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　国家の大計そして本学部においてもその要は教育です。いのちをもつ私たち人間の営み
である以上、次世代の養成は最重要課題といえます。大学には自治や独自性が求められま
すが、大きな方向性や考え方は、大学間、国家、グローバルな観点からもシェアされてい
ます。そうした時代の潮流は教育の制度や手法として私たち教員のところにやってきます
ので、制度に則り手法も現場に適合させ、整った学びの環境を提供することは確かに教員

の任務です。しかし、学びの主体が学生にあるとしても、教員は傍観者でなく、環境や教材の提供に終始するわ
けにはいきません。ところが私たちはそうした潮流に応じ得る自らの学びに日々努めているでしょうか。
　ゆとり教育の時代は過ぎ、本年は脱ゆとり世代を本学部で受け入れる年です。我が国の高校1年生の科学的リ
テラシーや読解力はOECDの学習到達度調査(PISA)で既に加盟国中１位に返り咲いています。これは従来の知識・
技能重視への回帰ということではありません。我が国の教育改革は一層押し進められており、知識・技能はもと
より思考・判断・表現力、主体性・多様性・協働性をも培う課程が中等教育で稼働しています。つまり、私たちは、
自らが受けたことのない新たな視点からの教育課程を経た若者と向い合うわけです。生涯学習、高い問題解決能
力を掲げる本学部において、我々自身の学びは如何ばかりでしょうか。　　　　　　　　（教授　解剖学第Ⅱ講座）

私たち教員こそ学びを
学務担当　磯川 桂太郎



日本大学歯学部 
三島歯科医療センター開院

病院長　宮崎　真至
　近年における社会状況の変革とともに、歯科医療におい
てもその需要は多岐に渡るものとなっています。なかでも、
国民からは、高度の医療機器や技術を必要とする診療への
要求が高まる傾向があります。この背景のひとつとして
は、診療を受ける患者サイドからの専門医志向が高くなっ
ていることが挙げられます。さらに、地域の診療所や医院
で十分対応できる程度の症状であっても、専門性を掲げる
歯科医院を受診するケースも増え、医療ニーズも多様化と
ともに専門化しているのが現在の状況といえます。すなわ
ち、高度な歯科治療を提供する診療施設として、高次な医
療ニーズにも対応できるシステムを提供することが、全国
のあらゆる地域において必要となってきています。超高齢
化社会を迎えた本邦においては、有病者を対象とした歯科
診療を行う機会も増えてきたところからも、専門性の高い
医療施設の需要は増加する傾向にあります。このような歯
科医療を取り巻く社会からの要求に応えるべく、今般、日
本大学歯学部三島歯科医療センターを平成27年12月1日
に開設することとなりました（表1）。
　三島歯科医療センターは、日本大学国際関係学部三島駅
北ロ校舎（ＪＲ三島駅北口から徒歩2分）の1階テナント用
スペースに、約120平米の診療施設部分と約60平米の医
局部分を有した施設です。診療面では、3台の歯科用ユニッ
トを設置可能な設計となっており、開設の当初は2台の歯
科用ユニットで運用されています。診療は、基本的に予約
制をとっており、来院患者数の動態によって歯科用ユニッ
ト数を増やすという計画としています。歯科医療センター
の標榜科名は「歯科」ならびに「歯科口腔外科」であり、と
くに口腔外科領域の疾患に特化するものとしています。そ
のため、付属歯科病院の口腔外科から2名の歯科医師が常
勤し、三島市歯科医師会と連携しながら口腔外科領域の疾
患について、その治療を進めています。もちろん、本学部
付属歯科病院は、三島歯科医療センターにおける活動を全
面的にサポートしています。
　三島歯科医療センターの初代センター長としては、口腔
外科学講座の大木秀郎教授がこれにあたっており、これ
まで設立にあたっての計画立案および開設準備を行うとと
もに、開設後からは実際の診療を担当しています。歯科医
療センター開設の目的としては、①静岡県東部地域の歯科
診療所と連携を図り、地域歯科医療の充実と発展に貢献す
る、②歯学部の臨床実習施設及び研修歯科医の研修施設と

して、地域診療に根差した医育機関となる、及び③歯科医
療を通じて日本大学国際関係学部等の福利厚生施設として
の役割を果たす、ことなどが挙げられます。本歯科医療セ
ンターが、三島を中心とした静岡県東部地域（三島、駿東、
田方歯科医師会）の医療関係者と連携をもとにした、口腔
外科を中心とした歯科診療の拠点となればと願っていま
す。　　　　　　　　　　　  （教授　歯科保存学第Ⅰ講座）

表1　三島歯科医療センター概要

①開設場所

〒411-8588
静岡県三島市文教町1-9-18
日本大学国際関係学部三島駅北ロ校舎
1階
Tel/Fax　055-980-1991

②標榜科名 歯科口腔外科、歯科

③ユニット数 2台

④スタッフ数 歯科医師2名、歯科衛生士 2名

⑤開院時間 10時00分〜 17時30分

⑥診療時間 10時00分〜 17時00分

⑦受付時間
初診10時00分〜 13時00分
再診10時00分〜 15時00分

⑧休診日
土曜日、日曜日、祝日、創立記念日、
年末年始、 
その他本センターが定めた日
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大型研究費獲得と大学院修了生の
ポジション確保が課題

