯学部6年間の半分となります。効率的に幅広い知識と経
験を得るとともに、勉強以外の面でも実りある学生生活を
送れるように応援しています。

　秀担任：今年度より皆さんのクラス担任になりました。
第3学年は専門性が増し、臨床系の授業も始まります。自
分の目標を明確にし、充実した日々を過ごしてください。
また、常日頃から、一社会人として責任ある行動をとるよ
うに心掛けましょう。

第四学年
主任 本 田 和 也 教 授 歯科放射線学講座
担任 古 地 美 佳 専任講師 総合歯科学分野
担任 池 田 貴 之 専任講師 歯科補綴学第Ⅰ講座

　本田主任：4年生は学生生活の中心です。学生生活を大
いに楽しみながら、勉強をしてください。後期には共用試
験（CBT・OSCE）があります。CBTの試験範囲は4/6で、
この範囲の勉強を早くしっかり自分の物にすれば平気で
す。楽しいこと・辛いこと・苦しいことが沢山あると思い
ます。お菓子はいつでも用意してありますので、是非遊び
にきてください！クラス担任はみんなと一緒に歩んでいき
ます。

　古地担任：今年度から担任になります。よろしくお願い
します。皆さんは学業面でさらに忙しくなると思いますが、
スポーツ、学園祭、など何か学業以外のことにも打ち込ん
で欲しいと思います。来年以降の院内実習や国家試験を楽
しく乗り切るためにきっと役立ちます。

　池田担任：４年生になり、講義・実習とも専門的なもの
となります。これまでの学年同様に毎日を無駄にせず、充
実した日々を過ごすようにしてください。自分の行動が自
分の未来に直結していることを理解して、最良の選択を出
来るように心がけましょう。

第五学年
主任 髙 橋 富 久 教 授 解剖学第Ⅰ講座
担任 伊 藤 智 加 専任講師 歯科補綴学第Ⅰ講座
担任 清 水 康 平 助 教 歯科保存学第Ⅱ講座

　髙橋主任：いよいよ臨床実習が始まります。患者さんに
対しては日頃から言動には気を付け真摯な態度で接して下
さい。実習と並行して歯科学統合演習Vを含む関連歯科医
学の授業も行われます。国家試験を見据えた準備も今から
必要です。また、昨年度まで欠席数の多かった学生は心を
入れ替え、確かな気持ちで授業・実習に臨んで下さい。
　伊藤担任：第5学年の皆さん、進級おめでとうございます。
いよいよ院内実習の学年となりました。病院内では医療従

事者の一人としてみなされます。それに恥じないよう、改
めて気を引き締め直し、勉学に励んでください。とても大
切な1年です。

　清水担任：いよいよ臨床実習が始まります。また、実習
と併行して国家試験への自己学習も必要です。本学年を通
じて様々なことを経験し、皆さんはこれまで以上に自分の
将来像を真剣に考えなくてはいけません。本学年が実り多
き1年となるよう期待しています。

第六学年
主任 祇園白信仁 教 授 歯科補綴学第Ⅰ講座
担任 大 山 哲 生 専任講師 歯科補綴学第Ⅱ講座
担任 神 尾 宜 昌 助 教 細 菌 学 講 座
担任 好 士 亮 介 助 教 歯科保存学第Ⅲ講座
担任 原　 八 重 子 助 教 口腔外科学講座

　祇園白主任：さあ、第6学年です。マラソンに例えるな
らば、最後のトラックに入ってきました。給水所もないの
で、何も考える必要はありません。歯科医師国家試験合格
というゴールを目指して、余力を残して後で後悔すること
がないように、真っ直ぐ前を向き、自分を信じ、全力を出
して走りきって下さい。次のドアを開くのは自分自身です。

　大山担任：第６学年の皆さん。卒業・国家試験合格は決
して低いハードルではありません。しかし、無駄に怖れる
必要はありません。日々妥協すること無く、着実に努力を
重ねれば、必ず勝ち取れる目標です。悔いを残さない充実
した最終学年を過ごせるよう頑張ってください。

