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歯科界の源流として
日本歯科大学は、中原市五郎によって、明治40年（1907）６月、公立私立歯科医学校指定規則に基づく
わが国最初の歯科医学校として創立されました。当時、歯科医療は黎明期にあり、｢学・技両全にして人格
高尚なる歯科医師の養成」を建学の目的としました。そして歯・顎・口腔の医学を教導し、学・術・道を兼
ねそなえた歯科医師を輩出し、歯科医学の進展、歯科医療の向上、患者国民の福祉に尽力しました。
私学として創立者の「自主独立」という建学の精神を継承し、平成30年（2018）に創立112周年を迎え
ました。この112年におよぶ歴史と伝統は、本学がわが国の

歯科界の源流

といわれる由縁であります。
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世界最大の歯科大学である
日本歯科大学は、現在、歯科医学
の総合的大学として、２つの歯学部
を有する唯一の歯科大学です。東京
と新潟の両キャンパスを合わせて、
２つの大学院研究科、２つの歯学部、
３つの附属病院、２つの短期大学、
および博物館などを擁し、学生総数
約2,000名、専任教職員数約1,000
名、および卒業生総数約20,000名
を数えます。
本学は、まぎれもなく世界最大の
歯科大学であります。

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇
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「生命歯学部」のフロントランナーとなった
日本歯科大学は、学部等の名称を『生命歯学部』に変更しました。これは、
歯科医学は生命体を学ぶ学問であり、歯科医療は生命体への医行為であるこ
とから、生命科学のレベルに相応しいネーミングとして、生命という２字を
冠したのです。これによって、歯科学生と歯科医師の意識を改革し、患者国
民の歯科に対するイメージを一新することを期しています。
フロントランナーとして投じたこの一石が、歯科界はじめ患者国民の意識
革命を促すものと信じています。
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20年後の
歯科界の風を感じる
歯科大学

新潟生命歯学部は、昭和47年（1972）の増設以降、次々と新し
いことに取り組んできました。
歯科病院に全国で唯一併設されている医科病院は、
「歯科で臨床
医学？」と思われていた時代に全国の歯科大学ではじめて医科病院
を開院しました。また、今から30年前、世の中が「これから高齢
化社会が来るかもしれない」と思いはじめたものの、
「歯医者の訪
問診療」など誰もが考えもしなかった時代から、在宅往診ケアチー
ム（現在の訪問歯科口腔ケア科）を行っています。
そして昨年には、外来患者を受けない訪問診療専門のクリニック

谏❁ ♧笝
Kazuyuki FUJII
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を近隣の三条市に歯科大学・歯学部としてはじめて開設しました。
このように、本学は、常に生命体との関連性や社会の変化に対応
できることを念頭におき、６年一貫性教育によるカリキュラムを編
成し、口腔と全身を診ることのできる、20年、30年先の歯科界で

建学の精神と目的
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生き抜ける歯科医師の養成を目指しています。
特に、世界でも類を見ない超高齢社会を迎えるにあたり、訪問歯
科医療や口腔ケアの施行、医師・看護師・薬剤師・介護関係者など
歯科医療従事者以外の多職種とも連携して地域包括ケアシステムに
順応できる地域密着型の歯科医師の育成を重視しています。
また、これからの歯科医師は、子どもから高齢者までの「食」を
指導する時代になります。 これに対応すべく、3年前より、食育・
健康科学講座を歯科大学でははじめて開設し、講義に取り入れてい
ます。
本学は、社会のニーズが「むし歯を治療する歯科医師」から「健
やかに生きるを守る歯科医師」へと大きく変化している時代に対応
する、この変化の風を感じる歯科大学です。
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㖈㸓؛،倜悻ؙحصؙٔ
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傈娎倜悻 SPIRIT

学ぶ

濼陎ה䪮遭כծ鮦⚕ך鰵ׅדկֿךָא湱גת
⸂涪䳸ׅדךׅկ劤㷕כדծ䎃ך濼陎ך统
䖤ծ♧菙侄肪禸猰湡ծ娎猰㛇燉禸猰湡ծ荅䎮禸猰
湡ؚٖהפ٦ָז־♳سծؕٔ׃חيُٓؗ
ָג㷕ׅתןկ濼陎כ䪮遭ך酅➰ֽדךזה
ַׅծ䗡䎿涸ח统䖤ָהֿׅ䗳銲ׅדկ㷕ךן
橆㞮ָ侭傈娎倜悻ד㷕׳׃דְַָכגד
ֲַկ