研究担当

清水　典佳
　以前は、大学院生の研究論文
は学内誌に投稿するのが一般的
であったが、最近では多くの大
学院生が国際的な英文雑誌に投
稿し掲載できるようになり、さ
らにレベルの高い雑誌に掲載さ
れることもあり、目覚ましい発
展である。これは本人の努力は

もちろん、大学院のカリキュラム変更により基礎系と
臨床系の複数の教員による指導体制のもとで、大学院
生の育成を図っていることの一つの成果であると考え
られる。
　研究費に関しては、預金の利子で運営している本学
部の研究費も徐々に削減傾向にあり、このような環境
では外部研究費の獲得が必須になる。歴代の研究委員
会の努力により、科研費申請書類の事前査読を行った
ことなどから、基盤研究 C や若手研究 B の採択率は増
大し、歯学部では他 14 学部の中でも常に上位に位置し
ている。しかし基盤研究 A や B の大型研究費の獲得に
関しては未だ不十分である。また、念願であった本学
部で発行している Journa l of Ora l Science が 2014
年から IF 0.922 が付く学術雑誌となり、本学部の研
究発展につながるものと期待できる。
　しかし一方では、大学院を修了すると多くの人が研
究現場から離れてしまい、せっかく学んだ動物実験手
技、免疫組織化学、遺伝子・タンパク分析等の専門技
術と研究手法を発展させることなく、また、後輩に伝
えることなく研究を終了してしまう場合が多い。その
最大の理由は研究を続けられるポジションがないため
と考えられる。大学院を修了しても研究を継続してく
れる修了生もいるが、年齢も上がっており、無給の環
境では経済的負担も大きく長続きしないのが現状であ
る。これまでも、有能な大学院修了生は多くいたが、
ポジションの獲得ができないため研究から離れていく
ケースがほとんどで、誠に残念である。
　歯科界全体が厳しく大学では教員数の削減が叫ばれ
る昨今、本学部の財政に余裕はないが、有能な大学院
修了生が専修医などのポジションを得て数年間研究活
動を継続できる環境を整える必要があると強く感じる。
　　　　　　　　　　　  　  （教授　歯科矯正学講座）

平成27年度奨学金の報告について
学生担当

本田　和也
　歯学部では、建学精神の高揚、
有為な人材育成のため、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、日本大学で設置す
る奨学金制度、歯学部独自の奨学
金制度、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（対象：歯学部学生及び大
学院生）を大別すると、「給付奨学
金」と「貸与奨学金」の2種類があ

ります。
　給付奨学金には、学部新入生を対象とした「日本大学エ
ヌドット奨学金（年額36万円１名）」、学部2 ～ 6年生及
び海外で開催される学会で研究発表を行う大学院生を対象
とした「歯学部佐藤奨学金（学部：年額20万円6名、年額
10万円24名、大学院：年額50万円以内11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
指導貢献が顕著であると認められた大学院生を対象とした

「歯学部同窓会奨学金（学部：年額10万円3名、大学院：
年額5万円5名）」、大学院４年生を対象に「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、経済的
な理由により学費支弁が困難な学部学生を対象に「日本大
学事業部奨学金（年額24万円1名）」があります。これら給
付奨学金は、人物、学業成績が優秀な学生を対象として選
考の上、日本大学、歯学部及び歯学部同窓会より給付され
ます。
　その他学外の奨学金財団による給付奨学金として、「森田
奨学育英会奨学生奨学金」があり、学部6年生及び大学院4
年生を対象として学内公募を行い選考の上、同基金から各
1名に給付されます。また、東日本大震災及び福島原発事
故被害者を対象とした他の財団等による奨学金（1名）を含
め、平成27年度は、計56名に奨学金が給付されています。
　貸与奨学金にも種類があり、授業料相当額以内を貸与す
る「日本大学奨学金」、「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
大学又は歯学部が貸与します。
　また、学外の奨学金として「日本学生支援機構奨学金」は、

「第一種（無利息貸与、月額5万４千円、6万4千円）」と「第
二種（有利息貸与、月額3万円、5万円、8万円、10万円、
12万円）」があり、学部、大学院の在籍者を対象として貸
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67名、大学院55名に貸与されています。
各種奨学金の取り扱いは歯学部・学生課が窓口となってい
ます。　　　　　　　　　　　　(教授　歯科放射線学講座)
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解剖体追悼法要に参列して