　神尾担任：国家試験に向けての勉強は大変かもしれませ
んが、同じ志をもつ友人達と切磋琢磨しながら学ぶことは
楽しいものです。きっと大学時代の大切な思い出になるは
ずです。そして、歯科医師として社会に貢献するためのス
タートラインにみんなで立ちましょう！

　好士担任：今年度からクラス担任を務めさせて頂きます。
最終学年となるこの１年は国家試験、歯科医師臨床研修施
設のマッチングなど、歯科医師になる上で重要なイベント
が行われます。しっかりと計画を立て、この壁を乗り越え、
歯科医師の第一歩を踏み出しましょう！

　原担任：6年生の皆さん、いよいよ最後の年になりまし
たね。この1年はとにかく健康に留意し、悔いの残らない
学生生活を送って下さい。マッチングや卒業試験など忙し
い日々となりますが、最終目標である国家試験合格をめざ
し、一緒に頑張りましょう。
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清水玲那：この度は素晴らしい賞を頂き、誠に光栄に存
じます。ご指導くださった先生方や、苦楽を共にした友人
達に、心より感謝申し上げます。
また、どんな時も自分を信じ励ま
してくれ、常に支え続けてくれた
家族には、感謝してもしきれませ
ん。現状維持は退歩と同意語であ
り、この度の受賞を更なる発展の
きっかけとして、今後も日々精進
して参りたいと思います。

学業成績が学長賞に準ずる者に授与されるのが優等賞で
す。本年度は武内理永さん、清水玲那さんの2名が受賞さ
れました。
武内理永：この度はこの様な賞
を頂き、大変嬉しく光栄に思います。
たくさんの心配やご迷惑をお掛けし
た学生生活でありましたが、優等賞
という素晴らしい賞を頂くことがで
きたのも、ご指導頂いた先生方のお
陰だと感じております。今後は、歯
科医師として賞に恥じない様、身を
引き締め日々精進していきたいと思っております。ありがと
うございました。

113 名に学士（歯学）の学位記を伝達
～学部長賞などの各賞を 22 名に授与～

学
位
記

3月25日、ガーデンシティ御茶ノ水において、歯学部卒業式並びに学位記伝達式が行われました。
来賓や教職員、父母が参列する中で前野歯学部長から学位記が伝達され、併せて学長賞・優等賞・学
部長賞が授与されました。また、小幡同窓会会長より歯学部同窓会会長賞が授与されました。同日、
大学院歯学研究科修了者34名にも本学部大会議室にて、博士（歯学）の学位記が伝達されました。

日本大学は各学部において、在学中の学業成績が最も優
れていた者に学長賞を授与しています。本年度の受賞の栄
誉に輝いたのは梶原美絵さんでした。
梶原美絵：この度はこのような
素晴らしい賞をいただき嬉しく思
います。瞬く間に過ぎていった学
生生活において私は探究心を常に
大事にしてきました。先生方や友
人にはとことん付き合っていただ
き大変感謝しております。この先
も学ぶことは尽きないでしょう。
6年間で得た学びの姿勢を忘れずに歯科医師としての道を
歩んでいきたいと思います。

梶原美絵さんに学長賞

27年度卒業生2名に優等賞

学部長賞を13名が受賞
優等賞に準じた功績を修めた者に授与される部科校
長賞には、学業部門、体育部門、体育部門・学生生活
部門、学生生活部門があります。本年度は、学業部門： 
新井修子、福田はるか、西原宏軌、丸山礼、高見澤圭、 
田口香織、体育部門：久津間亮平、体育部門・学生生活部門：
井村周嗣、小笹佳奈、長島優太、学生生活部門：神田舞、
駒綾香、西原正樹のみなさんが受賞されました。