プロフェッションを意識した歯科医師を目指す
本学は創立以来、自立して歯科医療を担うことができる医療
倫理観をそなえた歯科医師の育成に努めています。医学の一領
域・人体の健康を担う医療人として、歯だけでなく生命体に対
する医療行為として学ぶことに力を入れています。

ために、PBLテュートリアル教育（問題基盤型学習）を積極的
に取り入れています。
また、第５学年での新潟病院の臨床実習と並行して保健所、
福祉施設、保育園でのフィールド実習も行っています。歯学生

新潟生命歯学部は、６年一貫制のカリキュラム編成にしたが

が医療チームの一員として医療行為の一部を行い、歯学生とし

い、一般教育から、基礎、臨床教育へと効率的で整合性のある

て責任を負うことによって、
歯科医師となるために必要な知識・

講義・実習を実施しています。

技能のみならず態度や価値観などプロフェッショナリズムを身

さらに、自己学習能力やコミュニケーションの能力を高める

につけることができます。

傈娎倜悻ד㷕ע
植䕵㷕欰ך㡮

10

磨く

粸鵤׃ծ呎孡ֻ״鎮箺ָהֿׅ䪮腉ך统䖤כח
妀ַׇתׇկ闌纏ַ׃ד统䖤׃濼陎ָ㹋统
يأ٦חؤ麊؎هעׅٝדزկְֻ״ծ㐻
欽♶ַה㐻欽כַהꟼ⤘ׇ֮תկ鎮箺如痥⛦ד
馉ִָהֿ〳腉ׅדךזկדתֹדծ⡦䏝
⡦䏝ٍٖثٝדהֿׅآծ娎猰⼔䌌ג׃הծ➂
ג׃ה㣐ⴖז䗼罣⸂熊ַׅתկֿ⸂⸕טתײ
ծ娎猰⼔䌌ךפ傍麣ֲ׳׃דְִהկ

育む

⳿⠓ְכծְא倜늫ׅדկ㣐㷕⳿ח⠓ְծأؙٓ
ً٦⳿חز⠓ְծ侄䌌⳿ח⠓ְծ䝕罏ׁ⳿ח⠓ְ
˘˘կׁ⳿זתׂת⠓ְדַזךծ鞢ַ➂ז䚍ה
侄균➂ךג׃ה稆균熊ֹծ娎猰⼔䌌⮚ךג׃ה
鋅陎균ֲָֿה㣐ⴖׅדկ傈娎倜悻ד麓ׅ׀

䎃ך㢳ֻ⳿ך⠓ְג״ח荈搫ה
չ䙼ְךװ䗰պ
ָ魦ֲ׳׃דהְֿגְאחկֿֿ➂כח肪
ְ׃לׅ橆㞮ָׅ֮תկ

The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata
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傈娎倜悻ד娎猰⼔䌌湡䭷ׅ
㖈㷕欰

0#

㼰א׆׃㣐㷕欰崞ח䢪ֹג䎃
欰♳ך峸ׁ䊩ծ湡垥ך娎猰⼔䌌

ח鵚ֹגְב䎃欰ך鴢募ば〸ծ
ג׃ծ倜悻氺ꤍד荅䎮灇⥜娎猰⼔
ְג׃䎂❁⯓欰⚥㣛ח劤㷕ך눁

⸂װ㣐㷕欰崞גְאח铂さג
ְ׃תկ

䏟锑⠓䔲儗ծ♳峸ׁכ䎃欰ծ鴢募ばכ䎃欰ծ
䎂❁⯓欰כ娎猰⼔䌌荅䎮灇⥜⼔

娎猰⼔䌌湡䭷כַֹֽ׃

♳峸խ䎂❁⯓欰ָ娎猰⼔䌌湡䭷׃
ֹכַֽ⡦ַׅד

䎂❁խ⚕鋵חה娎猰⼔䌌דծ㹋㹺ָ娎
猰⼔ꤍ׃דկ㶨ךו갦ַ⚕鋵⫴ך
ֻ㪦װ䝕罏ׁח䠬闐ֿׁהְג
鋅גծ➂זחךծ䠬闐ׁ➬
✲כ稆兦הזְ׃䙼ְ娎猰⼔䌌湡䭷
׃ת׃կ鴢募ば♳ה峸ׁכ