藤野　修平
　昨年10月17日、築地本願寺にて、医学の発展のために
篤志で御献体してくださった方々を追悼する解剖体追悼法
要が行われました。御献体してくださった故人、その御遺
族の方々には深い感謝の意を表するとともに、今後はより
一層勉学に励まなければならないことを強く感じました。
　実際に解剖させてもらうことは解剖学を修めるうえでは
欠かせないことです。私たちは2学年の前期で人体の構造
を講義形式で学びます。最初は骨からはじまり、筋肉・内臓・
脈管・神経を同時進行で学び、私はそれらが一通り終了し
た時点では人体の基本的な構造を理解したつもりでいまし
た。しかし後期に入って解剖実習が始まると一つ一つ器官
を剖出していくことは想像以上に骨の折れる作業で、自分
の理解の甘さを痛感させられました。これは解剖実習の意
義の一つであり、自分の目で確認しなければ人体の複雑さ
を学習できないのです。また私たちのような将来医療に従
事する者にとって解剖実習は人を尊重する意識を養う場で
もあります。死してなお医学教育に貢献しようというお考
えは非常に尊いものであり、そのご遺志に決して背くこと
のないよう、私たちは御献体に細心の注意を払って解剖を
させていただきました。
　解剖学はときに地図に例えられます。それは単に体の中
の図表ということだけではなく、生涯を通して医学・歯
学を修めようとする者を導く意味を持ちます。今はまだ自
分自身の経験からこれを実感することはできませんが、解
剖実習がまたとない貴重な経験であったことは間違いあり
ません。このような機会を与えて下さった故人、御遺族の
方々、そしてご指導して下さった先生方に感謝の意をもう
一度表したいと思います。　　　　　　　　　　(第２学年)

平成28年度
臨床研修歯科医選考試験について

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 8 月 29
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 215 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、
平成 27 年度選考試験より「筆記

試験」を導入いたしました。選考試験は、「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
生の「書類審査」と「面接」は、「学部成績」と「生活態度」
に該当します。「学部成績」には 5 年次までの「学業成績」
などが該当し、「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」などを総合的に判断いたします。なお、

「筆記試験」は歯科医師国家試験に準ずる問題としており
ます。
　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、新
規に導入された「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95名）
　　本学部　87名（既卒者19名）
　　他大学　 8名
　プログラム２（募集定員45名）
　　本学部　43名（既卒者11名）
　　他大学　 2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28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）
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父母懇談会
　昨年10月10日（土）に歯学部父母懇談会が開催されま

した。今回初めて、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、例年より多く
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。

進学相談会
　昨年10月10日（土）に学園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27年度進学
相談会の総来場者数は851名でした。

平成27年第2回歯学部公開講座
口腔と全身の健康シリーズ（39回）

佐藤　秀一

昨年10月31日（土）に「若さと健康を保つために知って
おきたい歯周病の知識―予防から治療法まで」の題で公開
講座を担当させていただきました。当日は140名もの方に
参加していただき、みなさまがいかに歯周病に対して関心
をもたれているかということを再認識させられました。講
演では若さと健康を保つためにはお口の中の健康を保つこ
とが始まりであることを強調させていただきました。

（教授　歯科保存学第Ⅲ講座）

歯学部新校舎・新歯科病院の建設は、旧駿河台日本大
学病院の解体工事が順調に進み、現在、地下層の解体に
着手しています。

その中で、1階層まで建物の解体が済んだことを期に、
昨年11月13日（金）大安の良き日に地鎮祭を挙行いたし
ました。

地鎮祭とは、建物を建てる際、神様に工事の無事や安
全を祈る儀式のことを言い、土地の氏神様にあたる太田
姫稲荷神社の宮司　柳原富美子様をお招きし、日本大学
管財部、設計会社、施工会社及び歯学部関係者ご参列の
もと、厳粛な雰囲気の中で神事が執り行われました。

工事が順調に進みますと新歯科病院が平成30年5月、

新校舎が平成33年9月にそれぞれ完成いたします。
なお、写真は、「鍬入之儀」の儀式で、施主として前野

学部長、平野事務局長が初めてその土地に鍬を入れまし
た。

平成27年度
第2回生涯学習講演会のお知らせ

生涯学習シリーズ（19）
テーマ:遠隔画像診断ってなんだろう?

1　パノラマから学ぶ歯科用CT画像診断
　  ―今日から役立つ臨床診断―
2　遠隔画像診断サービスについて

講師：1　本田　和也教授（歯科放射線学講座）
　　　2　江島堅一郎助教（歯科放射線学講座）
日時：平成28年2月13日（土）14時00分～
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。

土地の神様に工事の無事や安全を祈る儀式　地鎮祭
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平成27年度
医療安全研修会等の開催について

病院長　宮崎　真至

平成27年度第1回医療安全研
修会及び院内感染予防研修会が、
個人情報保護研修会・人権侵害防
止研修会を併催するかたちで、10
月27日（火）に開催されました。
当日の参加者は教職員568名中の
うち 518 名であり、90% を超す
出席率となりました。医療安全研

修会では「医療機器の安全管理」として、院内感染予防研修
会においては「歯科における感染管理～機器を用いた洗浄、
滅菌を中心に～」という演題で、株式会社モリタ　商品企
画戦略室　高木智久氏から講演をいただきました。とくに、
医療用機器の安全管理とともに感染管理に関しては、法律
でも準拠が求められている部分もあるところから、病院で
の運営には欠かせないものがあります。また、個人情報保
護研修会・人権侵害防止研修会に関しては、本付属歯科病
院を代表するという立場から病院長が講演を行いました。
患者情報の取り扱いはもちろんですが、病院という職場に
おける個人情報管理とともに、人権侵害を防止するという
ことに関する理解について、その重要性が強調されました。