歯学部同窓会会長賞を6名が受賞
人物優秀で、学業・体育などの部門で優秀な成績を修
め本学部の名誉を高揚した者、ならびに学生生活活動の
推進に著しく貢献し、本学部の発展に功績が認められ
た者に授与される同窓会会長賞を、青島輝、木下慶彦、 
得居信彦、鳥居慶輔、楡井里佳、渡邊弘也のみなさんが
受賞されました。

学長賞

優等賞
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卒業に際して
平成27年度卒業生代表　井村　周嗣

寒の戻りも和らぎ、春の香りが漂うこの良き日に、卒業
出来ることを心から嬉しく思います。2010年4月の盛大
な入学式から早6年間、振り返れば、たくさんの思い出が
よみがえってきます。日本大学歯学部の一員として過ごし
てきた6年間は、私にとって感慨深いものでした。学業か
ら趣味まで、様々なことを経験し、充実した学生生活を送
ることができたのは、大学関係者の方々、同級生・先輩・
後輩、そして両親を含む全ての方にご支援をしていただい
たおかげであると、心から感謝しています。
入学時と卒業する今では多くの事が変わりました。国家
試験はもちろんのこと、学校のカリキュラムやシステムな
ども変わりました。しかし私達の学年は、他学年にはない
パワフルさや行動力で団結し、全日本歯科学生総合体育大
会では総合優勝もしました。いつも何かをやる時には「そ
こ」に集中し、全力を「そこ」に注ぐ子供のような無邪気さ
のある学年であったと思います。いつも何かに熱くなり、
夢中になる、これは大変素晴らしいことであり、自分もと
ても心地よく過ごせた6年間でした。

新井修子 久津間亮平

青島　輝

福田はるか

井村周嗣

木下慶彦

西原宏軌

小笹佳奈

得居信彦

丸山　礼

長島優太

鳥居慶輔

高見澤圭

神田　舞 駒　綾香

楡井里佳

田口香織

西原正樹

渡邊弘也

また自分が聞きたかった様々な質問に対し、丁寧に答え
てくれる人生の先輩がいたことは大変心強いことでした。
親身になってアドバイスなどをくださった先生方が、本学
にはたくさんいらっしゃいました。ユニークな先生、ファ
イトある先生が多数おられ、そんな先生方にご指導いただ
きましたことは、楽しい思い出の1つです。
人生には多くの選択肢があると思います。今後は自分自
身で何が大切か考え、選択し、自身でストーリーを描いて
いかねばなりません。そんな時いつも支えになるのは、団
結して6年間を過ごした同級生やお世話になった先生方だ
と思います。
これからもこの大きな日本大学という「輪」を大切にして
いきます。まだまだ未熟未完成の私達ゆえ、卒業後もご指
導ご鞭撻のほどよろしく御願いいたします。 
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世界で認められた臨床論文
鶴町　保

新しい知識・技術を歯科医療に導
入する際には、数多くの障害と対面
します。その知識・技術が斬新かつ
革新的であればあるほど、その壁を
打破することが一層困難です。一方、
最良の治療を待ち望む多くの患者は

「治せる治療法なら早く採用してほしい」と期待し、開発した
研究者や歯科医師は「こんなに素晴らしい治療法（器械）なの
だから、すぐに臨床で使用してほしい」と願います。しかし、
人の生命に関わる医療となれば慎重な検討と、的確な科学的
根拠が無ければ臨床応用は当然回避されることになります。 
現在、医療雑誌の論文要旨の多くは無料で、患者さんで
も簡単に手に入れることができます。溢れ出る医療情報の中
から、信頼性の高い情報の選択と吟味を行ない、臨床に採
り入れることが科学的根拠に基づく医療（Evidence-Based 
Medicine： EBM）です。医療情報のデジタルベース化によっ
て、既存の臨床研究を無駄なく効率的に伝えるための仕組み
が世界的に活動しています。その一つがトムソン・ロイター
のWeb of Scienceであります。トムソン・ロイターとは、
学術誌の質の指標となる「インパクトファクター」の発案や毎
年のノーベル賞授賞者の予測でも知られています。このイン
パクトファクター（文献引用影響率）とは、特定の学術雑誌
に掲載された論文が特定の年または期間内にどれくらい頻繁
に引用されたかを平均値で示す尺度であります。インパクト
ファクターが高いほど学術雑誌の価値が高いということです。
筆者らが2007年に発表した臨床論文（A new cone beam 
computerized tomography system for use in endodontic 

