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全国の歯学部から代表者1名が選出され，日ごろの研究成果を
競うのが，日本歯科医師会主催による研究発表会「SCRP日本
代表選抜大会」です。
令和3年度の同大会において「口腔内細菌代謝産物がドライソ
ケットにおける歯槽骨石灰化亢進に関与する可能性」という研
究テーマで，5年生の髙田紋花さんが見事に3位入賞を果たしま
した。ご本人も「学生生活における一番の思い出です」と喜びを
語ってくれました。

SCRP（スチューデント・クリニシャン・リサーチ・プログラム）
日本代表選抜大会にて
髙田紋花さん（5年次）が3位入賞の快挙達成

　日本大学は，以下の情報管理宣言を定めて情報管理の徹底に努めてい
ます。関係の皆様におかれましては，本大学の取組について御理解賜りま
すとともに本大学の情報管理の徹底に御協力くださいますようお願い申し
上げます。

 ■日本大学情報管理宣言
　日本大学は，教育理念を実現し，社会的責任を全うし，本学の誇りを守る
ため，次の三つを宣言します。
1. 日本大学は，業務・教学情報の外部持ち出しを許しません
1. 日本大学は, 情報を大学の重要な財産と考え, 厳格に管理します
1. 日本大学は, 構成員に対し情報管理教育を徹底します

　日本大学の構成員は，自らが関わる情報が，大学の誇りと構成員・校友の尊
厳に関わるものであることを常に自覚し，良識を持って情報に接することを
誓います。



　コロナ禍でわかった事は，歯科医療の大切さです。インフルエンザに関する研究から，
口腔ケアをしっかりと行っている人はウイルス感染を起こしにくくなることがわかっています。
口腔細菌がウイルスの感染を助ける酵素を出すため，適切な口腔ケアにより口腔内の細
菌を少なくしておくことでウイルス感染のリスクそのものを下げることができます。また，よく
噛めない状態を放置していると，どうしても偏った食事になってしまい，結果的に免疫力が
下がります。これによってもウイルス感染及びその重症化のリスクが高まります。つまり，歯
科医療は健康で長生きすること「健康長寿」の根本なのかもしれません。本学部は，医学
的基礎に基づく最新の歯科医学の知識と技能とを身に備えた人間性豊かな人格を有する
歯科医師を育成するために「学生と向き合う」教育カリキュラムを編成しています。
　本学部で歯科医学を学び，歯科医療を通して国民の健康長寿に貢献したいという強い
意欲のある皆さんの入学を心から歓迎いたします。私たち教職員は，皆さんが目標を達成
するまで支援を惜しみません。

日本大学は，本学の「目的及び使命」を理解し，本学の教育理念である「自主創造」を構成する「自ら
学ぶ」，「自ら考える」及び「自ら道をひらく」能力を身につけ，「日本大学マインド」を有する者を育成する。

「医歯一元論」を踏まえた
医学的歯学の
専門知識をもった
人間性豊かな歯科医師を
育成します
日本大学歯学部長 本田 和也 教授（歯科放射線学）

日本大学歯学部
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口腔の健康は
全身の健康の入り口。

生活習慣の乱れをきっかけに虫歯や歯周病になってしまうと，
さまざまな病気がドミノ倒しのように連鎖するといわれています。

私たちが学ぶ歯科医学は，この連鎖の上流に位置しています。
全身の健康を保つためには，私たちができるだけ
早期に「負の連鎖」を止めることが大切なのです。

歯科医学は予防医学の入り口であり，
医学的知見も歯科医師には必要です。

日本大学歯学部では，開学から今まで，医歯一元論に基づき，
全身と関連づけた歯学教育を行ってきました。

伝統に裏づけられた「医学的歯学」を
学んでみませんか。

×
歯学

医学

■ 日本の特質を理解し伝える力
 日本文化に基づく日本人の気質，感性及び価値観を身につけ，その特質を自ら発信することができる。

■ 多様な価値を受容し，自己の立場･役割を認識する力
 異文化及び異分野の多様な価値を受容し，地域社会，日本及び世界の中での自己の立ち位置や
役割を認識し，説明することができる。

■ 社会に貢献する姿勢
 社会に貢献する姿勢を持ち続けることができる。

豊かな知識･教養に基づく高い倫理観
　豊かな知識･教養を基に倫理観を高めることができる。

世界の現状を理解し，説明する力
　世界情勢を理解し，国際社会が直面している問題を説明することができる。

■「自主創造」の3つの構成要素及びその能力

■日本大学マインド

■自ら学ぶ

論理的･批判的思考力
　得られる情報を基に論理的な思考，批判的な思考をすることができる。

問題発見･解決力
　事象を注意深く観察して問題を発見し，解決策を提案することができる。

■自ら考える

挑戦力
　あきらめない気持ちで新しいことに果敢に挑戦することができる。

コミュニケーション力
　他者の意見を聴いて理解し，自分の考えを伝えることができる。

リーダーシップ･協働力
　集団のなかで連携しながら，協働者の力を引き出し，その活躍を支援する
　ことができる。

省察力
　謙虚に自己を見つめ，振り返りを通じて自己を高めることができる。

■自ら道をひらく

日本大学教育憲章
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小児歯科診療室

実習室（スキルスラボ） 歯科病院診療室

本館

4号館3号館
図書館

創設百周年記念講堂

南側テラス

第4実習室　　　　

教務課、学生課、学生支援室 庶務課、管財課、会計課、研究事務課

ラーニングコモンズ

実習室

グループスタディルーム

図書館閲覧室

ラウンジ

新校舎（学部エリア）は、地上7階、地下2階で付属歯科病院が併設された教育・臨床・研究を融合した

校舎です。

1階と地下には図書館・閲覧室・ラーニングコモンズなど、学生の皆さんが主体的に学べる環境が広

がり、2～4階に講義室と実習室が設置されています。また、臨床系・基礎系の研究室、研究機器を集約

した共用ラボも同じ建物内にあります。

グラウンド・体育館・テニスコート・ゴルフ練習場などの施設が，

千葉県松戸市にあり，松戸歯学部と共同で利用されています。1年

次の健康科学の授業やクラブ活動にも利用されています。

施設紹介 Facilities

歯科体育施設
日本大学には，全国に研修所やセミナーハウスなどの厚生施設

があり，課外授業や研究会・クラブ活動のほか，友人たちとの親睦

の場としても利用されています。

セミナーハウス

歯学部新校舎誕生!!
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佐藤運雄先生の唱えた「歯学を口腔に止めず，
常に全身と関連づけて学ぶ」という医学的歯学を
校是とした教育を基盤としている。

食べることは，生きる喜びに直結する人生の根源です。
歯科医師は，健康の入り口を守り，よりよい人生を支
える大切な職業です。多くの人の健康と人生の質を守
る大切な歯学を共に発展させていきましょう。

日本大学歯学部は，医学部や薬学部を併設する総
合大学に属し，分野の垣根を越えて若いドクターを
育てています。多くの優れた教員や先輩に接し，広
く知識や技術，教養を身につけた歯科医療人を目指
しましょう。

「生活の質の向上」と訳されるが，医療におい
ては，患者さんの身体的・精神的な苦痛の軽減と
いう意味も含まれる。

「診療所」と「基幹病院」の間の医療連携を「病診
連携」，「診療所」と「診療所」の間の医療連携を「診
診連携」という。

例えば，歯の痛みによって痛み止めを服用する場合でも，痛み止め
は歯痛だけに作用しているわけではなく，全身に作用しています。
薬剤の身体への作用の理解も歯科医師として不可欠です。

口腔の健康は，全身の健康の入り口

藤田　近年，歯周病と糖尿病や心疾患などの全身疾患や，口腔機能
と認知機能の相互関係が報告され，全身疾患の改善に果たす歯科医
師の重要性が注目されていますね。
米原　口腔内を全身の一部分として捉えることが重要で，学生への
指導でも口の病気と全身の健康を関係づけて考えるよう，強調して
います。歯科と医科は分けられていますが，それは人間が勝手に決
めただけで，本来は生物として全体を捉えるべきです。現代におい
て，歯科を含めた医学が目指しているのは，「QOL（Quality of Life=

生活の質）の向上」です。口は食べることによる栄養摂取や会話，表
情など，日常生活において非常に重要な部分で，口の健康はQOL向
上のカギになります。全身を含めて総合的に診ながら，歯の治療を
どのように組み立てていくかを考えられることが，歯科医師には必
須の資質になっています。藤田先生が指導する1年次の「生物学」は，
まさに「医学的歯学」を学ぶ上で，土台となる授業ですね。
藤田　生物学やその実習では，身体を構成する細胞の仕組み，細胞
組織の性質，器官としての機能などを学び，身体の仕組みを根本か
ら考えられる資質を身につけます。学年が上がるにつれ，病原菌や

藤田  智史  
（生物学）

日本大学歯学部歯学科

Dentistry Medicine

Keywords
Message

Message

生物学を教えています。歯科学はヒトを対象
とした学問ですが，生物の一部であるヒトは動
物との共通した性質を多く備えており，生物学
的な知識は歯科医療で求められる知識や身体に
対する理解のベースとなります。

米原  啓之  
（口腔外科，隣接医学）

日本大学歯学部歯学科

口腔外科と隣接医学を教えています。口腔外
科は歯科において抜歯や腫瘍の切除など外科治
療を行う分野です。隣接医学は歯科治療におい
て必要となる，内科や外科など全身に関わる医
学的な知識を修得する授業です。

薬剤などの専門知識を修得
しますが，身体への作用を
理解するためにも，生物学
の土台は必要です。
米原　1年次後期から学ぶ
「解剖学」や「生理学」，「生化
学」などは，歯学と医学の境
界線がない基礎医学です。
生物学や基礎医学をきちん
と勉強しておくことは，歯科の専門科目や「隣接医学」の理解がス
ムーズになると思います。
藤田　「隣接医学」は5年次で学ぶ，米原先生をはじめとする医師で
ある教員が指導する科目ですね。
米原　内科や外科をはじめ歯科と密接な関連のある診療科の科目を
学びます。糖尿病と歯周病，口腔機能と認知機能との相互関係など
にも触れるわけで，歯科医師に必要な「医学的歯学」を学ぶために，6