鴢募խ⬁㹋㹺ָ娎猰⼔ꤍדծ显ָ娎猰
⼔䌌ד嫡ָ娎猰遹欰㡦ְֲה橆㞮ד肪

֮הֿծ娎猰⼔䌌湡䭷׃ת׃կ
♳峸խ넝吤ד鹌騟罋ְִג儗חծ⼔
洽禸ח鹌הְ䙼גְגծ娎猰⼔䌌
֮ד显ח湱锑׃儗חչ娎猰⼔䌌וכ
ֲպיׅדהֿהկ

䎂❁խ傈娎倜悻כַֹֽⰅח

♳峸խ显ָ劤㷕⳿魦דךծ劤㷕ך
ֿה耀ְֿהչ⯓欰ךה騃ꨄָ鵚
ֻגծ簚ָזאך䓼ְַծ㖈㷕⚥
כ㼛勻㔭ְזכהֿպה،
♧ָהֿג׃أ؎غس殢㣐ְֹ
יׅדկ

鴢募խ劤㷕ָ僓ַ鏝㉏娎猰鏺洽⸂ח
Ⰵהְֿג濼ծַֿ넝룳爡

儗ָⴓהꞿְדך꧊⚥⸂ָ竲ַז

❨ךוז鿪⠓דַװֺחהծ⹈䓼ח꧊

䎂❁խיֲծ㣐㷕הךو؝䱇噟

䎂❁խ⬁暴䖉欰ⵖ䏝ָ֮挿הծ匌
⚥הְז׃ְַזֹד䙼ְ倜悻鼅
׃תןկ穠卓涸ח衅滠ְג㷕ךץ
ד劤㷕יׅדַ״דկ

♳峸խ䎂❁⯓欰כ荅䎮灇⥜娎猰⼔ז
ָׁׅתְגծג׃הֿזֲ״ךו
ְַׅדך

䎂❁խ㷕欰儗➿⥂ַזװכדꤹ鏺
洽גְאח㷕ָזןծ䭷㼪⼔דהך
㹋ꥷך䝕罏ׁך屚洽遤ׅתְגկ
鴢募խ荅䎮灇⥜娎猰⼔ֹהזוג׃ה
ָ♧殢㣐㢌ַׅד

䎂❁խ䎃欰כד氺ꤍ㹋统ד䝕罏ׁה
䱸ָׅדךׅծ灇⥜娎猰⼔כ娎猰⼔䌌

ְָך䝢ׅדկ

儗כꞿֻיזկ➙כ侄균猰湡ָ㢳ְ
ה䙼ֲדךծ莆ְָז猰湡כ꧊⚥⸂ָ
竲ַוְֽז׃ְַזծ➙䖓娎猰

חꟼׅ猰湡ָً؎ٝךֻגזח
דծ莆גֹג⳿荈搫ה꧊⚥⸂כ䭯竲
הזחֲ״ֹד䙼ֲ״կתծ

ⴓה׆꧊⚥כךׅꨇהְ׃䙼ֲֽ
וծⴓך䱇噟ד⚥ךꅾ銲؎هזٝز

כ䗳דךַ֮אְֻ׆ծֿ耀ֹ鷕
ׁזֲ״ְז鎮箺ֲַך➙䠐陎׃
יְְהׅגկ

鴢募խ䎃欰הזח嫣傈㹋统ָ֮ג

⯜ך鏩䭯׃ׅתְגծ䝕罏ַׁ
⯓כ欰ג׃ה鋅דךׅת顑⟣䠬فװ
ٍٖءح٦כ䠬ׄיׅתկדծ屚

洽ָ穄ꥷח疭겣דչֲ֮הָպ
ה鎉ծ汤ֻג㐣הַֿז
ָ何㊣ׁג䝕罏ׁך欰崞ָ㢌
ծ鞢ַהזח䙼ֲהծָװגה
ְָ֮יׅתկ

⹈䓼ך䝢ֿ֮

⠓ⴓךגאחזחꅿ氺ꤍ㹋统ז

䎂❁խ兛媮ך㣐㷕ךד䱇噟גְאח䝢

ծ暴䖉欰ⵖ䏝דאהמךַֹֽ

♳峸խⰋ鿇ָ㣐㢌ׅד疭
կ暴ח䱇噟