日々の臨床の現場では、安全で安心の歯科医療が求めら
れています。したがって、医療機器を使用するにあたって
は、安全管理とともに感染を予防するための洗浄ならびに
滅菌を徹底することは極めて重要です。さらに、本学部付
属歯科病院の基本方針に掲げられているように、「患者さん
との相互信頼に基づく最高水準の歯科医療を提供する」そ
のためにも、個人情報の取り扱いとともに人権に関しての
理解が必要であると考えています。今後とも、このような
研修会を定期的に開催することによって、本歯科病院の理
念及び基本方針を順守し、これを提供できるように努めて
ゆきたいと考えております。  （教授　歯科保存学第Ⅰ講座）

大切なもの
事務局長　平野　晃

いい仕事をするためには何が大
切か。このことを意識しながら仕
事をする人は少ないのではない
か。私も若いときは、意識するこ
となく仕事をしてきた。しかし、
自分がこれまで行ってきたことや
経験してきたことは、結果的に、
何が大切なのかを教えてくれただ

けではなく、今では私の仕事の中でそして人生の中で重要
な要素となっている。それでは、これまでどのようにして
きたのか。

一つ目に、楽しく仕事をしてきたこと。楽しくできたの
は、目標を常に持っていたためであると思う。目標にもい
ろいろある。ちょっと先の目標、一年先の目標あるいは仕
事が一段落した後や夏期休暇期間の私的な目標等々。どの
ような目標でも常に考えることで、先々のことを少しでも
有効に進めたいという前向きな姿勢が身についてくる。身
についてくるというより癖になる。この癖が仕事をそして
人生をまた楽しくさせる源になる。

二つ目に、いい仲間に恵まれたことである。自ら仲間を
作ろうという意識をもったことはない。自然に作れたとい
う感じである。なぜか。根明な性格に加え、どちらかとい
うと他人の意見や考え方に耳を傾ける方だったからかもし
れない。でもそれが自分に常に新しいものを取り込んでい
く結果となり、そこに客観的にものを見る目や協調性も自
然に備わってくる。今でもそうであるが、いろいろな方の
考え方を聞くことは楽しい。

三つ目に、勤務時間以外の時間も大切にしたこと。仕事
は自分にとって大切であるが、仕事だけでは自らを支える
ことはできないと思っている。仕事と全く異なる分野に触
れることは、自分の人生を豊かにし、その豊かさがまた仕
事に跳ね返ってくる。面白いことに、仕事に関するヒントや
考え方は、その異なる分野から生まれることが意外と多い。

仕事をするために大切なものが自分なりに分かってきた
が、最近、理論物理学者アルベルト・アインシュタインの
名言「誰かのために生きてこそ人生に価値がある。」を聞い
て、少し考え始めた。在り来りの答えではいけない。「自分
は誰のために仕事をしているのか」。
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海外派遣報告
飯沼　利光

　日本大学中期海外派遣研究員として、英国のNewcastle
大学に6か月間滞在しました。Newcastle大学はイギリス
でオックスフォード大学、ケンブリッジ大学についで、3
番目に古いダラム大学医学科が独立し創設された大学です。
現在Newcastle大学では、国家プロジェクトの重要拠点
として医科、歯科はもとより人口統計学、人間工学、心理
学、経済学、看護学等が協力し、Institute for Aging and 
Health (IAH)を組織し、様々な観点から加齢に関する研究、
臨床およびその成果の社会へのフィードバックを行ってい
ます。今回、この主要メンバーであるJames Steele教授、
Paula Moynihan教授の両氏とともに、両国間の超高齢者
健康調査結果を比較検討しました。その結果、無歯顎者の
割合は英国において高く、日本の8020運動の成果が認め
られました。滞在中にはラグビーワールドカップがここ英
国で開催され、次回は日本で開催されます。同様に今後は、
今回の英国での経験を活かし、国際的な活動を目指す研究
者のために私も両氏のような影響力のある対応をしてゆき
たいと思っています。　　（専任講師　歯科補綴学第Ⅰ講座）

海外研修を終えて
小澤　聡

　様々な民族、文化、言語、宗教等が共存し、アジアで高
い教育水準を誇るシンガポールを訪問した。
　食糧や飲み水までも周りの国々に頼らざるを得ない資源
のない国であるため、「人材」は唯一かつ最大の「資源」で
あり、政府は国の将来を担う有能な人材を積極的に発掘・
育成するエリート養成教育に力を入れている。初等学校か
ら能力別に選別をしていく試験が定着している。日本の教
育制度と比較すると、子供を競争に追い込む極めて過酷な
制度であるように思われるが、この教育環境を求めて移住
してくる日本人も増加している。また、各大学では積極的