年間という限られた期間の中で段階的につながるカリキュラムであ
ることが，本学部の特徴です。

多角的に「医学的歯学」を学べる環境がある

藤田　米原先生は，本来は形成外科が専門なのですね。 
米原　そうなんです。口唇口蓋裂と顎変形症の発生機序の解明や治
療法の研究，人工骨や再生骨軟骨の頭頚部再建の使用を目指した臨
床応用の研究を行っています。形成外科は顔面の疾患を扱う診療科
で，歯科の補綴や保存とは異なりますが，口腔外科で行う手術と重
なる部分があり，縁あって本学部の口腔外科に着任しました。藤田
先生も，元は口腔外科からスタートされましたね。
藤田　はい。抜歯の際に神経が傷つき，ちょっと触っただけで激痛

に感じる「神経障害性疼痛」は，治療法がほとんどありません。神経
障害が与える脳への影響，さらには薬剤の効果について薬理学を追
究し，口腔内にとどまらない広い視野で研究活動を行っています。
本学部には，こういった教員が大変多いですね。
米原　本学部では高度な知識で専門性を高める環境があり，同時に
病を総合的に診る力を養う環境がある。歯科医師として，例えば糖
尿病や高血圧などの持病のある患者さんに，抜歯は可能かを判断す
る機会は，高齢化社会の進展に伴い，ますます増えるでしょう。
藤田　地域で活躍する場合，疾患の重症度によっては，大学病院を

紹介する「病診連携」もあります。地域で病気を早期発見
し，早期治療につなげられる力をつけてほしいと思いま
す。
米原　「これは自分の専門外だ」と判断して，近所の得意
な歯科医を紹介する「診診連携」も考えられます。あるい
は日本大学には医学部も日大病院もあり，医科の先生方
と連携して治療する体制もある。多角的に「医学的歯学」
を学べる環境が本学部にはあります。広い視野で積極的
に学びたいという学生の諸君の入学を待っています。

医学的歯学 QOL（Quality of Life）の向上 病診・診診連携

歯学

医学

医学的   歯学の実践
教員による歯学　×　医学のクロストーク

TA  LKTA  LK

教授
歯科医師

教授，学部次長
医師
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歯や口腔の形態･組織，
人体構造機能について

理解する

医療行為を行う前の
基礎知識を養う

日本大学歯学部の教育研究上の目的

専門的知識や的確な医療技術と
豊かな人間性を有する歯科医師を目指して

取得可能な資格 歯科医師国家試験受験資格

年次
2 年次

3 年次
5 年次

6

6年間のステップ 6 STEPs to be a Dentist

付属歯科病院での
臨床実習開始

　歯科医師国家試験に合格し，歯科医師の免
許を取得した後，厚生労働大臣指定臨床研修
施設において1年以上の臨床研修を行うことが
義務化されています。
　臨床研修施設である本学部付属歯科病院
では，卒前教育で修得した歯科診療に関する
知識，技能及び態度を臨床の場に結びつけ，
患者さん中心の全人的医療を実施することで，
歯科医師としての基本的診療能力を習得する
とともに，将来の生涯教育研修の基礎を獲得
することを目的としています。　
　本学部付属歯科病院には，臨床研修を専
門に担当する総合診療科が設置されています。
　また，一部のプログラムでは，指導歯科医の
もとで離島（研修協力施設）における研修も可
能です。

東京都の離島へ指導歯科医と研修歯科医か
らなる医療チームを派遣して，各島の地域医療
ニーズに応じた研修を実施しています。

6年間の体系的な
知識の深化を図る

診療参加型臨床実習
歯科医師国家試験

卒業後 1年間

過去5年間の私立歯科大学・歯学部１７校の合格率

順位 合格率

日本大学歯学部

58.0

61.2

61.7

59.0

60.0

58.7

50.0

65.7

57.6

67.2

8位

14位

9位

12位

5位

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

研修歯科医

1

東京都特別区内保健所研修では口腔保健
に関するヘルス･プロモーションやプライマリ･ヘ
ルス･ケアなどの保健･医療活動が行われてい
ます。

ヘルス･プロモーション
人々が自らの健康とその決定要因をコントロール

し，改善することができるようにするプロセス。

プライマリ･ヘルス･ケア
地域住民参加型の保健･医療の推進，受け入れ可
能で継続性のある保健･医療サービスを立案し実施。

2

研修協力施設における研修内容の例

歯学部の前身である東洋歯科医学校の創設者である佐藤運雄先生の唱えた「歯学を口腔に止めず，常に全身と関連づけて学ぶ」
という医学的歯学を校是とした教育を基盤としている。さらに，人間教育としては，師による人格の教化と切磋琢磨を基本として
いる。また，医療人として，生涯にわたり自己の資質の向上に努め，社会に有為なスキルの高い歯科医師を養成する。

　専門的知識や的確な医療技術と豊かな人間性を有する歯科医師を養成する。すなわち，幅広い教養と総合的な判断力の上に立っ
て，常に最新の科学的情報を基にして問題を探究する能力の高揚と，診療に際して患者本位の歯科医療に携わることのできるス
キルを備えた歯科医師を養成する。

■ 歯科医師臨床研修制度について

■  歯学科

私立17校の
合格率

年次
1

全学年を対象として，対面授業とオンライン授業を組み合わせたハイブリッド型の
授業を実施しています。治療における手技など実習でしか深めることができない対
面での学びと，安全かつオンデマンドで復習も可能なオンラインでの学び，両方のメ
リットを複合した学びの場を整備しています。

演習や講義を通して
知識を深める

「自主創造の基礎」の中で実施している
『日本大学ワールド･カフェ』では，12,000
人以上の学生が，文系，理系，医歯薬系
の垣根を越え，他学部の学生と交流しな
がら学修することができます。

自主創造の基礎

歯科医師免許のない歯学部学生が患者さんに臨床実習で診療するには，学生の診
療能力を事前に評価することが必要です。共用試験は，全国の医療系大学の学生を対
象とした臨床実習開始前の基本的知識や臨床能力を評価するシステムです。同試験は
Computer Based Testing （CBT）とObjective Structured Clinical Examination
（OSCE）から構成されています。

共用試験（CBT･OSCE）とは新入生オリエンテーション
入学からほどなくして行う「新入生オリ

エンテーション」。校内と校外で行われ，
校内ではカリキュラムの説明やクラス担
任の紹介，施設見学などが行われます。
校外オリエンテーションは，軽井沢で１泊
２日の合宿形式で行われ，さまざまなレ
クリエーションを通して学年全体の親睦
を深めることができます。

各学年に配置された担任の教員を中心に，学生一人ひとりにきめ細やかな学
修支援やメンタル面でのサポートも行っています。本学部は学生をさまざまな立
場から支え続けます。

6年間 学生を全面的に支援！

共
用
試
験

（
C
B
T･

O
S
C
E
）の
関
門

臨床の体系的な
知識･診断，
技能修得

P.14学修支援について

P.14国家試験対策

歯学部付属歯科病院内にて行われる臨床実習は，4年次までに学んだ知識･技能･
態度を実践する場です。本学部では，教育診療医の管理・監督の下，学生自らが一部
の医療行為を行う診療参加型臨床実習を根幹としています。学生はスチューデントデ
ンティストとして歯科診療に携わる実習を通じ，歯科臨床に必要な問題解決能力と，医
療コミュニケーション能力を養うことで歯科医師としてのプロフェッショナルを目指します。
また，臨床実習終了後には，臨床実習を通じて身につけた臨床能力を評価する試
験として Post Clinical Clerkship Performance Examination（Post-CC PX）が実
施されます。

診療参加型臨床実習への協力に承諾いただい
た患者さんを初診から終診まで担当するThe 
Problem-oriented System実習では，医療面接
を行って治療方針の計画（クリニカルパス）を立案
し，教育診療医の指導のもとで実際の歯科診療を
行うことで診療経験を積みます。

5年次で開始される診療参加型臨床実習に先立って，診療に参加する
学生に必要な基本的診療能力･態度について全国的に一定の水準を確
保するため，全国共通の標準試験として客観的臨床能力試験（Objective 
Structured Clinical Examination （OSCE））が4年次後期に実施され
ます。 見学・介助を主体として各教育診療科（口腔外科・

歯科放射線科・口腔診断科・歯科麻酔科・小児歯
科・歯科矯正科・歯科保存科・歯科補綴科）に一定
期間滞在し，各科に特化した疾病の診査・診断およ
び治療方針・技術を学びます。

診療参加型臨床実習

POS実習

OSCE

CBTは，臨床実習開始前まで
に修得しておくべき必要不可欠
な知識を総合的に理解している
かどうかをコンピュータで客観
的に評価する試験です。

CBT

ローテーション実習

年次
4

Point
Point

Point

隣接医学の講義がス
タート。

共用試験合格後は，
学生はスチューデント

デンティストとして臨床
実習で歯科医師の

指導のもと診療行為
を行うことができます

。

臨床能力試験（Post-CC PX）

※令和2～4年度は新型コロナウイルス感染症の影響に伴
い対面とオンラインのハイブリットで実施されました。
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1年次 2年次 3年次

カリキュラム Curriculum

ア
ド
バ
ン
ス
ト
診
療
参
加
型
臨
床
実
習

歯
科
医
師
国
家
試
験

総括講義3

総括講義２

C
BT/O

SC
E

総括講義1

PICK UP PICK UP PICK UP 4年次PICK UP

5年次PICK UP 6年次PICK UP

診療参加型臨床実習においてステューデントデンティストとして患者に対する診療を担
当することで，医療人の基礎となるコミュニケーション力，倫理観，プロフェッショナリズム
を踏まえた歯科臨床能力を修得します。さらに，多様化する歯科医療，先端的治療法，
キャリア形成に関する講義で，歯科医師として生涯，学修を続ける重要性を学びます。総
括講義3では国家試験に特化した形で基礎と臨床の知識の統合を推し進めます。

主に臨床歯学の科目が配置されており，講義と臨床基礎実習で基
礎歯学を含めて知識と技能を身につけます。また，より専門性を高めた
形で実習を実施することで，臨床における問題解決能力の基礎を育成
します。4年後期の総括講義1では，フェーズ1とフェーズ2で修得した
基礎歯学と臨床歯学の知識の統合し，共用試験に備えます。

教養科目及び基礎歯学の科目が配置されています。第1学年前期では，歯
学部での学修に必要な基礎を講義と実習で再確認しながら主体的な学修の
定着を図ります。また，各専門分野の教授陣による歯科医学に関する講義を
通じて，目指す歯科医師像を具現化します。第1学年後期から始まる基礎歯
学の科目の講義と実習で，臨床歯学を学ぶための基盤を形成します。