דו㷕חהֿץ눁⸂䠬ׄ׃תկת
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ׅկ䎂❁⯓欰כ

זַ֮כ

♳峸蝲ղ㶨Nanako KAMITSU
倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃

⻌嵲麣傑䊛䋐⳿魦

ךזחֲ״ׅ「꿀⹈䓼ך㹺鑐꿀

ֿ统ד䏟㷕ד⚥ָծׅדךז㣐㢌

ַהծדךׅתׄ䠬הזַ鹼

ְַֻתֲהׅהֲװד㹋统ח㹋ꥷ

ָךծ㨣ךך׃כָծさ呓ׅד
תְ䙼הְְהְֻג׃⹈䓼خ؝خ؝
կׅ

גְאח⸂눁ך傈娎倜悻

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃

⻌嵲麣劦䌽䋐⳿魦

կׅדַ葺דך琎

կׅתְגⰅחؕ٦鿇ح؟כ⬁鴢募խ
ַֿׅ⹛⡤ח佝铬䖓儗ז㣐㢌ד㹋统
ـؙٓծ׃ׅתֹד涪侔أٖزأדה
կׅתְ䙼הַ״גְגⰅח⹛崞
ְגⰅח宏岷鿇⬁ծיֲ䎂❁խ
⯓鰳倯װ⯓欰倯כ⹛崞ـؙٓծוֽ
⤘ծ❛ꟼדךֹדָָזאך簚ה

ծח剑䖓כדկיׅדًأأֶָָ䎢
מחׁ㷕欰ׅ湡䭷㣐㷕ךַֿֿ
זַ֮鎉ה

ָծ㼰ׅדך׃鑧׃㼰ֹׁ鴢募խ
⼔ծ娎猰֮הְֲֿהأؙٓך➂侧
ְָ⟗זגֽぢחְֲずׄ湡垥ה䌌

ծחꥷזחծ㼛勻娎猰⼔䌌דךְ
❛ז鋵㺘ה׆ג׃הずׄ娎猰⼔䌌⟗
麦ךկ♧欰ׅתְ䙼הְֻגְ崧ָ竲
㷕ׁծ涺ד橆㞮ךֹֿדָֻ㢳
ֲַ׳׃דְַָכגד

ծ㣐㷕כךׄ䠬גג♳峸խ䎃鸐
ًأؙٓծ׃ׅד橆㞮זي٦مزح،כ
⹈ֻծ׃⮚ׁזծ⯓鰳ծ⯓欰倯ز؎
גֽ⸔ְג㔭ד欰崞ד䓼
㣐㷕欰崞׃⯍㹋׃կⰅ㷕ׅתֻ
կׅתְ䙼הָ鷏

ًثٕوװծ*5侄㹓ד䎂❁խ㷕统

倵׃ծ⯍㹋וז،荅䎮㛇燉㹋统㹓؍ر
⼔娎猰דծ劤㷕מկׅתְג鏣ָ侭
կׅתְ䙼הְְֹג׃湡䭷䌌
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ָ֮䓼חծ鏝㉏娎猰鏺洽כך䙼ה
氺ꤍ㹋统ךկ䎃欰יׅדהְֲֿה
⸔ծ鏺洽酡׃ず遤ח鏝㉏娎猰鏺洽כח儗