surgery. International Endodontic Journal, vol. 40）が、ト
ムソン・ロイターのWeb of Scienceで検索すると、歯内療法
関連論文の中（キーワードはCBCT：Cone beam computed 
tomography）で被引用件数が高かったと紹介されました。筆
者は、本学歯科放射線学講座で開発され、日本初の3DX multi-
image micro CTを術前診断に活用し、上顎第一大臼歯の髄床
底から上顎洞内に迷入した破折器具を除去する外科的歯内療
法を報告しました。以前であれば抜歯治療でしか解決できな
かった症例に対し、破折器具の除去および歯の一部保存を可
能としました。日本の高い歯内療法水準を世界に伝える上か
らも貴重な論文といえます。　  （教授　歯科保存学第Ⅱ講座）

（資格・所属は3月31日現在）

日本大学学生FD
CHAmmiT2015に参加して

遠山由理香
昨今、全国各大学において学生FD活動が波及しつつありま
す。大学の授業改善および教育改善を目標としたFD活動に、
学生の視点から取り組む動きです。各大学・学部によりFDの
課題は異なるため、学生FD活動を行うに際しては教職員の
方々との相補的な関係性が必要不可欠であり、組織的導入が
相応しいと考えます。学生FD活動における最大の利点は、学
生自身が単なる教育の受益者でなく当事者として大学教育に
参画する事で、積極性を養い、自らを高める契機となる事です。

今後とも学部内のFD推進に尽力させて頂きます。（第4学年）

日本大学全学FDワークショップの開催
中島　一郎

平成27年12月25、26日に日本大学会館において全学FDワー
クショップが開催されました。日本大学の教職員を対象として、
ファカルティ・ディベロッパー（FD等教育開発担当者）養成を目
的としています。今回は、「全学共通初年次教育」をテーマとし
て各部科校から教職員が参加しました。本学部からは外木守雄
教授（学務委員会）、佐賀友美さん（教務課）が参加しました。積
極的に実践的教育のあり方について討議が行われました。

（教授　医療人間科学分野）

日本大学本部での学生FD会議にて、各学部の学生FDと議論中
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第109回歯科医師国家試験の結果について

●全国の合格者総数は1,973名
厚生労働省は3月18日、第109回歯科医師国家

試験の結果を発表しました。今年度は受験者総数が
3,103名であったのに対し、合格者総数は1,973名
と、初めて2,000人を下回る結果となり、国家試験の
実施が年1回となった昭和61年以降では最低の合格
者総数でした。また、全国平均の合格率は63.6％（新
卒72.9％、既卒47.4％）であり、過去2番目に低い
合格率でした。国公私大別では、国立76.9％、公立
73.6％、私立59.1％であるのに対し、本学部の合格
率は70.6％（新卒75.2％、既卒60.0％）と、昨年に
比べて0.5％上回りました。とくに既卒者の合格率は、
全国平均と比較して12.6％高く、本学部での既卒者
の聴講生としての受け入れ体制が整ったことで、学習
支援活動が十分に行えただけでなく、生活習慣改善の
ためのアドバイスやメンタル面でのサポートなど、予
備校では対応できないような事柄に対する配慮も、合
格率向上に寄与したものと考えています。
近年、厚生労働省は合格率算出の母数となる受験
者数以外に、試験に出願をした出願者数を発表してい
ます。下図の棒グラフは出願者数と受験者数との差を
示しており、この差が大きいほど、厚生労働省に受験
の出願はしたが、実際には歯科医師国家試験を受験し
なかった（できなかった）学生の数が多いことになり
ます。新卒におけるこの差の総数は、私大17校で計
558名にものぼり、大部分の私大が合格率を上げる
ためにこの数を大幅に増やす傾向が認められます。ち
なみに、合格者数を出願者数で割った値を算出する
と、新卒の私大合格率は48.0％であり、本学部では
65.4％と、これを大きく上回る結果となり、私大中で
第3位の成績でした（下図の折れ線グラフを参照）。