歯科医師として求められる基本的な資質

講義・実習・演習で知識を深め，
目指す歯科医師像を具現化

令和5年度より新カリキュラム始動。
統合的に歯科医学を学ぶ。
卒業時の到達目標の達成に必要とする科目を3つのフェーズに分けて配置し，
学生が主体的に学修できるカリキュラムを編成しています。

生理学1

歯周病菌や新型コロナウイルスなどの特徴や
病原性と感染症の発症メカニズム，およびこれら
の病原体から自らを守るための免疫システムなど
を学びます。

生理学は，生命現象の理（ことわり）を解き明
かす学問です。実習では，自らの生命現象を体
験できる相互実習を多く取り入れており，身体の
仕組みをより深く理解します。

感染症免疫学1・2

歯の一部や歯そのものが欠損したところを，冠 
（クラウン）や固定式の義歯（ブリッジ）を用いて，
形態的，機能的，審美的に回復する分野です。
歯科臨床で必要な知識，技術を学修します。

冠橋義歯補綴学1・2

成人とは異なる小児の身体的・心理的・生理
学的な特徴を理解し，小児期の歯科疾患の診
断・治療・予防法，発達段階に合わせた対応法
などを学びます。

小児歯科学1・2

文部科学省の求める診療参加型の臨床実習
であり，歯学部付属歯科病院で行われます。医
療スタッフの一員として，実践を積みながら学び
ます。実際の医療行為を通して診療上の問題解
決能力･コミュニケーション能力を養うとともに，
患者さん本位の医療の在り方を学びます。

診療参加型臨床実習
歯科医師国家試験と卒業後の臨床研修に向

けて，基礎系科目と臨床系科目を統合した講義
を実施します。この講義を通じて，診療参加型の
臨床実習で身につけた診査・診断能力や臨床推
論能力，実践的な技能を振り返り，歯科医師とし
て必要な基本的知識と柔軟な問題解決能力を
高めます。

総括講義3

フェーズ1 （第1・2学年）

医療に臨む前の基礎を固め，
臨床の知識・診断・技能を体系的に修得

フェーズ2 （第3・4学年）

付属歯科病院での臨床実習を経て歯科医師に
必要な知識・態度・技能を体系的に深める

フェーズ3 （第5・6学年）

法医学

小児歯科・矯正歯科治療

歯質と歯の欠損治療

診察の基本

社会と歯学歯科医学を学ぶための基礎

口腔と顎顔面疾患の治療

全身管理

歯と歯周組織の治療

隣接医学１・２・３

歯科治療の多様化

有病者歯科学高齢者歯科学

摂食機能療法学

5年4年3年2年1年 6年
前期 後期 前後期 前後期

社会歯科学２

診査診断学口腔内科学２

プロフェッショナリズム歯科臨床体験実習歯科医学入門２研究の実践（選択）

生涯学習とキャリアデザイン

最先端歯科医療学

日本を考える（選択）

スポーツ健康科学２

英語３

歯科臨床見学実習医療コミュニケーション学プロフェッショナリズムと行動科学

英語２

歯科臨床早期見学実習

自主創造の基礎

スポーツ健康科学１

英語１

歯科医学入門１

社会歯科学１衛生学２

口腔内科学１

歯科放射線学２

衛生学１

歯科放射線学１

物理学２

データサイエンス

物理学１

医療統計学

化学

生物学

口腔外科学２口腔外科学１

解剖学（筋，内臓，神経，脈管・感覚器） 人体解剖学実習

病理学１口腔組織学 病理学２

解剖学（骨）

組織・発生学

歯の解剖学

診療参加型
臨床実習 PICK UP

小児歯科学２

歯科矯正学2

小児歯科学１

歯科矯正学1

PICK UP

歯周病学２

歯内療法学２

保存修復学２感染症免疫学２感染症免疫学１

歯周病学１

歯内療法学１

保存修復学１PICK UP

歯科麻酔学２歯科麻酔学１薬理学２薬理学１

生化学３

生理学２

生化学２

生理学１

生化学１

PICK UP

PICK UP

部分床義歯補綴学２

全部床義歯補綴学２

口腔インプラント学

部分床義歯補綴学１

冠橋義歯補綴学２歯科理工学２

顎口腔機能学

歯科理工学１

全部床義歯補綴学１

冠橋義歯補綴学１
PICK UP

Post-CC PX

スペシャルニーズデンティストリー

前期 後期 前期 後期 前期 後期

09 10



01 03

04

高校の部活動中の事故で歯を損傷した時に，スポーツにおける歯科治
療や予防の重要性に気づき，歯科医師を目指そうと思いました。本学を選
んだのは，歯科医師に必要な知識や技術だけでなく，総合大学というス
ケールメリットを生かして，多くの人と交流しながら豊かな教養も身に
つけられるからです。将来は，スポーツデンティストになりたいと今は考
えているので「健康と運動の基礎理論」では，実際にスポーツデンティス
トの先生の講義を受けることができ，モチベーション向上につながりま
した。幅広く何にでも挑戦するという姿勢で，これからも勉強にまい進し
ていきます。

スポーツデンティストとして
活躍するために知識と技術，
人としての教養を備えたい

歯科医師を志したのは父の影響です。患者さんのために最善を尽くす
姿を間近で見て，自分も同じ仕事で人の役に立ちたいと思い，父の出身校
の本学へ進学しました。２年次からはいよいよ専門分野の講義が始まりま
す。特に印象に残ったのが「解剖組織学」です。口腔内と全身との関わりを
学ぶ必要性を強く感じると同時に，人の命を預かる責任の重さも再認識し
ました。少しずつですが専門性が深まり視野が広がったおかげで，高齢歯
科学にも興味が出始めました。これからも自分にしかできないことを突き
詰めながら，どんな問題も解決できる知識と技術を身につけたいです。

口腔内のあらゆる問題を解決できる
オールラウンダーへ成長したい

2年次　二ッ谷 和那美さん
岐阜県高山西高等学校 出身

FUTATSUYA Nanami

高校生の頃に読んだ細菌学の論文で，歯周病と糖尿病の関連性を知り，
歯科学に興味を持ちました。その論文の執筆者が本学の今井教授だった
ことが進学の決め手になりました。３年次の講義で興味深かったのは「保
存修復学Ⅰ・Ⅱ」です。座学で学んだことを実習で実践できるので，理解度
が深まります。また，講師陣は臨床現場の方々なので，なぜその診療科を
選んだのか，なぜ開業したのかなど，将来を考えるうえで貴重なお話も聞
けました。今は高齢者の訪問診療に関心があります。高齢者に寄り添っ
た歯科医療で，全身の健康へ寄与して社会貢献したいと考えています。

専門性をさらに高めて
高齢者の訪問診療で
社会貢献をしたい

歯科医師を目指す以前に，看護系の大学で学び，医療現場も経験しまし
た。その際，高齢化が進む現在，健康であるためには口腔内の環境を維持
改善していくことが重要だと感じ，歯科の分野で社会貢献したいと思う
ようになり，本学へ入学しました。4年次からは臨床に関わる授業が多く
なります。実習では緊張感もありますが，クラスメイトと知識や技術を教
え合い，互いに協力しながら切磋琢磨しています。将来は，患者さんが必
要としている治療を的確に判断して実行できる技術を備えた，日々スキ
ルアップの努力を怠らない歯科医師になることが目標です。

看護の経験から学んだ
歯科医学の重要性
高齢化社会に貢献する
人材への成長を志す

4年次　丸山 佳人さん
島根県立浜田高等学校 出身

1年次　川崎 泰誠さん
北海道函館ラ・サール高等学校 出身

KAWASAKI Taisei
3年次　筒井 蒼耶さん
茨城県土浦日本大学高等学校 出身

TSUTSUI Aya

MARUYAMA Yoshihito

02

学生の声 （学年は令和4年3月現在） Voice
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05 歯科医師国家試験への対策･支援

歯科医師国家試験に向けて学修面･メンタル面
ともにサポートします

Support for National Exam

口腔衛生の向上は，健康維持のための重要な課題と感じ，歯科に携わり
人々の健康を守りたいと思い歯科医師を志しています。5年次から始まる
「臨床実習」では，患者さんの話をよく聴き，適切な言葉で丁寧に説明し，
手技に配慮してスムースに治療を進める必要性を現場で改めて認識する
と同時に，最も大切なことは思いやりだと気づかされました。実習を通し
て学ぶべきことはまだたくさんあると痛感し，歯科医師になる覚悟をよ
り強くしたところです。将来は，臨床と研究の両面で研鑽を積み，真摯な
姿勢を常に持ち続け，最善の医療を届けられる歯科医師になりたいです。

ティーチング･アシスタント
（TA）によるサポート
　学生全体を対象とした授業形態とは別に，学生一人ひとりの学修進度に応じた学修支
援を行うなど，大学院生のTA が適切にサポートします。

　近年の歯科医師国家試験では具体的な臨床手技に関する問
題が多く出題されており，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，これらの知識をどのように活
かすか，その応用力が問われています。6年次では，より専門
性の高い問題解決能力を身につけることを目的に，基礎系科
目と臨床系科目のつながりを意識した講義が組まれており，
系統立てて学修できるよう，以下の例のような取り組みをし
ています。

●基礎科目等から学修してきた知識の整理

●国家試験出題形式での試験

●基礎系科目と臨床系科目の学習指導委員による国家試
験合格に向けて格段の学力アップを目指す演習形式の
授業

学習指導委員の教員による
きめ細やかなサポート
　学習指導委員は定期的に学生と面談を行い，学修計画立案や生活習慣改善のためのア
ドバイスなど，細やかに対応します。

クラス担任制
　順調な学生生活を送ることができるように，各学年に４～５名のクラス担任を設け
て，クラス全体の学生生活と学修状況を把握するように努めています。

学生支援室の設置
　専門のカウンセラーやインテーカー資格を持った専
任教職員が常駐し，いつでも相談できる体制を整えて，
学生の心身の健康を見守っています。学生課や保健室
でも随時相談対応が可能な体制を取っています。

国家試験対策のための講義はそれまでの学年で学んだこと全てを集約するため質も量もそれ
までの学年とは比べ物になりません。不安を感じる学生もいるかもしれませんが，教壇に立つ教
員をはじめ，さまざまな立場の人々が学生を全力でサポートします。