麊㌀ך嵋嵙牸俑⻉牸כדկ㷕欰⠓ׅ
ָծ爡⠓穗꿀ׅדך֮ד㣐㢌֮

The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata

侭椚կ㹋统ך濼陎כךזⴖ㣐׆תկי״

זְ葺חծ暴וֻֽׁ֮䎂❁խ

⹈䓼גהծדךׅתָ֮⥜灇ך鏺洽

ֻ׃կ嚂׃ת׃⪵גִ罋⟰歗זת

ׅדְ׃ꨇכהׇֿׁؙٔٝה䎮㹋统

ׅדְ׃חֲ״ְזָֿהְז

ךגװ⡦כ䎂❁խ鿇崞

ׂתׁדָֽծ㷕欰ׅדך䵿ח

荅הֿ统דծ䏟㷕חַ׃䎂❁խ

הזוכ⸂눁ך劤㷕כ♳峸խ䎂❁⯓欰

׃תְֹגׇׁ幠䰾ךⰻ〡臻װ

תְגⰅח㷕欰⠓הأصذ♳峸խ炽䒭

կׅדְָ㢳הְֿ׃ꨇגֻז

ׅꟼחⴓꅿךծד铣侄猰剅ח

ַׅתְ䙼ה֮חֿ

鴢募㣐屎Taiga TSUJIMURA

ְָׂծׅדךְג׃椚鍑כד걧ה

鏝㉏娎猰ַגזח⼔կ灇⥜娎猰
կ׃תזח

ֿהזוכְ麩ךה鏺洽ך鴢募խ兛媮
ַׅד

حصِכׁ䝕罏כד鏺洽ך䎂❁խ兛媮
ְׅװ׃鏺洽ךⴓծ荈דךׅⳢ縧דز
ָծ鏝㉏鏺洽ׅתֹדָהֿא⥂㪦
䝕罏ךֹ㻅דسحكծװְׅ鮦כד
䊨㣗ְְծ㪦דךׅתְָׁ

ַծג׃侭椚הַ׃ג何濼陎
ّٝءٖ٦زأٌٝرךծ⯓欰תկי
乼⡲ךֿזֻծչזדֽ鋅

荈הְֻג鋅ָזִ罋ַպךׅ
תְ䙼הזחֲ״ְֻגֹד椚鍑ה搫
הְֿזַծדկׅ
ַ׃כחꥷךծדךׅתֹג⳿כ
ְֿזׁ馉䭯毟㉏挿ג׃㉏颵ח⯓欰
կיׅדⴖָ㣐ה

ծ傍鸞㹋騧ׅתְׂ׀ֲהָ֮鴢募խ
ךֲ֮挿կׅתְ䙼הְג׃
ֹגְב㕂㹺鑐꿀ָ鵚ָծׅד
ִ馉⛦חֲ״ךוכկ䎂❁⯓欰׃ת
ַ׃ת

ׅדְזְֽכגֻז׃Ⳣ縧ָז׃
ְׁ䝕罏זֹד勻ꤍחծ㛇劤涸תկי

ְגִ䫴氺孡ך➭ծדךׅד
䩪岣䠐ךծ稢䗰דךְָ㢳הֿׯ׃

կׇתְֽהְז遤屚洽ָזְ
ְ䙼ה実ׁ荅堣䘔㢌ַׅד
כ⸂눁ך劤㷕גהחկ鴢募ばׅת

嫰הוז㣐㷕ך➭ָ➂侧ךأؙٓ鴢募խ
؎ًأؙٓծדךֲ䙼הְזֻ㢳גץ
׃♧荜㔚穠ג׃鸐㹋统װⰋ㆞ָ䱇噟ز
ְגַぢחְֲ湡垥הծ娎猰⼔䌌ג
ّٝء٦؛صُى؝կיׅד挿ׄ䠬ה
堣ׅ鑧ת֮דת➙ծ֮균ֲ㹋统

ֻ⟗葺גׄ鸐㹋统הְ㷕欰זך⠓
הָ橆㞮ְֲկׅתֹדז
կׅתְ䙼הְ葺ג

⯓ծכز؎ًأؙٓ♳峸խ猘
ׅװ׃䱸דٔ٦سٖٝؿ⯓欰倯װ鰳倯
ךגָ䭯ָזאה➂ךֻծ㢳דךְ
⚥ך⯓鰳ךկ鿇崞ׅתְ䙼הָ葺ְ挿
➂ְג׃Ⰵ㷕ַג⳿㣐㷕ך➭כח
ֶגְוז➂ך⳿魦源זתׂתׁծװ
ָ䌴ָ䎢ךֻծ➂欰׃ָ嚂ךׅ׃鑧
կׅתְ䙼ה