海外研修を終えて
馬谷原　琴枝

　日本大学中期海外派遣研究員として、平成27年4月から
6か月間、アメリカのミズーリ大学カンザスシティ校歯学
部で研究する機会をいただきました。
　ミズーリ大学カンザスシティ校歯学部はミズーリとカン
ザス両州にまたがるカンザスシティという小さな都市にあ
り、滞在中はそこで硬組織研究に携わり様々な実験手法や、
研究の進め方について学びました。またこの大学の研究室
はオープンラボとなっており、毎週、講演会や研究報告会
が企画され、研究者たちが活発に意見交換し情報を共有し
ていることが印象的でした。歯科矯正学講座においても自
身の研究について講義する機会を得、さらに授業、診療を
見学させていただき、貴重な経験となりました。
　最後に、この度の海外派遣にあたり、たくさんの関係者
の皆様にご理解とご支援をいただきましたことに深く感謝
申し上げます。　　　　　　　　　(助教　歯科矯正学講座)

海 外 派 遣 研 修

に留学生を受け入れることにより、アジアで「教育のハブ」
として地位を固めており、学力至上主義の中であえて挑戦
しようとする留学生の熱意を強く感じることが出来た。
　この度、海外研修を行う場を与えてくれた大学関係者の
皆様には、深く感謝申し上げると共に、この経験を業務に
役立ててまいりたいと思います。　　　  （参事補　管財課）
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桜歯祭を終えて
実行委員長　小泉　舞

「進化×萌出=　」のテーマのもと

に始まった今年の桜歯祭が大成功の

うちに幕を閉じました。たくさんの

先生方、関係者の方々、そして一緒

に桜歯祭を盛り上げてくれた実行委

員のみんなには御礼申し上げます。

さて、今年の桜歯祭は様々な団体

の企画と同日開催したり、初めて屋外で企画を行い、歯学部

らしい企画を行いました。たくさんの苦労、多くの衝突、予

期せぬトラブルがありましたが、それを乗り越えるだけの団

結力を高め、たくさんの協力を得て、来場者の皆様を楽しま

せることができ、実行委員も充実した2日間を過ごすことが

できました。今までにない進化をし、歯学部らしさを萌出さ

せた桜歯祭になったと思います。

来年、この桜歯祭がさらなる盛り上がりを見せてくれるこ

とを楽しみにしています。　　　　　　　　　　　(第4学年)

今年、新たな企画を行って強く感じたことは多くの方々

の支えのもと成り立っている桜歯祭だったということで

す。また、私達にチャンスを与えて下さった先生方に感

謝の気持ちでいっぱいです。この場を借りて御礼申し上

げます。来年の桜歯祭も盛り上げていってほしいです。

本当にありがとうございました。

総務　石井久賀(第4学年)

「進化×萌出=　」がテーマだった今年の桜歯祭は、新

しい試みを多く行いました。正直、最初は不安でしたが、

先生方、学生課の職員の方々のご協力や、実行委員の一

致団結によって成功に繋がることができました。

来年は今年以上に充実したものになるよう、来年担当

になる学生さんには頑張って欲しいです。

会計　小池亜弥(第4学年)

NU祭を終えて
実行委員長　髭内美穂

本学部のNU祭は例年同様「い

ちにち歯医者さん」を開催しまし

た。例年以上に学内外問わず多く

の方に来場していただき大盛況と

なりました。歯科治療に使用する

器材や材料を用いた様々な企画を

通して、来場者の方々には普段触

れることのない歯科の世界を身近に感じていただく良い機

会になったと思います。また来場者アンケートには「歯科

のイメージが変わった」「学生の対応がよかった」等の意見

が多く、これも実行委員のおかげだと思っております。

今年もNU祭の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事務の方々、諸先輩方、実行委員の

みんなに深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

(第5学年)

＊平成27年度NU祭ビデオ発表会（大学の部）優秀企画賞受賞

学内外問わず多くの人が楽しめる桜歯祭にしようと、3

年生の夏頃に話し合いを始めました。新しいことに挑戦す

ることは決してラクではなかったですが、多くの方にご指

導いただき、委員の仲間と精一杯取り組むなかで学ぶこと

はたくさんありました。無事に終えられたことを関係者の

皆様にお礼申し上げます。　　　　広報　関本愉(第4学年)

今年度は、広報担当として桜歯祭に携わりました。テー

マ「進化×萌出=　」に合わせ、広報活動も進化させよう!