●最近の歯科医師国家試験の傾向
第109回の歯科医師国家試験を分析すると、第108
回と比較して、より具体的な臨床手技や手順に関する
問題が多く出題されています。すなわち、歯科医師と
して必要な基本的知識を有するのはもちろんのこと、
実際の臨床で遭遇するであろう、さまざまな状況に対
応するために、これらの知識をどのように活かすか、
その応用力が求められています。このような出題傾向
は、社会に対して歯学部学生の卒業時の知識レベルを
保証するという意味合いからも、しばらく続いていく
ことが予想されます。
昨年度から全学年に歯科学統合演習が配置され
ました。歯科学統合演習は、学修してきた内容の習
熟を図る教科であり、進級や卒業判定の要件の1つ
となります。全学年に歯科学統合演習が導入された
ことで、学生自身の学修に対する意識変化とともに、
積み上げ式の学修方法による学力の向上が期待され
ています。自ら積極的に学修し、理解することで得
た知識を蓄積することが大切であり、多くの引き出
しを持つことで、過去の国家試験問題を暗記するだ
けでは解答が導けないような問題にも対応すること
が可能となるはずです。6年次から国家試験の勉強
を始めても間に合いません。学生の皆さんは、基本
的な知識と柔軟な問題解決能力を修得するためにも、
低学年からの努力を怠らないでください。
教員側も既存の教授方法を見直すことで、学生の最
低修業年数での卒業を担保しながら、国家試験合格率
の向上を目指しています。とくに、6年生の歯科学統合
演習Ⅵは国家試験の合否と高い相関性があることから、
学習指導委員会では歯科学統合演習Ⅵのさらなる充実
を図ることで、効果的な学習支援を実践していきます。
 （専任講師　歯科保存学第Ⅰ講座）

学習指導委員会副委員長　黒川　弘康
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昨年7月1日付けの人事異
動で、本部管財部から異動し
てまいりました。すでに半年
以上経ってしまいましたが、
改めて自己紹介いたします。
その昔、エンジニアを目
指して理工学部を卒業したの
ですが、チョットした理由か
ら転職し、日本大学の職員に

なって数十年が経ちました。
これまでに勤務したところは、
理工学部
約20年間・・・・出身学部がスタートでした。
芸術学部
約10年間・・・・江古田校舎の再開発に従事
本　　部
約 6年間・・・・学務部と管財部
ほとんど管財関係でした。
この度、昔見慣れた駿河台にまた戻ってきて、学
生時代を思い出しました。歯科病院前の創設者、
佐藤運雄先生の像も昔のままでした。その歯学部と
理工学部が、今ちょうど全面的な校舎のリニューア
ルを迎えており、そこに関わることが出来て感無量
であります。
歯学部新校舎新築工事は、「建物を2つ建設し合体
させて、大きな一つの建物にする」方法で、既存校舎
の解体工事を含めて6年余に及ぶ大工事です。この
長期に渡る工事でも、始めが大切です。この時期に
設計意図を工事図面に十分反映させる必要があるか
らです。3月現在は、まだ駿河台病院地下部分の解体
撤去中ですが、今年後半からは新校舎の基礎工事が
本格化し、来年の今頃は道路からも鉄骨が見えるか
と思います。
そういうわけで、年内の工事現場は変化に乏しい
ですが、現場事務所では着々と工事図面が完成し、
建物全体の基本的な骨格が決定されていきます。
このような重要な時期に歯学部に着任できたこと
を幸運に思い、新校舎完成に向けたロングレールを
敷設したいと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。