臨床と研究の両輪で
最善の医療を届けられる
思慮深い歯科医師を目指す

この1年間は国家試験の準備に励みました。「歯科学統合演習Ⅵ」は，6

年間の学びを総復習する講義です。助け合いながら勉強すれば一人では
乗り越えられない壁も突破できると感じ，国家試験対策委員としてグ
ループ学習のシステムも整えました。また，試験対策の補講を受講できた
り，自習室を解放してもらえるなど，本学ならではの広い人的ネットワー
クを利用した経済面も含めた手厚いサポート体制にも助けられました。
卒業後は，他の診療科と連携して包括的な治療ができるようにあらゆる
分野の豊富な知識を身につけ，安心して受診してもらえる歯科医師にな
りたいです。

6年間のサポートへ
恩返しするためにも
包括的な治療を提供できる
歯科医師になる

6年次　山口 裕史さん
東京都駿台学園高等学校 出身

YAMAGUCHI Hirofumi

5年次　髙田 紋花さん
東京都区立九段中等教育高等学校 出身

TAKADA Ayaka

Voice Study Support学生の声 学修支援

06

「総括講義3」による
知識の関連づけと整理

学修支援に関するQ & A学修支援に関するQ & A
コロナ禍において，講義や実習は
どのように行われていますか？
A. 令和2年度は当初から遠隔授業システムを導入。学生アンケートを
行いながら改良を施していきました。遠隔授業については約9割の
学生が評価しています。また実習は学生と教職員の安全を確保でき
るよう，密の回避など対策を取った上で対面にて行われました。

Q

オンライン授業はどのようにして行われますか？
A. 日本大学歯学部のオンライン授業は，日程の確認，資料配布，受講，出席
確認，質問，フィードバックまでをシームレスで行えるシステムが構築さ
れており，迷うことなく受講することができます。授業当日の通信状況が
悪い場合を想定してライブ配信形式の授業も録画されており，必要に応
じて見返すことが可能です。また，一部の学年では，双方向ビデオシステ
ムを用いたグループワークやオンライン実習のほか，eラーニングシステ
ム（SATT）を併用した平常試験やポストテストが行われています。

Q

高校で文系コースを選択しており，
授業についていけるか心配です。
A. 歯学部のカリキュラムでは，国語や英語の力はもちろん，理科系科目
の基礎力が必要となる科目が1年次から配置されています。歯学部
では入学までの期間を活用した英語，国語，物理，化学，生物の入学
前準備教育を実施しています。

Q

奨学金制度について教えてください。
A. 学生の修学支援のため，さまざまな奨学金制度を設置しています。
日本大学および歯学部独自の奨学金や学外の制度も揃っています。
給付型のものも多く，年次の途中からでも利用可能なので，必要に応
じて活用してください。（P21参照）

Q

産官学連携として何か行っていますか？
A. 日本大学の他学部とも連携し，歯学分野の発展に寄与する産官学連
携に取り組んでいます。マウスピースから局所照射X線CT撮影装置
まで，さまざまな研究成果を社会に還元しています。

Q

保護者との面談や懇談の機会はありますか？
A. 学生の大学生活の様子などを伝える場として，毎年秋頃に父母懇談
会と個人面談を開催しています。各学年主任・クラス担任からの便り
としてホームページ上で「クラス担任通信」を配信しました。

Q
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開 業 医 勤 務 医

研 究者公 務員

Future Course多彩な進路

歯科医師の父の母校である本学部に進学し，在学中で印象に残るのは
実習です。知識や技術だけでなく，一人の人間としてあるべき姿を厳し
く指導され，仕事に対する向き合い方を学ぶことができました。2011年
に副院長として父の歯科医院に入り，父の引退後は一人で医院運営して

5年目です。歯科は誰もが受診経験のある身近な診療科ですが，一方で「痛
い」「治療に日数がかかる」と歯科を敬遠する方は少なくありません。そ
れだけに，「かかりやすい歯科医院」を念頭に，常に門戸を広く開け，患者
さんへのていねいな対応を心がけています。また，「予防歯科」にも注力
しています。歯周病は生活習慣病であり，虫歯もなぜ発生したかを理解
しないと，再発を繰り返します。患者さんには分かりやすく説明し，定期
的なチェックにつなげています。口の中の清潔を保ち，長寿社会に貢献
できる地域の歯科医師でありたいと考えています。

本学部を卒業後，歯科医師として診療に従事する者，研究機関等の研究･教育者の道へ進む者や大
学病院などで専門性の高い歯科医師となる者，地域で開業医として働く者がいます。行政に従事する
歯科医師もおり，卒業後の道は広く開かれています。

厳しい実習から学んだ
仕事に対する向き合い方

科学者として，口腔分野の
病気の解明に挑み続ける

「生理学」での感動が出発点，
本学部のチャレンジ精神で歩んだ道

北砂デンタルクリニック

村上 豊隆さん

地域社会に貢献できる歯科医を目指すため，伝統があり歯科分野で多
くのリーダーを輩出している本学部を選びました。在学中，将来の道に
つながる授業となったのが「生理学」です。人体を構成する細胞や臓器の
構造と機能を学び，その仕組みの精巧さに感動し，生理学の世界の奥深
さに魅了されました。将来は，臨床ではなく，人間の仕組みである生理学
を通して，基礎研究を追究したいと考えたのです。そんな私の希望を後
押ししたのが，本学部の自由でおおらかな校風と，チャレンジ精神でし
た。卒業後は日大歯学部大学院へ進学し，さらに大阪大学歯学部で学位
を取得し，アメリカで8年間留学を経験しました。現在は，三叉神経と痛
みをテーマに研究活動を続け，防衛医科大学校では生理学講座で，人体
の細胞や調整機能の美しさを強調して教えています。皆さんには学生生
活の中で大いに刺激を受け，有意義に過ごしてほしいと思います。

防衛医科大学校 医学教育部 生理学講座

田代 晃正さん

勤務医として難しい病気に立ち向かい，新しい治療法を探そうとする
父を尊敬していたことをきっかけに，医療の道に進みました。日本大学
歯学部は，創立100年を越えた伝統ある歯学部であり，歴史に刻まれた診
療実績や研究実績に触れながら学ぶことができると考え，進学しました。
学生生活は非常に充実していて，学業に励み，指導していただいた先生
の教えは，今につながる糧です。また，アイスホッケー部に所属して部活
を楽しみ，先輩・後輩との強いつながりを得られたことはよい思い出で
す。現在は，臨床では口腔顎顔面外科講座に所属し，口唇口蓋裂や顎変形
症などの先天異常や口腔がん，骨折，重症感染症の外科治療を行なって
います。研究分野では，九州大学で学位を取得し，がん免疫学の最新の研
究に携わっています。父のように真実に向き合う科学者も歯科医師に求
められる姿だと考え，私も日々精進しています。

東京大学医学部附属病院　口腔顎顔面外科・矯正歯科

久保田 恵吾さん

主な就職先

「医学的歯学」の学びを元に，
糖尿病患者の歯の健康を守る

青森県民の歯の健康を守るためのお手伝いをしています。特に県の重
点施策として，糖尿病患者さんの歯科受診を推進しています。歯科と糖尿
病の診療は異なりますが，医療連携を目指して，各機関と調整する役目も
担っています。そこで役立つのが，日本大学歯学部の「医学的歯学」という
理念の元に，基礎医学をしっかりと学んできたことで，糖尿病の最新治療
を学び直す時や，県内の医師会や歯科医師会の先生方と話し合いをする
時に，非常に役立っています。また，弘前大学大学院医学研究科では修業
年限を1年間短縮して学位を取得することができたこと，さらには，大学
院修了後に公衆衛生学会のポスター賞をいただいたことは，日本大学歯
学部で数理統計学，社会歯科学，臨床を学んだおかげと感謝しています。
県内には同窓生も多く，つながりを強く感じています。日本大学歯学部で
学ぶことは，卒業後の大きな飛躍につながると思っています。

青森県健康福祉部

乾 明成さん
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学生 支 援

体育会

学生 会

クラブ活 動クラブ活 動

文化会
■  奇術部
■  軽音楽部
■  茶道部
■  写真部
■  生物部

■  東洋医学研究部
■  美術部
■  無線部
■  ワンダーフォーゲル部
■  ダンス同好会

■  アイスホッケー部
■  アメリカンフットボール部
■  合気道部
■  空手道部
■  剣道部
■  硬式庭球部
■  硬式野球部
■  ゴルフ部
■  サーフィン部
■  サッカー部
■  自動車部
■  柔道部
■  水泳部

■  スキー部
■  ソフトテニス部
■  卓球部
■  日本拳法部
■  バスケットボール部
■  バドミントン部
■  バレーボール部
■  ボウリング部
■  ヨット部
■  洋弓部
■  ラグビー部
■  陸上競技部

Campus Lifeキャンパスライフ

8割の学生がクラブ活動に参加
全国トップクラスの実績を誇る部もあります
　現在のクラブ数は，体育会25，文化会10の計35クラブです。
各クラブには，教職員が顧問及び監督として配置されています。
年2回開催されるクラブ顧問会議や学生で行われるリーダーズキャンプでは，
円滑なクラブ運営のための協議が行われています。