䎂❁խ䝎Satoru HIRAI

䎂䧭䎃䏝խ倜悻欰ㄏ娎㷕鿇⼼噟

䀤源嚴⾱龾⳿魦

ֹהֹׅ䜁䫙הֹהׅ䎂❁խ⹈䓼
׃תְגֽאٔعًٔהֹכה
ָծׅדך鎉וק⯓הկ
ַծכח儗ָֿ֮הְזַ
ׅד✲ָ㣐הֿׅ鷄実הַ׃דת

ⴓךֿծչחꥷָ֮ⴓꅿזկ蕱䩛י
鿪さחⴓ荈הֲպְזׁ⳿겗כꅿ
תծ䔲儗כ➂ֲת׃גִ罋חֲ״ְ葺ך
ׇתְג׃挿侧ָ㸜㹀גְג鋅
㕂ח劤呓涸ַ䎃欰כ⬁կי׃ד

倜悻ד㷕עծ傈娎㣐ד㷕עծ㷕ךן椚䟝ָֿֿ֮ח

1.

充実した臨床研修の場――新潟病院・医科病院

խ傈劤娎猰㣐㷕倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ٍؗٝ
כחأػծ倜悻氺ꤍ⼔ה猰氺ꤍָ֮
ׅתկ倜悻氺ꤍכ娎ծ겚ծ〡臻ך筨さ

⼔洽倵鏣ׅדկ⼔猰氺ꤍכծⰻ猰ծ㢩猰ծ
羭뢘ㅰ㊬猰ָ֮ծ倜悻氺ꤍהず圫ח

Ⰵꤍ倵鏣ׅתִ⪒կ劤㷕ך㷕欰כծ
痥㷕䎃ֶֽח荅䎮㹋统ד倜悻氺ꤍ
כծ⼔猰氺ꤍד㹋统ָ֮
ׅתկ鵚䎃ך娎猰ⴓꅿכ〡臻זדֽ
ֻⰋ魦ח㢳ֻꟼ⤘ׅת׃կֲֿ״ך
ז儗➿׃⽯ח荅䎮㹋统ָ遤ִכך
倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ך㣐ֹז暴ꞿגזה
ְׅתկ

p28–29

խ痥㷕䎃ך荅䎮㹋统כדծ匌❨ך欰
ㄏ娎㷕鿇❛ה崧ָׅ֮תկ倜悻ך
㷕欰כ匌❨ך꣡㾩氺ꤍדծ匌❨ך㷕欰
כ倜悻ך倜悻氺ꤍծ⼔猰氺ꤍד㹋统
遤ִׅתկ

p27

倜悻氺ꤍךד䩛遭鋅㷕

倜悻氺ꤍ
倜悻氺ꤍד㹋统ׅ匌❨ך㷕欰

⼔猰氺ꤍךד䩛遭鋅㷕

2.

⼔猰氺ꤍ

在宅歯科診療の先駆け

խ倜悻氺ꤍכדծꤍ⟃勻㖑㚖娎猰⼔
洽ך䭁⯍׃תֹגחկ㻅ֹ
✲ךוז䞔ד勻ꤍְזֹד넝룳罏װꥺ
㹱罏㼎韋ג׃הծ䎃ַⰋ㕂

娎猰㣐㷕⯓ח꽀ֽגչ鏝㉏娎猰鏺洽պ
遤ׅתְגկ劤㷕ך㷕欰ծث٦
♧ךي㆞׃⸇ג׃הぐ㹺䏬װ倵鏣
תծ㖈㸓娎猰⼔洽ךꅾ銲䚍㷕ן
ׅתկת鎸䥉ח倜ְ׃䎃

剢ך匌傈劤㣐ꩍ拄ֻװכְכד鄃拄
㖑⼔ח㆞崢黎׃ծ〡臻؛،佄䴂崞⹛
זֻ❕װ倯ך娎猰涸魦⯋然钠ח
֮׃תկ
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p30–31

鏝㉏娎猰鏺洽

侄肪ծ倵鏣ծ橆㞮ծ荅䎮ծ灇瑔˘˘וזծ傈劤娎猰㣐㷕倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ך눁⸂כ侧㢳ֻׅ֮תկ
㷕ךן椚䟝ծ倜悻欰ㄏ娎㷕鿇זֶך暴ꞿ׀稱➜ְׅת׃կ

3.