と、フライヤー作成など多くのことに挑戦しました。無事、

仕事を終えられたのも先生方、職員の皆様、実行委員の

ご協力あってのことだと思っています。本当にありがと

うございました。　　　　　　広報　川㟢研介(第4学年)

今年は副総務という役職を任され大変なこともありま

した。しかし、多くの頼れる同学年と優しくご指導下さっ

た先生・学生課の方や先輩方、積極的に働いてくれた後

輩達に支えられたからこそ無事に桜歯祭を終えることが

できました。来年度は今年度以上の桜歯祭を多くの仲間

と共に作っていきたいと思います。

副総務　木村拓紀（第3学年）
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翔衛祭では、1・2年生で
TBI（歯ブラシ指導）を行うこ
とと肉まん・シューマイの
販売を行いました。TBIは、
NU祭との合同企画として参
加させていただきました。今
年は例年よりも来場客が多
く、たくさんの人に歯磨き指
導をさせていただけて、とて
もよい経験になりました。肉

まん・シューマイ販売では、初めての野外販売であ
りましたが、来場客の美味しいという言葉がとても
うれしかったです。翔衛祭を通じ、多くの学びを得
たことに喜びを感じました。
 （衛生専門学校第２学年）

僕が日本大学フェニックスに入部を決めてから4
年が経とうとしています。初めは「前例がない」と
多くの人に心配されましたが、「狭き門より入れ」と
いう自分の信じる聖書の言葉に則り、入部を決めま
した。1年次から試合に出させていただき、学生日
本一決定戦にも出場しました。またU-19、U-23の
学生日本代表にも選ばれ世界大会を経験しました。
「俺はチームの勝利に貢献した。活躍した。」と感じ
嬉しかったです。なにかが満たされたような気がし
ました。しかしある時もっと大事な事があることに
気付きました。例えば僕が得点を決めれば皆が褒め
てくれ、僕の得点記録が増えます。しかし僕がボー
ルを蹴り得点するというワンプレーは、ボールを投
げる人、支える人、ボールに触れもしないで僕を敵
の突進から守ってくれる人、全ての存在から成り
立っているのです。一つでも欠けたら成り立ちませ
ん。学業面でも同じです。海外遠征等で欠席する僕
をサポートしてくれる歯学部の同級生がいるから、
歯学部内での繋がりが少ない僕にも、暖かく接して
くれる仲間や先輩がいるからこそ不自由なく過ごし
てこれました。挫折した時にはフットボール関係者、
歯学部関係者、しばらく連絡をとっていなかった旧
友からもメッセージが届き、自分がいかに多くの人
に支えられて生きているかに気付かされました。こ
ういった存在がいる事。彼らに気付く事。感謝でき
る事。これこそが、僕がこの4年間で得た最大のも
のだと思います。一生の宝物を得たと思います。し
かし長く感慨に耽るつもりもないので、次に待ち受
ける試練に向け情熱的に生きていきます。
 （第４学年）

有輪　七海

アメリカンフットボール部での
４年間を通して得たもの

今年の駿技祭は早くから活
動を始めていましたが、夜間
授業のため、なかなか準備が
進みませんでした。とても慌
ただしくなってしまいました
が、無事に駿技祭を終えるこ
とができました。
今年は簡単なデザインのア

クセサリーを1年生の授業後に鋳造・研磨すること
を許可していただき、1年生には積極的に駿技祭に
参加してもらうとともに、今後の技工に役立つ良い
経験になったと思います。
来年度は今年の反省点を生かし、より良い実りあ
る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）

駿技祭

　実行委員長　関根　廉

　実行委員長　吉野　紀苑

翔衛祭
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ムの勝利のために精一杯努力し、OBの先生方や
周りの皆様に支えられながら活動しています。こ
れからも応援をよろしくお願いします。（第4学年）

第47回全日本歯科学生総合体育大会が、奥羽大
学歯学部の主管のもと、8月12日の閉会式をもっ
て終了となりました。本学部は総合準優勝という
結果となり、惜しくも総合優勝には届きませんでし
た。しかし、歯学体を通じ改めて本学部の一体感を
感じ、結果以上に得るものの大きい大会であったと
思います。来る第48回の歯学体は、東京医科歯科
大学を事務主管として開催されます。また各会場で
皆さんの熱い戦いを見られるのを楽しみにしてい
ます。
最後になりましたが、各クラブの皆さん、諸先生
方、関係者の皆様、歯学体にご協力頂きましてあり
がとうございました。また、歯学部、歯学部後援会、
歯学部同窓会の温かいご支援にこの場をお借りして
心より感謝申し上げます。 (第5学年)

アイスホッケーはゲーム展開が早く、スピード
感に魅了される競技です。そんな私たちアイスホッ
ケー部は毎年11月に行われる関東医科歯科リーグ
で結果を残せるよう日々練習を行っています。練
習は深夜にスケートリンクを貸切って行っていま
す。そのため、時間や費用の面で厳しい環境では
ありますが、質の良い練習を行っています。日本で
はマイナーなスポーツですが部員一人一人がチー

今年度も例年通り、リーダーズキャンプが1号館
大講堂にて行われました。いつもより1カ月程早い、
10月31日に行われたこともあり準備が少し慌ただ
しくなりましたが、とても充実したリーダーズキャ
ンプになりました。
リーダーズキャンプは、クラブ協議会が中心にな
り、各クラブの代表者、正評議委員、各実行委員長で
会議、報告会、懇親会を行います。今年度のリーダー
ズキャンプでは、学生がより充実したクラブ活動を
行えるように、新入生の勧誘の方法や各クラブから
の要望、部室の使用方法などを中心に様々な議論が
行われました。また、今年度は「6年生のクラブ活動
について」という例年にはない議題があり、各クラ
ブ間で非常に活発な質疑応答がみられ、例年以上に
有意義なリーダーズキャンプであったと思います。
リーダーズキャンプは、各クラブの代表者が集まり
クラブ活動の将来を見据えて議論しあうことができ
る非常に良い行事だと思います。さらに、懇親会では
普段話すことのできない先生方や、他のクラブの先輩
や後輩などと親睦を深めることができます。先生方と
学生、また学生同士を繋ぐ場であるリーダーズキャン
プが、より良いものになるようにクラブ協議会会長
として、これから1年間努力していきたいと思います。
最後になりましたが、御世話になりました先生方、
学生課の皆様、本当にありがとうございました。こ
れからもご指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。
 （第４学年）