■クラス担任制度
各学年に学年主任とクラス担任

が配置されており，学生生活や学修
状況を把握しています。また，学習
面や交友関係で困ったときなどには
サポートを行います。

■学生支援室
学生支援室では，専門のカウンセ

ラーが学生の抱えている問題につい
て一緒に考え，解決の糸口を見出せ
るよう，親身にアドバイスしています。

■健康管理
学生の健康診断は，毎年実施して

います。保健室には，看護師が常勤
しており，学生の健康管理の相談を
受けています。

■歯科医師臨床研修説明会
第6学年の学生を対象に開催しま

す。臨床研修制度全般，付属歯科
病院での研修プログラムなどを説明
します。

■学生会
学年代表者会及びクラブ協議会，

球技大会・桜歯祭・NU祭実行委員
会など，学生の自主的活動の組織を
機能的に統合するものです。

■学年代表者会
各学年から選出された代表者か

ら構成されています。

■クラブ協議会
体育会，文化会の課外活動を円

滑に運営し，各クラブ相互の親睦を
深めるために活動しています。

■球技大会・桜歯祭・NU祭実行委員会
球技大会，桜歯祭，NU祭（日本

大学全学行事）などの学生参加イベ
ントの企画運営を行います。

Pick Up
■ 歯学部開講式
■ 第5学年登院式
■ 新入生オリエンテーション
■ 前期授業開始
■ 日本大学入学式

■ 東洋歯科医学校（現歯学部）
創立記念日（15日）

■ クラブガイダンス
■ 実験動物慰霊祭

（令和4年度予定　新型コロナウイルス感染症拡大状況により変更になる場合があります。）

年 間 行 事

April
4月

PICK UP

■ 定期健康診断　
■ 球技大会

May
5月

■ 後援会総会
■ ワールド・カフェ

June
6月

■ 前期授業終了　
■ 第5，6学年定期試験
■ 全日本歯科学生総合体育大会（夏期部門7～8月） 　
■ 臨床能力試験CPX開始（第5学年）

PICK UPJuly
7月

■ 第1～4学年定期試験（前期）
■ 第1～5学年後期授業開始

August
8月

September
9月

PICK UP
■ 日本大学創立記念日（4日）　
■ 桜歯祭・NU祭　
■ 父母懇談会
■ 解剖体追悼法要　October

10月

■ リーダーズキャンプ　

November
11月

PICK UP
■ 後期授業終了
■ 全日本歯科学生総合体育大会（冬期部門12～3月）
■ 第1～4学年定期試験（後期）
■ 第6学年卒業者発表December

12月

■ 統合試験ⅠⅡⅢ①
■ 第1～4学年定期試験（後期）

■ 共用試験（CBT）
■ 臨床能力試験CSX（第5学年）

January
1月

■ 歯科医師国家試験
　

■ 統合試験ⅠⅡⅢ②　　　
■ 共用試験（OSCE）　

February
2月

■ 第1～5学年進級者発表　
■ 第5学年校外研修
■ 第6学年謝恩会

■ 日本大学卒業式・歯学部学位記伝達式（25日）
■ 編入生・転部生オリエンテーション
■ 各学年ガイダンスMarch

3月

新入生歓迎並びに教職員と学生との親睦を
目的として， 毎年5月下旬に開催されます。球
技のほかに， クラブ対抗騎馬戦などが行われ
ます。

球技大会

10月上旬に2日間にわたり開催される歯学
部祭（桜歯祭）は，NU 祭と共催で行われます。

桜歯祭・N U 祭

全国の歯科大学・歯学部29校が参加し，参加
学生数は約7,000名にも及ぶ大きな競技会で
す。各大学の学生代表である評議員によって
運営され，冬期大会（スキー， ラグビー， アメ
リカンフットボール）と夏期大会（剣道， 陸上
競技， 日本拳法，バスケットボール， 柔道， テ
ニスほか）が開催され26部門の合計点数によ
り総合順位が決定します。

全日本歯科学生総合体育大会（歯学体）
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一般選抜

その他の選抜等

学校推薦型選抜

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

選考方法

7名

令和5年1月  5日（木）～ 1月20日（金）

令和5年2月  1日（水）

令和5年2月10日（金）

●数学①｢数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（確率分布と統計的な推測を除く）」
（60分／100点）
●理科「物理基礎・物理」，「化学基礎・化学」，「生物基礎・生物」のうちから
１科目選択（60分／100点）
●外国語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーショ
ン英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ」（60分／100点）
※理科において，医学部を併願している場合は，第1解答科目のみを合否判定に使用する。
※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，合計点が同点
の場合，外国語の点数が高い者を優先とし，さらに同点であった場合は，理科の点
数が高い者を優先とする。

※上記の得点を標準化得点に換算し，合否判定する。

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

選考方法

3名

令和5年1月  5日（木）～ 2月24日（金）

令和5年3月  4日（土）

令和5年3月13日（月）

●数学①｢数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（確率分布と統計的な推測を除く）」
（60分／100点）
●理科「物理基礎・物理」，「化学基礎・化学」，「生物基礎・生物」のうちから
１科目選択（60分／100点）
●外国語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーショ
ン英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ」（60分／100点）
※理科において，医学部を併願している場合は，第1解答科目のみを合否判定に使用する。
※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，合計点が同点
の場合，外国語の点数が高い者を優先とし，さらに同点であった場合は，理科の点
数が高い者を優先とする。

※上記の得点を標準化得点に換算し，合否判定する。

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

選考方法

10名

令和5年1月  5日（木）～ 1月20日（金）

（大学入学共通テスト）令和5年1月14・15日（土・日）

令和5年2月16日（木）

●国語「近代以降の文章のみ利用」（100点）
●理科「物理」，「化学」，「生物」のうちから１科目選択（100点）
●外国語「英語」（100点）
※理科（基礎を付していない科目）において２科目受験した場合は，第１解答科目のみ
を合否判定に使用する。「英語」についてはリスニングの成績は利用しない。
※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，合計点が同点
の場合，外国語の点数が高い者を優先とし，さらに同点であった場合は，理科の点
数が高い者を優先とする。

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

選考方法

57名

令和5年1月  5日（木）～ 1月20日（金）

令和5年2月  3日（金）

令和5年2月10日（金）

●数学「数学Ⅰ・数学Ⅱ」（60分／100点）
●理科「物理基礎・物理」，「化学基礎・化学」，「生物基礎・生物」のうちから１
科目選択（60分／100点）

●外国語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーショ
ン英語Ⅲ」（60分／100点）
●小論文（字数は当日指定）（60分／ 50点）
●面接（30点）
※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，小論文及び面
接にはそれぞれ最低基準を設け，基準に達しない場合は，合計点が合格最低点を
超えていても不合格とする。

※合計点が同点の場合，小論文と面接の合計点が高い者を優先とし，さらに同点で
あった場合は，面接の点数が高い者を優先とする。

出願期間

募集人員

出願要件

試験日

合格発表日

選考方法

20名

令和4年11月1日（火）～ 11月9日（水）（郵送必着）

※令和4年10月25日（火）までに，日本大学校友会本部事務局において「校
友子女確認書」の証明を受けてください。

令和4年11月19日（土）

令和4年12月  1日（木）

書類審査，適性試験（90分／100点），小論文（60分／50点），面接（50点）

※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，小論文及び面
接にはそれぞれ最低基準を設け，基準に達しない場合は，合計点が合格最低点を
超えていても不合格とする。

※合計点が同点の場合，小論文と面接の合計点が高い者を優先とし，さらに同点で
あった場合は，面接の点数が高い者を優先とする。

出願要件などについては，日本大学校友会本部事務局
（電話：03-5275-8143）または歯学部教務課にお問い合わせください。

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

出願資格

選考方法

2名

令和4年10月  5日（水）～ 10月13日（木）

令和4年10月22日（土）

令和4年10月28日（金）

生物学，英語（出題水準は本学部第１学年修了程度）（各60分／100点）
小論文（60分／50点），面接（50点）
※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，小論文及び面
接にはそれぞれ最低基準を設け，基準に達しない場合は，合計点が合格最低点を
超えていても不合格とする。

※合計点が同点の場合，小論文と面接の合計点が高い者を優先とし，さらに同点で
あった場合は，面接の点数が高い者を優先とする。

①大学を卒業した者（令和5年3月卒業見込みの者を含む）

②大学（短期大学を除く）に１年以上在学し，教職課程などの科目を除いて34
単位以上修得した者。ただし，単位修得見込者を除く。

※本学の歯学部以外の学部（通信教育部を含む）に1年以上在籍中の者は転部試
験を受験すること（令和5年3月卒業見込みの者を除く）。

③短期大学を卒業した者（令和5年3月卒業見込みの者を含む）

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

出願資格

選考方法

若干名

令和4年10月  5日（水）～ 10月13日（木）

令和4年10月22日（土）

令和4年10月28日（金）

生物学，英語（出題水準は本学部第１学年修了程度）（各60分／100点）
小論文（60分／50点），面接（50点）

※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，小論文及び面
接にはそれぞれ最低基準を設け，基準に達しない場合は，合計点が合格最低点を
超えていても不合格とする。

※合計点が同点の場合，小論文と面接の合計点が高い者を優先とし，さらに同点で
あった場合は，面接の点数が高い者を優先とする。

本学の歯学部以外の学部（通信教育部を含む）に1年以上在学し現在も在学
中で，教職課程などの科目を除いて34単位以上修得した者
（令和5年3月単位修得見込みの者を含む）。

※本学の歯学部以外の学部（通信教育部を含む）に在籍中の者が令和5年3月卒業
見込みの場合は，転部試験は出願できない。この場合は編入学試験を受験すること。

※転部試験合格後，歯学部転入までに退学した場合は合格を取り消す。
※単位修得見込者が合格後，34単位以上修得できなかった場合は，合格を取り消す。

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

選考方法

出願資格

2名

令和4年  7月  1日（金）～ 9月22日（木）

令和4年10月22日（土）［本校試験］

令和4年10月28日（金）

●書類審査

●外国語「英語」（60分／100点）

●理科「化学」，「生物」のうちから１科目選択（60分／ 100点）

●小論文（60分／ 50点）

●日本語による面接（50点）

※選択科目（理科）は指定の全科目を出題しますので，試験当日に試験場で選択して
ください。
※理科及び小論文の出題言語は日本語です。解答は日本語で記載してください。
※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，外国語及び理
科並びに小論文及び面接にはそれぞれ最低基準を設け，基準に達しない場合は，
合計点が合格最低点を超えていても不合格とする。

※合計点が同点の場合，小論文と面接の合計点が高 い者を優先とし，さらに同点で
あった場合は，面接の点数が高い者を優先とする。

出願資格等については，日本大学選抜ガイドのホームページ
（http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/）
を御覧いただくか，歯学部教務課にお問い合わせください。

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

出願要件

選考方法

7名

令和4年11月  1日（火）～ 11月  9日（水）（郵送必着）

令和4年11月19日（土）

令和4年12月  1日（木）

書類審査，適性試験（90分／100点），小論文（60分／50点），面接（50点）
※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，小論文及び面
接にはそれぞれ最低基準を設け，基準に達しない場合は，合計点が合格最低点を
超えていても不合格とする。

※合計点が同点の場合，小論文と面接の合計点が高い者を優先とし，さらに同点で
あった場合は，面接の点数が高い者を優先とする。

①高等学校・中等教育学校を令和4年3月に卒業した者，または令和5年3月
卒業見込みの者
②歯科医師を強く希望し，合格した場合には本学部に入学することを確約できる者
③学校長が責任をもって推薦する者