事務局次長　馬場　義明

事務局執行部より

平成28年度歯学部予算が、3月開催の理事会で承
認されました。予算計上した特徴的な事業計画及び
収支状況は以下のとおりです。

なお、③、④の事業計画については、文部科学省・
国土交通省から補助金が交付されます。

前年度予算と比較すると収入の部では、経常費等
補助金は減収しましたが、学生生徒等納付金及び医
療収入等が増収となったため、事業活動収入は1億
4,100万円の増収となりました。
一方、支出の部では、教職員定年退職による人件
費の抑制及び100周年記念事業計画による旧医学部
駿河台病院の建物解体費の削減などにより、事業活
動支出は9億300万円の支出減となりました。これ
により、当年度収支は4億7,100万円の収入超過に
なりました。
旧医学部駿河台病院の解体工事は平成28年4月
でほぼ終了し、１期新校舎建物の建築が予定どおり
4月より開始されます。すべてが完成する２期工事
の終了予定は平成33年10月です。平成28年度予
算は収入超過となりましたが、この事業計画が完了
するまで、支出超過が続くことが予想されます。長
期的な視点から、平成28年度予算執行に当たって
は収支改善に努め、効率的・効果的な予算執行をお
願いいたします。
※ 基本金組入額　学校法人が必要な資産を継続的に保持する
ための組入れ額。

経理長　白方　千晴

平成28年度
歯学部予算の概要

１　予算計上した特徴的な事業計画
①  臨床実地問題への対応と実践（臨床実習で学んだ症例、
知識及び技能の復習と国家試験への対応） 《継続事業》

② 歯学部同窓会奨学基金の創設
　 給付対象者：学業・課外活動優秀者 《継続事業》
③ 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
　 研究代表者：岩田教授 《継続事業》
④ 新校舎新築工事
　 歯学部創設100周年記念事業 《継続事業》

２　歯学部総合予算（事業活動）の収支状況
平成28年度　歯学部総合予算

事業活動収入の部合計 73億　700万円
事業活動支出の部合計 68億3,000万円
基本金組入額合計（※） △600万円
当年度収支差額 4億7,100万円
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剣道は「礼に始まり礼に終わる」という言葉があ
るように礼儀を重んじるスポーツです。私達は毎年
８月頭に行われるオールデンタルにて優勝できる
よう日々稽古をし、心と体を鍛えています。時に
はOBの先生方にもいらして頂きご指導を賜ること
で質の高い稽古ができています。昨年は３連覇がか
かる中での準優勝という結果に終わり悔しい思いを
したので、次こそは優勝できるよう部員一同精進
してまいります。応援の程宜しくお願い致します。
 （第５学年）

今年度も、綾瀬（東京都
足立区）の東京武道館に
て４年連続となる室内で
の球技大会を開催いたし
ます。今までの先輩方が
築き上げてきた球技大会
をさらに楽しいものにし、
また、各学年およびクラ
ブ間の絆を深め合える大
会へと変えていくよう、
球技大会実行委員一同準

備に励む次第です。今年はオリンピックイヤーでも
あり、皆さんの運動への関心も高まっていると思い
ます。室内では物足りないと考え、今まで参加して
こなかった方々も、今年は是非、参加してみてくだ
さい!! （第5学年）