 アイスホッケー部

リーダーズキャンプ 第47回歯学体解団式

歯学体正評議委員　織茂由佳里

クラブ
だより

クラブ協議会会長　清水　大輔

主将　清野　友孝
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○大学に受かれば寝て暮らせると思っていましたが、
現実は厳しく、スケジュールに追われています。で
も、仲間との切磋琢磨は楽しいので、これはうれし
い誤算だったと今は思っています。今年の収穫は
「神々のたそがれ」を観たことです。グロテスクな
世界に違和感無く浸れてしまう不思議な映画でした。
 （１年　佐々木　辰彦）
○あっという間に新年を迎えてしまった。後期は実
験科目も増えハードに感じる。10月には茶道部と
東医研の部員として桜歯祭も経験した。課題も見つ
かったが、良い経験となった。面白く優しい友人達
と先生や先輩に恵まれ、楽しい学生生活を送ってい
るが、現状に甘えることなく、向上心を持ち、周囲
への感謝を忘れず、残り少ない1年生を有意義に過
ごしたい。 （１年　砂川　厚実）
○2年生になり、昨年とは大きく変わり、毎日テス
トやレポートに追われ、大変な時期が何度もありま
した。そんな時もお昼には美味しいものをたくさん
食べ、皆で協力しながら乗り切ってきました。周り
の仲間にはとても感謝しています。今後も目標に向
かい頑張っていきたいです。 （2年　青木　美和紀）
○秋も一段と深まり、ラグビーの季節となりました。
めまぐるしい毎日ですが、とても充実しています。
秋から柔道部の主将となりました。ただ自分が強け
ればよかった立場が、全体を強くしなければいけな
い立場へと変わり、てんてこ舞いな頃来です。様々
な人の理解と協力があり今の自分があるのを実感し
ています。だからこそ結果が欲しい。結果こそが最
高の報恩だと思っています。 （2年　加藤　博之）
○私の好きなサッカー選手は香川真司だ。彼は、ド
イツのドルトムントというチームで大活躍しており、
誰もが彼の天才的な動きに魅了されている。彼の座
右の銘は、『夢念ずれば花開く』だそうだ。私は大学
に入学して、3年が経過しようとしている。これか
らの学校生活、自分の“夢”に向かって更に努力し
ていきたいと思う。 （３年　林　大雅）
○本学に編入学し、早１年半が経過した。学生の本
分である勉学だけでなく、様々な学内行事等のお手
伝いをさせて頂き、充実した日々を過ごしている。
中でも昨年末に参加した「日本大学 学生FD 
CHAmmiT」が契機となり、大学教育への関心が高

オピニオン

まった。本学部の学生FD代表として、学びを共に
する他の学生の勉学意欲をいかに向上させられるか
を同じ学生目線で考え、実現する事が今後の課題で
ある。「学生が変われば、大学も変わる。」をモットー
とし、歯学部に新たな風を吹き込みたい。
 （３年　遠山　由理香）
○「成功する人とそうでない人の違いは習慣にある」
講義中に先生がさらっと言ったがCBTやOSCEを
控えた自分以外にもヒヤリとさせられた人はいたと
思う。今、自分の怠惰な習慣を見つめ直し、CBTを
はずみとして登院実習や国試に向けて気を引き締め
直す最後の時期が来たのだなと、心地良い空調と薄
暗い照明が灯く教室で意識を落としつつ思いました。
 （4年　小野　大貴）
○大学に入って初めて合気道という武道を知ってか
ら3年半経ちました。合気道は知れば知るほど不思
議な武道ですが、そこが面白いと私は思います。ま
たクラブを通して先生方や先輩方、部員のみんな、
多くの方と出会うことができました。合気道にも
らった縁を大切にしながらこれからの大学生活を楽
しみたいです。 （4年　藪原　佑季子）
○院内実習で患者さんの総義歯を作製させて頂きま
した。義歯の作製には多くの時間がかかりとても苦
労しましたが、先生方の熱心なご指導のお蔭で自信
を持って患者さんに手渡せるような義歯を作ること
ができました。義歯を装着したときの患者さんの笑
顔を見て大きなやりがいを感じ、今後も研鑽を積ん
でいきたいと感じました。 （5年　川野　瑠璃子）
○院内実習が始まり、患者さんの義歯や補綴物を作
る機会を頂きました。毎晩遅くまで熱心にご指導し
てくださる先生方には大変感謝しています。患者さ
んに喜ばれるものを作りたい、そして誰よりも上手
くなってやろうという思いと共に、これからも自己
研鑽に励んでいきたいです。 （５年　澤田　昌孝）
○6年間通い慣れた駿河台ともうすぐお別れと思う
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。その6年間の集大成として今、国家試験
を迎えようとしています。中々思うように成績が上
がらず苦しい時もありますが、春には自分達の新し
い世界が待っているということを励みに、最後まで
駆け抜けたいと思います。 （6年　駒　綾香）
○この6年間を振り返ると、友達と朝まで遊んだこ
とや勉強したこと、クラブで部門主管の実行委員長
をして、何かをまとめることの難しさを学んだこと
など、非常に充実した大学生活を送ることが出来ま
した。国試まであと数日。自分の夢である、父親を
越える歯科医師を目指して、まずはそのスタートラ
インに立つためにも、必ず国家試験に合格します。
 （6年　高見澤　圭）
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教育診療医研修会報告会が「アドバンスOSCEに
ついて考える」と題して、昨年12月1日（火）行わ
れました。この報告会では、紙本篤准教授による
講演に引き続き、升谷滋行准教授による臨床研修
終了後のOSCE（Objective Structured Clinical 
Examination；客観的臨床能力の評価）、すなわち
Post-CC OSCEに関する取りくみの重要性につい
ての講演がされました。これに続いて、黒川弘康助
教からはこれまで本学部で行われてきたアドバンス
トOSCEを鑑みての、今後の方向性についての提言
がされました。Post-CC OSCE、待ったなしです。
 （教授　歯科保存学第Ⅰ講座）