募集人員

出願受付期日

試験日

合格発表日

20名

令和4年11月  1日（火）

令和4年11月19日（土）

令和4年12月  1日（木）

募集人員

出願期間

試験日

合格発表日

2名

令和5年1月  5日（木）～ 2月17日（金）

（大学入学共通テスト）令和5年1月14・15日（土・日）

令和5年3月  2日（木）

●理科「物理」，「化学」，「生物」のうちから１科目選択（100点）
●外国語「英語」（100点）
※理科（基礎を付していない科目）において２科目受験した場合は，第１解答科目のみ
を合否判定に使用する。「英語」についてはリスニングの成績は利用しない。
※上記の結果を基に，試験の合計点の上位者から選考する。ただし，合計点が同点
の場合，外国語の点数が高い者を優先とする。

選考方法

※詳細については，付属高等学校または歯学部教務課にお問い合わせください。

インフォメーション Information

入学者選抜に関するQ & A入学者選抜に関するQ & A

入学 者 選 抜 情 報入学 者 選 抜 情 報 ※本誌に掲載されている学部・学科の名称，募集人員，募集開始時期，入学者選抜方法などにつ
きましては，予定であり，変更になる場合がありますので，必ず募集要項で御確認ください。
※身体の機能に著しい障がいのある方は，受験及び修学が困難になる場合がありますので，出願
前のできるだけ早い時期に，教務課入試係（電話：03-3219-8002）にお問い合わせください。

■ N全学統一方式 第1期 〈日本大学が実施する選抜〉 ■ N全学統一方式 第2期 〈日本大学が実施する選抜〉

■ Ｃ共通テスト利用方式 第1期 〈大学入学共通テストを利用した選抜〉■ A個別方式 
 〈歯学部が実施する選抜〉

■ 校友子女選抜 ■ 編入学試験 〈2年次編入〉

■ 転部試験 〈2年次転入〉

■ 外国人留学生選抜

■ 公募制 ■ 付属高等学校等 〈基礎学力選抜〉

■ Ｃ共通テスト利用方式 第2期 〈大学入学共通テストを利用した選抜〉

一般選抜Ａ個別方式，Ｎ全学統一方式におい
て，理科の科目の選択による有利・不利はあ
りますか。
A. いずれも試験場で問題を見た上で選択できます。Ａ個別方式では科
目によって問題の難易度差が生じないよう努めており，科目による
有利・不利はありませんが，科目間において平均点に20点以上の差が
生じた場合は得点調整を行います。Ｎ全学統一方式では，全教科の得
点を標準化得点に換算し，合否判定を行います。

Q

面接試験はどのようなものですか。
A. 各選抜とも，受験生1名に対して，2名の面接担当者が携わります。時間
は10分程度です。主な質問内容は，志望動機，高等学校での活動状況，
趣味・特技等の一般的な質問から，将来の歯科医師像などです。

Q

選抜の解答方式を教えてください。
A. 全問記述式です。ただし，一般選抜Ｎ全学統一方式第1期及び第2期
は，全問マークシート方式です。

Q

「令和5年度一般選抜募集要項」はいつ頃，
どこで入手できますか。
A. 一般選抜募集要項の冊子配布は行いません。入手方法については，
日本大学ホームページ内の入試ガイドのサイト（10月公開予定）を御
覧のうえ，ダウンロードください。

Q

一般選抜以外の募集要項はいつ頃，
どこで入手できますか。
A. 校友子女選抜，編入学試験及び転部試験の願書は6月下旬（予定）から
教務課窓口での配布及び歯学部ホームページ「資料請求フォーム」に
てお申込みいただけます。

Q

小論文の評価と注意点を教えてください。
A. 限られた時間と字数の中で，いかにテーマに対する論旨をまとめて
いるか，文章力，思考力などを中心に評価します。本学部では評価を
点数化しています。字数は当日指定です。

Q

－令和5年度－

〔合格基準に達しない場合には，合格予定者数が募集人員に満たないこともあります。〕

19 20



1年次

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

2年次･3年次 4年次～6年次

1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 合計

（日本大学創立130周年記念に創設した奨学金です）
※経済的支援を必要とする者。

※第二種奨学金の120,000円を選択した場合に限り，希望により40,000円の
　増額を申込時に選択できます。

日本大学学生寮
バンデリアン松戸 バンデリアン町田男子寮 男子寮 バンデリアン稲城 男子寮

レガーメリアン宮坂レガーメリアン赤堤 レガーメリアン東が丘女子寮 女子寮女子寮

江戸川近くにある歴史ある街『松戸』 緑あふれる『稲城』自然豊かな『町田』

※第3種は新型コロナウイルス感染症の影響による海外渡航等の中止に伴い給付取りやめ
　（人数は採用実績）。

本学の首都圏キャンパスから郊外にあるキャンパ
スまでアクセスが優れた立地です。東京スカイツリー
も間近に望むことができ，夏には松戸花火大会が
開催されます。

文理学部キャンパスへは目と鼻の先，地域全体に
学生が多い街です。下高井戸駅までの道のりは商
店が多く立ち並び，生活利便性も良い地域です。

今話題のシェアハウス型学生寮。ロフトタイプの
ベッド導入により，同等設備の学生寮に比べ，低価
格の寮費（光熱水費含む）を実現しました。京王線，
小田急線の2線路が利用可能です。（各路線約10分間
隔で運行）

潤沢な自然がある都会のオアシス。オンとオフを
切り替えるには絶好の立地にあります。静かな空間
で勉学に励んだら，電車で1駅の町田駅周辺で
ショッピングや食事なども楽しめます。

Informationインフォメーション

■納入方法  （令和5年度）

学費は前学期・後学期の年2回に
分けて納入することになっています。
会計課から，その都度納入者に納
入額・納入期限が示された振込依
頼書が送付されます。

■表彰制度

表彰制度には，日本大学による表彰と本学部による表彰があ
ります。いずれも6年間の学生生活を通じて，学業成績優秀にし
て品行方正な学生及び学術・文化，体育，善行，その他の部門
において著しく貢献した学生に対し，卒業時に選考の上，表彰す
る制度です。

卒業するまでには，学費以外にも
教科書や実習器材の費用が必要で
す。なお，これらの費用は，その年に
より変更する場合があります。

※後援会，校友会に係る費用は委託徴収
です。なお，6年次後学期分納入時には，
卒業見込者を対象に校友会費（正会員）
10,000円を委託徴収します。

※本学では，教育・研究・診療活動の基盤
整備などのため，入学後，任意ではあり
ますが募金事業に御協力をお願いする
予定です。

学 費 等学 費 等

奨 学 金奨 学 金

学生 寮学生 寮

（人数は令和3年度実績）（人数は令和3年度実績）

入学金

授業料

施設設備資金

教育充実料

小計

後援会入会金

後援会費

校友会費（準会員）

納入額

年額

600,000円

1,750,000円

600,000円

800,000円

3,750,000円

100,000円

30,000円

10,000円

3,890,000円 

1,750,000円

600,000円

800,000円

3,150,000円

 3,150,000円

1,750,000円

600,000円

300,000円

2,650,000円

30,000円

10,000円

2,690,000円

1,750,000円

600,000円

300,000円

2,650,000円

2,650,000円

1,750,000円

600,000円

2,350,000円

30,000円

10,000円

2,390,000円

1,750,000円

600,000円

2,350,000円

2,350,000円

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

教科書

実習器材

合計

約 31,000円

約 4,000円

約 35,000円

約 113,000円

約104,000円

約 217,000円

約 156,000円

約 297,000円

約 453,000円

約210,000円

約393,000円

約 603,000円

0円

0円

約 53,000円

約 53,000円

約 563,000円

約 798,000円

約 1,361,000円

7,040,000円 5,340,000円 4,740,000円

■教科書・実習器材費等概算  （令和3年度実績）

■日本大学特待生

ー

甲種
（給付） 1名

2～ 6年

種別 年額 人数 対象

授業料1年分相当額の半額
及び図書費12万円

乙種
（給付） 授業料1年分相当額の半額 4名

■日本大学創立130周年記念奨学金（給付）

第1種
（入学生） 0名 1年

2～ 6年

種別 年額 人数 対象

300,000円
第2種

（在学生） 0名

■日本大学歯学部佐藤奨学金（給付）

第1種 5名
25名

2～ 6年

大学院
2～ 4年

種別 年額 人数

対象

200,000円
100,000円

100,000円

500,000円
（上限）

第2種

第3種

5名

0名

■日本学生支援機構奨学金（給付）

第Ⅰ区分 5名

1～ 6年

種別 月額 人数 対象

自宅通学者　　38,300円
自宅外通学者　75,800円

自宅通学者　　25,600円
自宅外通学者　50,600円

自宅通学者　　12,800円
自宅外通学者　25,300円

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

3名

2名

■日本学生支援機構奨学金（貸与）

第一種
（無利子） 17名

1～ 6年

大学院
1～ 4年

種別 月額 人数 対象

自宅通学者
20,000円，30,000円，

40,000円または54,000円
自宅外通学者

20,000円，30,000円，
40,000円，50,000円または64,000円

20,000円から120,000円までの
1万円単位の金額の中から選択※

80,000円または122,000円

第二種
（有利子）

第一種
（無利子）

第二種
（有利子）

40名

29名

50,000円／ 80,000円／ 100,000円／
130,000円／ 150,000円の中から選択 2名

■日本大学古田奨学金

給付 1名 大学院
2～ 4年

種別 年額 人数 対象

200,000円

■日本大学歯学部同窓会奨学金

給付

2名

5名

2～ 6年

大学院
2～ 4年

種別 年額 人数 対象

100,000円

50,000円

■日本大学ロバート・Ｆ・ケネディ奨学金

給付 1名
大学院

2～ 4年

種別 年額 人数 対象

200,000円

■地方公共団体・民間育英奨学金　公益財団法人 森田育英会奨学金

給付
1名

1名

6年

種別 年額 人数 対象

360,000円

住所： 東京都世田谷区赤堤5-23-1
 京王線，東急世田谷線「下高井戸」駅 徒歩8分
定員： 女子48名
寮費： 月額65,000円

住所： 千葉県松戸市松戸2221-1
 JR常磐線，新京成線「松戸｣駅 徒歩7分
定員： 男子70名
寮費： 月額55,000円

住所： 東京都町田市南大谷916-2
 小田急線「玉川学園前」駅 徒歩15分
定員： 男子100名
寮費： 月額55,000円

住所： 東京都稲城市平尾4-72-3
 京王相模原線「若葉台」駅 徒歩15分
 小田急多摩線「栗平」駅 徒歩12分
定員： 男子300名
寮費： 月額35,000円