球技大会に向けて

球技大会実行委員長　平間　悠介
去る３月９日から２日間、総勢86名の学生が京都
校外研修に参加しました。現地では、㈱モリタ製作
所のチェアユニットをはじめ、パノラマX線装置や
歯科用CTなどの歯科治療周辺機器の製造過程を見学
し、資料館ではその歴史に触れました。また㈱松風は、
主に切削用バーや人工歯、歯科用接着材料を製造し
ており、工場では精密機械による製作過程から手作
業での不良品の確認、箱詰め、搬送までの一連の流
れを見学しました。どちらの企業からも歯科医療発
展のため、より良いモノを提供したい、また歯科業
界におけるリーディングカンパニーとして人々の健
康に貢献しようという熱意が伝わってきました。今
回の見学は、歯科機材の製造という普段とは異なる
視点から歯科医療を考える契機となり、大変有意義
な研修であったと思います。
最後に、この研修を通じて学生間での親睦がより
深まり、この学年の良さが前面に出た校外研修であっ
たと思います。引率の教職員の方々、後援会の方々、
そして研修委員のみなさんに感謝いたします。
 （第６学年）

第５学年校外研修

澤田　昌孝

剣　道　部

主将　北村　英彦

クラブだより
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スキー部　総合優勝
我々スキー部は、3月に
行われるオールデンタルに
向け、オフシーズンは陸上
トレーニング、インライン
スケート、12月～３月の間
には３回の雪上合宿を行い、
準備をして来ました。今年
は雪不足が心配されました
が、３月16日～21日の日
程で、長野県菅平高原にて
大会が無事に開催されまし
た。男子団体1位、女子団
体6位となった結果、総合
優勝する事が出来、6連覇
を達成しました。スキー競
技そのものは個人競技です

が、オールデンタルでは部員一人一人が一丸となっ
て戦うことで優勝を勝ち取って来ました。今後もチー
ムワークを大切に頑張ります。
 （平成27年度主将　第5学年　朝山　雄之）
ラグビー部
ラグビー部は昨年の12月26日から28日に開催
されたデンタルに出場してきました。15校が出場し、
まずは５つのリーグに分かれて試合が行われました。
私たちは初日に行われたリーグ戦で１勝１敗となり、
決勝トーナメントに出場することは出来ませんでし
た。しかしながら、各リーグの２位同士で行われる
トーナメント戦で勝ち上がることができ、笑ってデ
ンタルを終えることができました。悔しさと喜びを
経験できた良い大会になったと思います。来年こそ
は優勝トロフィーを奪還し、皆で笑いたいです。こ
れからもラグビー部の応援よろしくお願い致します。
 （平成27年度主将　第6学年　細井鴻之介）
アメリカンフットボール部
今回のデンタルの結果は、初戦負けとなってしまい

ました。初戦の相手である朝日大学がそのままの勢い
で優勝となりました。僕たちにとって、とても不甲斐
ない結果となってしまい、日本大学歯学部の名を背負
う者として恥ずかしく思います。この敗戦を自分たち
のモチベーションに変えて、秋のリーグ戦並びに来年
のデンタルでは必ずリベンジしてみせます。アメフト
部は生まれ変わります。文武両道を掲げ、来年の桜歯
ニュースでは良い結果をお知らせすることを誓います。
 （平成27年度主将　第5学年　金子 大佑）

日　時：平成28年6月4月(土)　13時30分より
場　所：4号館3階　第3講堂
講演者：歯科補綴学第Ⅰ講座　准教授　高津　匡樹
演　題：入れ歯と上手につきあうために

平成28年度
第１回　公開講座

第47回
全日本歯科学生総合体育大会

（冬期部門結果）

第１回　専門学校進学相談会

日　　時：6月18日（土）　10時00分～15時00分 
場　　所： 日本大学歯学部1号館4階（専門学校講堂）
概　　要
●個別相談： 本学専任教員が各種相談を伺います。また、