昨年11月29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分から日本大学医学部
同窓会顧問の岡野匡雄氏による「若く見える人は本
当に若いのか？生活習慣が外見を綺麗にする！」と
題し特別講演を行った。本年度の佐藤賞は学内から
「抗菌成分含有口腔ケア剤を用いた口腔および全身
疾患の発症予防に関する研究」で田村宗明先生（細
菌学講座、学34）に、学外から「力の影響に関する
臨床観察」で静岡県開業の森本達也先生（学32）に
授与された。

昨年11月9日に日本大学歯学部1号館第10講堂
において日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校第57
期生（2年生）の登院式が行われました。例年は戴帽
式を行っていますが本年度はインフルエンザによる
学級閉鎖のためにこの形式となりました。鶴町校長
を前に生徒達が歯科衛生士憲章を復唱し、登院式は
終了しました。第57期生38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、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。

夜間部である本校には、高校新卒者だけではなく
社会人経験者も多数在籍しています。その多種多様
な年齢や経験がもたらす活気の中、学生達は日々勉
学に勤しんでいます。先日開催された駿技祭では、1、
2年生を中心に、日頃習得した歯科技工学の知識や
技術をフル活用して歯に関連したアクセサリーなど
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。本年度から、歯科技工士国家試験
は全国統一で実施されます。最初の実施年に受験す
る3年生は多少の不安を覚えながらも、全員合格を
目標に益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
佐藤会

平成27年度
教育診療医研修会報告会

臨床実習運営協議会委員長　宮崎　真至
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全国17の歯科大学附属病院事務担当者が集い、第
37回附属病院管理運営事務研修会が昨年10月15
日（木）に東京ガーデンパレスにおいて開催された。
当日は、今年度幹事校の本学部付属歯科病院の司
会進行のもと、各病院が抱える管理運営面の諸問題
打開策等に関し活発な意見交換及び情報交換等が行
われ、引き続き情報共有等により連携を深めていく
ことも確認され、有意義な研修会となった。

昨年10月に都内で開催された第14回全日本視覚
障害者ボウリング選手権大会に、第１学年の堀田瀬奈
さん、若林杏美さんが補助員として参加した。会場
内での視覚障害ボウラーの誘導が主な内容である。
本大会には文理学部や商学部の学生も参加してお
り、堀田さんと若林さんは、選手や他学部生との交
流を通して、自分達にまだ足りない点に気付くとと
もに、自身の良い点にも気付くことができた。大会
後には、今まで躊躇していた街中での視覚障害者の
サポートが、自然にできるようになったという。

☆ 世界でも評判の論文
世界のインパクトファクターの決定やノーベル賞の授賞者
予測で知られるトムソン・ロイター社が選出した、エンドの
ための重要20キーワードベスト240論文で、コンビーム
ＣＴ（ＣＢＣＴ）関連で、鶴町保教授（歯科保存学第Ⅱ講座）
と本田和也教授（歯科放射線学講座）の執筆した「外科的歯
内療法用の新しいＣＢＣＴ装置」が引用数11位に選ばれた。

☆第48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10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
26日(土)よりラグビーフットボール部門が開催され、その
後アメリカンフットボール部門、スキー部門と順次開催さ
れる。

☆図書館開館時間の延長
昨年の11月２日（月）から本年１月29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。

NewsPlusα

歯科病院より

視覚障害者ボウリング大会
～本学部生がボランティアとして参加～
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