学生街にある『赤堤』
都心に程近い好立地。緑も多く治安の良い住み

やすい街です。ハイセンスなお店などが充実してい
るところも魅力のひとつです。

住所： 東京都目黒区東が丘1-15-12
 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分
定員： 女子150名
寮費： 月額65,000円

憧れの街『目黒・東が丘』
静かな住宅地で緑に囲まれ，宮の坂駅からの道

のりは世田谷線ののどかな雰囲気をおびています。
また，経堂駅近くは再開発で洗練され充実した商
店街となっています。

住所： 東京都世田谷区宮坂1-30-20
 東急世田谷線「宮の坂」駅 徒歩5分
 小田急線「経堂」駅 徒歩8分
定員： 女子31名
寮費： 月額65,000円

閑静な住宅地『宮坂』

大学院4年
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研究部門 ■生体工学研究部門　■機能形態部門　■生体防御部門　■顎口腔機能研究部門　■高度先端医療研究部門
■系統生物学・腫瘍学部門　■社会歯学研究部門　■臨床研究部門　■歯学教育研究部門

1年次

学内者 学外者

入学時納入金
後学期納入金 前学期納入金 後学期納入金

2～ 4年次

Graduate School of Dentistry & Dental Research Center大学院・総合歯学研究所

選抜概要選抜概要

日本大学大学院歯学研究科は，歯科医学の研究活動に必要
な高度の研究能力及びその基盤となる豊かな学識を修得し，
歯科医学の学術発展に寄与しうる研究を指導する能力を養う
ことを目的として昭和31年4月に私立歯科大学の中で最初に
開設されました。現在までに，歯学研究科を修了して博士の
学位を授与された者は，1,597名となっています。
平成17年度からは，歯学専攻の中に基礎系と臨床系とが共
同で研究を推進しうる枠組みとして，「口腔構造機能学分野」，
｢応用口腔科学分野｣及び「口腔健康科学分野」の3分野を配置
しました。口腔構造機能学分野は解剖学Ⅰ・Ⅱ，生理学，薬理
学，口腔外科学，歯科矯正学及び歯科麻酔学の各講座から構成
されており，歯及び口腔顔面の形態と機能に関する基礎研究
とそれに関連する臨床研究を推進しています。応用口腔科学
分野は生化学，病理学，歯科理工学，歯科保存学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び
歯科補綴学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲから成る分野で，病態の分子レベルでの
解析を基盤とし，これを歯科臨床に展開することを目指して
研究を推進しています。また，口腔健康科学分野は，感染症免
疫学，衛生学，法医学，歯科放射線学，小児歯科学，口腔内科学
及び摂食機能療法学の各講座から成り，社会医学の一分野で
ある社会歯科学分野など，従来の基礎あるいは臨床とは異な
る領域あるいは境界領域の分野を包含し，国民の健康増進を
目指して総合的に基礎及び臨床研究を推し進めています。
以上，日本大学大学院歯学研究科は上記の3分野を軸に，基
礎歯科医学と臨床歯科医学の統合を図り，歯科医学を医学の
一分野として捉え，国民の口腔及び全身の健康増進を目指し
た総合的研究体制を構築しています。

■歯学研究科
歯科医学の教育・研究活動に必要な深い教養と高度の研究能力及びその基礎とな

る豊かな学識とともに，歯科医学の発展に寄与しうる教育・研究を指導する能力を養う
ことを目的とする。
専攻分野の教育者及び研究者として自立した活動を行い，さらに歯科医学教育・先端

的歯科診療等の指導に従事するために必要な深い教養と高度の研究能力の養成及びそ
の基盤となる豊かな学識を養うことを目的とする。

■歯学専攻
多岐にわたる歯科医学の高度にしてより幅広い知識と先進的医療技術を有す教育

者及び研究者の育成を図るべく，口腔構造機能学分野，応用口腔科学分野，口腔健
康科学分野の3分野を設置している。
これらは，歯科基礎系と歯科臨床系を融合した分野であり，学際領域の推進により
複数の教員による指導体制のもとに，教育及び臨床に直結した歯学研究，専門医養成
することを目的とする。

研究者の深い教養と
高度な研究能力の育成

日本大学歯学部総合歯学研究所は，歯学に関する学理・研究，特に歯
学の各分野にわたる総合的調査･研究を行い，もって学術の交流発展
に寄与することを目的として設置されています。
歯科医学領域をカバーする9つの研究部門と共同利用施設から構成

され，学部内の各講座研究室および日本大学内外の研究機関と有機的
に結合し，学際的な研究を推進して社会のニーズに応える先進的な歯
科医学研究を行っています。
文部科学省に選定された私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に

よる「研究拠点を形成する研究」プロジェクトでは高い研究成果を挙
げ，また，企業からの受託研究・共同研究などの受入れにより積極的な
産学連携研究を展開し，トランスレーショナルリサーチを進め研究成
果の社会還元に努め，更なる発展を目指しています。

広い視野で学際的な
歯学研究を推進

日本大学大学院歯学研究科及び専攻における

人材の養成に関する目的
その他の教育研究上の目的などについて

■一般選抜及び社会人選抜

1期 令和4年10月1日（土） 令和4年10月11日（火）

種別 出願期間 試験期日 合格発表

令和4年9月1日（木）～ 9月  9日（金）

2期 令和5年  3月4日（土） 令和5年  3月13日（月）令和5年2月6日（月）～ 2月14日（火）

■分野及び構成科目

口腔構造
機能学分野

応用口腔
科学分野

口腔健康
科学分野

分野 構成科目

解剖学

発生・組織学／口腔解剖学

口腔生理学／生理学

歯科薬理学／薬理学

口腔外科学

歯科矯正学

歯科麻酔学

口腔生化学／生化学

口腔病理学／病理学

歯科理工学

保存修復学

歯内療法学

歯周病学

総義歯補綴学

局部床義歯学

クラウン・ブリッジ学

口腔細菌学／細菌学

口腔衛生学／衛生学

歯科法医学／法医学

歯科放射線学

小児歯科学

口腔診断学／口腔ペインクリニック学

摂食機能療法学

大 学 院
歯 学 研 究 科
大 学 院

歯 学 研 究 科
Graduate School of DentistryGraduate School of Dentistry

総 合 歯 学
研 究 所
総 合 歯 学
研 究 所

Dental Research CenterDental Research Center

募 集 人 員： 30名（1期･2期の合計）
入学検定料： 50,000円
選 考 方 法： 【一　般】 英語・専門科目（志望分野の構成科目）・面接
 【社会人】 専門科目（志望分野の構成科目）・面接
出 願 資 格： 日本大学ホームページ内の「入試ガイド」を参照または，歯学部教務課にお問い合わせください。

入学金

授業料

施設設備資金

校友会費（準会員）

合計

400,000円

10,000円

410,000円

200,000円

400,000円

400,000円

10,000円

1,010,000円

400,000円

400,000円

400,000円

10,000円

410,000円

400,000円

400,000円

学費等  （令和5年度）　学費等  （令和5年度）　

――――

――

―

―

―

―

■ディプロマ・ポリシー（学位授与に関する方針）
歯学研究科博士課程に所定の修業年限以上在学し，修了
に必要な所定の単位（30単位以上）を修得し，必要な研究指
導を受け，博士論文の審査及び最終試験において，専攻分
野に新たな知見を与え，歯科医学の発展に寄与し，教育・研
究者としての豊かな学識と高度な技術が認められた者に博
士（歯学）の学位を授与する。
なお，学位審査では，その研究が一定以上の水準を示す
インパクトファクターの付与された研究雑誌に筆頭著者とし
て受理された論文を提出するよう推奨している。
自ら学ぶ
ＤＰ１...コンピテンス：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観

コンピテンシー：生命の尊厳を理解し，法と倫理に基
づいた医療を実践するために必要な研究が実践でき
る。

ＤＰ２...コンピテンス：世界の現状を理解し，説明する力
コンピテンシー：国際社会における科学の現状や背
景を把握し，世界の医療・保健・福祉の役割を理解し
て，研究に取り組むことができる。

自ら考える
ＤＰ３...コンピテンス：論理的・批判的思考力

コンピテンシー：新たな創造をめざし，得られた多岐
にわたる知識や情報を基に，論理的で批判的な思考
力で，最先端の独創的な研究を行うことができる。

ＤＰ４...コンピテンス：問題発見・解決力
コンピテンシー：自らの研究課題や問題を見つけ，そ
の解決のために必要な研究ができる。

自ら道をひらく
ＤＰ５...コンピテンス：挑戦力

コンピテンシー：新たな研究課題に積極的に挑戦し
続け，自らの道をひらくことができる。

ＤＰ６...コンピテンス：コミュニケーション力
コンピテンシー：歯科医学研究を含む自然科学を探
求するための必要なコミュニケーションが実践でき，
自らの考えを世界に発信することができる。

ＤＰ７...コンピテンス：リーダーシップ・協働力
コンピテンシー：歯科医学を探求するための責任あ
る研究を実践するリーダーシップと協働力を養うこと
ができる。

ＤＰ８...コンピテンス：省察力
コンピテンシー：歯科医学研究者・教育者として生涯
にわたり，振り返りを行うことができ，自然科学領域
の研究活動において自らを高めることができる。

■カリキュラム・ポリシー
 　（教育課程の編成及び実施に関する方針）
自主創造の気風を自ら実践し，歯科医学の研究・教育活動
に必要な高い教養と研究能力及びその基礎となる科学的思
考力とともに，自立して研究を遂行・展開することができ，歯
科医学の発展に寄与しうる豊かな学識と人間性を兼備した
教育・研究者の育成を目的とする。
自ら学ぶ
ＣＰ１...豊かな知識・教養に基づく高い倫理観

主科目，選択科目および総合特別講義の履修と研究
活動を通じて，社会人としての品格と研究・教育者と
なるために必要な倫理観や自覚を育成する。

ＣＰ２...世界の現状を理解し，説明する力
主科目，選択科目および総合特別講義の履修および
基礎・臨床・社会医学の研究成果を基に，国際社会で
の研究活動で活躍できる能力を養う。