衛生専門学校は現役学生からも話が伺えます。
●校内見学：随時
●体験実習
《技工専門学校》
技工操作の一部として金属の研磨体験をします。（随時）

《衛生専門学校》
11：00より専任教員による実習体験を行います。
※ 両校とも体験学習参加は受験生のみとなります。

平成28年度
第1回　進学相談会

日　　時：6月19日（日）　10時00分～13時00分 
場　　所：日本大学歯学部　４号館１階（受付） 
概　　要 
●個別相談
本学教員と職員が各種相談を伺います。
●全体説明
本学での学びやキャンパスライフ、入試方法についてご
説明いたします。
●模擬授業
「食べる・飲み込む機能の障害に対する歯科治療」の模
擬授業を行います。
●体験実習（体験実習のみ事前予約が必要です）
・ 実習Ａ「むし歯の治療～歯のかたどりと詰め物～」20名
・ 実習Ｂ「エックス線写真から病気をみつけよう」20名
本学教員と学生が受験生に体験実習を行います。
参加希望の方は日本大学歯学部ホームページからお申
し込みください。
なお、保護者の方の参加はご遠慮ください。
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ディスカバリーサービスとは、膨大な学術情報をひと
まとめに探すことができる検索用のツールです。本学
部の資料はもちろん、本学他学部、他大学の資料も探せ
ます。また、雑誌論文などの情報も言語を問わず検索が
できます。電子媒体で、本文へのアクセスが可能であれ
ば、容易にアクセスができます。気軽に、Google検索
っぽく学術情報探索ができるので「ある事柄をちょっ
と調べたい」「図書館OPACでうまく探せなかった」「と
にかく網羅的に探したい」ときなどに活用ができます。

図書館事務課

ディスカバリーサービスを利用しよう！

歯科学統合演習が全学年に配置されて一年が経ち
ました。演習の方法、内容、評価法は毎年見直しの
検討がなされます。平成28年度は、統合演習Ⅵa（第
６学年受講）で、履修完了の判定基準であるC評価
の下限を試験の得点率67％とすることが決まりま
した（平成27年度第9回教授会、1月14日開催）。
判定保留の制度は存続し、保留期限直前の10月末
の特別統合試験Ⅵaは撤廃します。この時期に、性
質の異なる試験が重なることを回避するためです。
該当学年の学生への説明は2月1日に行われました。
なお、統合演習Ⅳ（第４学年受講）では、その評価に

共用試験（CBTとOSCE）の結果が充当されています
が、履修完了判定の基準は、全国29歯科大・大学歯学
部の動向も鑑みて、平成28年度から合格の判定基準
であるC評価の下限を得点率の70％とすることが決
まりました（平成27年度第11回教授会、3月3日開催）。

歯科学統合演習改善のための見直し

NewsPlusα
☆山東大学歯学部表敬訪問
2月26日（金）に日本大学海外
学術提携校である、山東大学歯
学部よりXin Xu学部長（写真左）、
Shijiang Xiong副学部長、Li Minqi
教授の3名の先生が来訪されまし
た。
☆自衛消防訓練の実施
2月29日（月）16時より、1階口腔診断科医局付近から
の火災を想定した消防訓練が行われた。
☆ 平成27年度第2回医療安全研修会・院内感染予防研修
会の開催
3月4日（金）17時10分より、大講堂他で開催された。
医療安全研修会では、日本大学病院の駒木根由美子看護
師長が「安全管理体制構築の為の情報伝達」、院内感染予
防研修会では、米原啓之教授（口腔外科学講座）が「本院
における感染症届け出について」と、それぞれのテーマで
講演がなされた。
☆病棟消防訓練の実施
3月18日（金）16時20分より、休日・時間外の体制時に、
5階病棟区域で火災報知器のベルが鳴動し、現場を確認し
たら火事であった場合の対応訓練が行われた。
☆ 平成28年度ポスト・ドクトラル・フェロー、リサーチアシス
タント、ティーチングアシスタントが決定
ＰＤ…久保亜抄子・本田訓也・鶴町仁奈・古市哲也
ＲＡ…堀貫恵利
ＴＡ… 野口博康・有馬詩織・加藤萌子・金子茉莉・柴崎　翔・

崔　慶一・須田駿一・安川拓也・工藤　洋・村山翔太・
井口慎也・長尾麻由・楠　正文・長嶋秀和・伊藤玲央・
丸野　充・舘野　敦・矢川彰悟・草場公亮・伊藤寿典

学務委員会
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