自ら考える
ＣＰ３...論理的・批判的思考力

主科目，選択科目および総合特別講義の履修と研究
活動を通じて，論理的・批判的思考力と総合的な判
断能力を有する研究者・教育者を育成する。

ＣＰ４...問題発見・解決力
主科目，選択科目および総合特別講義の履修と研究
活動を通じて，歯科医学研究に必要な知識を幅広く
体系的に学修し，リサーチマインドに必要な探求心と
問題解決する力を養成する。

自ら道をひらく
ＣＰ５...挑戦力

研究によって明らかとなる新たな知見から，さらに課
題を見つけ出し，それに挑戦し続けるリサーチマイン
ドを持った研究者・教育者を養成する。

ＣＰ６...コミュニケーション力
国際的な研究活動を積極的に行う中で，適切なコミュ
ニケーション力を養い，国際的・学術的研究を進める
ための能力を育てる。

ＣＰ７...リーダーシップ・協働力
他分野の研究者と連携と協働し，良好な人間関係を
構築しながら，広い視野を持つ国際的なリーダーシッ
プが執れる研究者を育成する。

ＣＰ８...省察力
主科目，選択科目および総合特別講義の履修と研究
活動を通じて，自己の向上の必要性を理解し，研究・
教育者として生涯にわたる向上に努める姿勢を身に
つける。

■アドミッション・ポリシー
　（入学者の受入れに関する方針）
歯科医学に関する豊かな知識と高いリサーチマインドを有

し，優れた教育・研究者を志す人材を求める。
ＡＰ１...自主創造の精神に基づき，独創的な研究ができる人。
ＡＰ２...研究者または教育者となる強い目的意識と高い倫理

観をもつ人。
ＡＰ３...自己課題とさらなる探究心に挑戦する力を持ち続け

て努力する人。
ＡＰ４...生涯にわたる探求意欲を持続し，国際的な視点から

社会貢献したい人。

※4年次後学期分納入時には修了見込者を対象に，校友会費（正会員）10,000円を委託徴収します。
※構成科目名は、今後変更となる可能性があります。
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お問い合わせ  
【日本大学歯学部教務課】 TEL:03-3219-8002

Informationインフォメーション

進 学 相 談 会日程（令和4年度）進 学 相 談 会日程（令和4年度）

第1回 第2回 第3回
■日本大学歯学部

 8
20（土） 6

19（日）
 7

10（日）

ディプロマ・ポリシー （卒業の認定に関する方針）
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

を掲げています。本学部は，日本大学の医療系学部として，自主創造の三要素「自ら学ぶ」，「自ら考える」，「自ら道をひらく」を基盤とした医療人を育成します。本学部は，所
定の単位を修得し，課題探求能力や自己学習能力を高め，患者本位の歯科医療ができる人間性豊かで，的確な診察・治療を行える「社会に有為な歯科医師」として認められ
る学生に対し，卒業を認定し，学位（学士）を授与します。

DP1 コンピテンス：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
コンピテンシー：医の尊厳を理解し，法と倫理に基づいた医療を実践するために必要な豊かな教養と歯科医学の知識を修得できる。

DP2 コンピテンス：世界の現状を理解し，説明する力
コンピテンシー：国際社会の現状と背景を理解し，地域社会における医療・保健・福祉の役割が説明できる。

DP3 コンピテンス：論理的・批判的思考力
コンピテンシー：多岐にわたる知識や情報を基に，論理的な思考や批判的な思考ができる。

DP4 コンピテンス：問題発見・解決力
コンピテンシー：自ら問題を発見し，その解決に必要な基本的歯科医学・医療の知識とスキルを修得できる。

DP5 コンピテンス：挑戦力
コンピテンシー：新たな課題の解決策を見い出すために，基礎・臨床・社会医学等の知識を基に積極的に挑戦し続けることができる。

DP6 コンピテンス：コミュニケーション力
コンピテンシー：医療をはじめとする様 な々場面において，他者との円滑な意思の疎通を行い，互いに価値観を共有し，適切なコミュニケーションを実践して自らの考えを発
信することができる。

DP7 コンピテンス：リーダーシップ・協働力
コンピテンシー：患者を中心としたチーム医療において，責任ある医療を実践するためのリーダーシップと協働力を養うことができる。

DP8 コンピテンス：省察力
コンピテンシー：プロフェッショナルとして生涯にわたり，振り返りを通じて基礎・臨床・社会歯科領域において自らを高めることができる。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）
歯学部（歯学科）では，日本大学教育憲章（以下，「憲章」という）を基に，専門分野を加味した卒業の認定に関する方針に沿って基礎・専門的知識に基づく的確な医療技

術と，常に最新の科学的情報を基にして問題を探求する能力を有する人間性豊かな歯科医師を養成することを目的とした教育課程を編成し実施する。
下表の「憲章」に基づく卒業の認定に関する方針として示された８つの能力（コンピテンシー）を養成するために，初年次教育，教養教育，専門教育等の授業科目を人間

科学，基礎科学，生命科学，口腔科学，総合科学に区分・設定して，各能力に即して体系化するとともに，講義・演習・実験・実習等の授業形態を組み入れた多様な学修方
法による教育課程を履修系統図に沿って各学年に編成し実施する。
また，学修成果の評価は，専門的な知識・技能および態度を修得する授業科目に関しては，授業形態や授業手法に即した多元的な評価と歯学系OSCE・CBT（大学間共
用試験）により，各授業科目のシラバスに明示される学修到達目標の達成度について各学年で判定し，「憲章」に示される日本大学マインドおよび自主創造の８つの能力（汎
用的能力）への到達度に関しては，卒業の達成を測るための授業科目の修得状況や到達度をもとに段階的かつ総合的に判断する。

CP1 歯科医学と医療倫理の基礎的知識を修得し，社会人としての品格と医療人になるための自覚を養成する。
CP2 国内外の医療・保健・福祉の現状を理解し，基礎・臨床・社会医学の知識を基に，国際社会で活躍できる基本的能力を育成する。
CP3 幅広い教養と歯科医療に必要な体系的な知識を基に，論理的・批判的思考力と総合的な判断能力を育成する。
CP4 歯科医学の基礎知識を体系的に修得し，臨床的な視点で問題を解決する力を養成する。
CP5 研究で明らかとなる新たな知見と研究マインドをもとに，歯科医学の課題に挑戦する学生を育成する。
CP6 他者の意見を尊重し，明確な意思疎通のもと，円滑な人間関係を構築するためのコミュニケーション能力を養成する。
CP7 歯科医師の責務を自覚して，責任あるリーダーシップを発揮し，患者を中心としたチーム医療における適切なコミュニケーション能力を養成する。
CP8 各学年における学修で得た歯科医学の知識，技術および省察力をもとに，歯科医師として生涯にわたり学習する姿勢を育成する。

アドミッション・ポリシー （入学者の受入れに関する方針）
本学部では基礎学力があり，健康で多様性に富んだ資質を兼ね備えた人を求めています。学生同士が「切磋琢磨」して自己を認め合い，高め合うことで，歯科医療に求

められるプロフェッショナルをともに目指す意欲の高い人材の育成を行います。

AP1 自主創造の気風に賛同し自己研鑽できる人
AP2 医療人となる目的意識と高い倫理観をもつ人
AP3 自己の目標を実現する挑戦力を持ち努力する人
AP4 生涯にわたり学習意欲を持続し社会に貢献する姿勢をもつ人

教育方針

大正 5年 東洋歯科医学校創立
 9年 財団法人東洋歯科医学専門学校設立認可
 10年 同校を日本大学に移管
 11年 日本大学専門部歯科設置
 12年 関東大震災により校舎全焼
 13年 専門部歯科指定第1回卒業式
 15年 日本大学歯科医学校（夜間）設置認可

昭和 4年 歯科医学校（夜間）第1回卒業式
 20年 日本大学歯科医学校 制度改正により廃止（卒業第17回）
 22年 日本大学歯学部（旧制）設立認可　予科設置
 27年 日本大学歯学部歯学科（新制）設置認可
  日本大学専門部歯科廃止（卒業第29回）
 28年 歯学部（旧制）第1回卒業式
 29年 日本大学歯学部附属歯科技工士養成所設置
 30年 予科廃止による進学課程設置認可
 31年 日本大学大学院歯学研究科設置認可
  日本大学歯学部附属歯科技工士養成所認可
 33年 日本大学歯科技工士養成所（名称変更）
  日本大学歯科衛生士養成所認可
 36年 日本大学歯科技工士養成所　各種学校認可
  日本大学歯科衛生士養成所　各種学校認可
 41年 日本大学歯科技工士学校（名称変更）
  日本大学歯科衛生士学校（名称変更）
 51年 日本大学歯学部総合歯学研究所設置認可
 52年 日本大学歯学部附属歯科技工専門学校（名称変更）　専修学校認可
  日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校（名称変更）　専修学校認可

平成 17年 日本大学大学院歯学研究科2専攻を1専攻（歯学専攻）に統一
 18年 歯学部4号館（歯学部80周年記念館）竣工
 19年 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校3年制に移行
 28年 日本大学歯学部創設100周年

令和 4年 日本大学歯学部本館竣工

沿革
日本大学歯学部は，1916年（大正5年），佐藤運雄先生によって東洋歯

科医学校として設立されたことに始まり，2016年（平成28年）に創設100周

年を迎えた伝統ある学部です。その建学の趣旨は，医学的基礎に立脚した

歯科技術の向上と人格の教化であるとされています。設立当時，黎明期に

あった日本の歯科界において，佐藤先生は歯学を口腔に止めず，常に全身

と関連づけて学ぼうとする医歯一元論を提唱し，歯科界に一大潮流を形成

しました。

この理念は，本学部の校是として脈 と々継承されており，幅広い知識と視

野を持った数多くの俊英が巣立ち，わが国の歯学系大学のなかでも揺るぎ

ない地位を占めるに至っています。

日本大学歯学部の歴史

※日本大学教育憲章はP.2を御覧ください。

三つの方針は令和3年度現在のものです。

実施内容，申込方法等は歯学部ホームページでお知らせします。

歯学部ホームページで，歯学部紹介や模擬授
業の動画，バーチャル校内見学を配信しています。

Ｗｅｂオープンキャンパス
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