学習に適したさまざまな施設

խ倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ך㷕ⰻכחծְחֿה峤箺ׁ㷕ךן橆

㞮ָׅ֮תկ剑倜*ך5堣㐻؍رًثٕوִ⪒يذأءװ،荅

䎮㛇燉㹋统㹓כ痥㷕䎃ַ㹋统ד⢪欽ׅת׃կ荈统ך㜥ג׃הծ
㔳剅긫װ佝铬䖓ך侄㹓״הכծ*5إٝة٦ծ㷕统㹓ծشىإ٦
㹓ծٖٓزأٝ(",64)0,6ؽٗװ٦דוז㢸鹼ֻדת㷕欰
ָ㷕ׅתְדկ

*5إٝة٦

5.

p16–17 p34–35

؍رًثٕو،荅䎮㛇燉㹋统㹓

国際交流を重視

խ傈劤娎猰㣐㷕⚅כח歲ךח㨝㧴吤٥⼿㹀吤ָׅ֮תկ暴ؕח

4.

安心・安全な女子寮も完備

խ㣐㷕ַ䖝娄ⴓְֲה窫㥨؛ٗך٦ّءٝח倜悻欰ㄏ娎㷕鿇倜
悻㻮㥍㶨㻮ָׅ֮תկؔ٦דؙحٗز盖椚➂ׁ䌢꽎ג׃
ְ؍ذُٔؗإדךׅתׅדٔثحغկ⯓鰳ず劍娎猰⼔䌌
湡䭷ְֲהׅ湡垥䭯㷕欰ず㡦ծחֹה畸ְさְծחֹה侄
ִさְծחהָזְ֮׃ת⸠חֹה㷕欰欰崞麓ׅת׃׀կ娎
猰㣐㷕ךכדז䪮䊨㹓㸣⪒ׅתְג׃կ㥍䚍Ⰵך㻮〳ׅדկ

p44

倜悻㥍㶨㻮

6.

国内唯一の医学博物館

խ⼔⽆ך暟긫כծ傈劤ⴱךծת㈓♧⼔ך㷕⽆暟긫ג׃ה䎂䧭⯋䎃

ُءح؍ذٔـ֮חتش٥ٗ؝ٝؽ،㣐㷕6#$כה琎噰涸❛ח

剢ח긫׃ת׃կ娖〷涸项俱〷俱鸐ׄ⼔ג㷕〷

㣐㷕ծ⚥㕂ך㔊䊛㣐㷕螟銮〡臻⼔㷕ꤍהוז渿❛ח崧תְג׃

הֿ湡涸ׅתְג׃הկ娎猰׆זךծ⼔㷕װ讒㷕חꟼׅ

崧遤ׅתְגկחַקծ〴弨⚥ך㿊⼔㷕㣐㷕ծسؼوך؎ةٝ

ׅկתծ*640)〡臻⥂⨳ךך㕂ꥷ㨝㧴吤鸬さ穠䧭׃ծ
ؚٗ٦זٕغ㷕遭㾜遤ׅתְגկ

p36–37 p42–43

ُءح؍ذٔـ٥ٗ؝ٝؽ،㣐㷕❛ךפ䳔殅㷕 ⚥㿊⼔㷕㣐㷕❛ךפ䳔殅㷕

7.

侄肪灇瑔׃ծ〷俱♧菙Ⱅ״חהֿׅծ㷕遭俑⻉ח㺔♷ׅ

〷俱⚅秀ַ植㖈ךדת匌銮ך〢⼔剅ծ嵤⚅窩ծ⼔洽㐻唒㐻Ⱗծ
讒溏匢ծ⽩硯וז秈 挿㾜爙ծ⥂盖ׅתְג׃կ

⼔⽆ך暟긫

魅力あふれる都市、新潟

խ傈劤嵲⩎剑㣐ך鿪䋐倜悻կדַז傈劤娎
猰㣐㷕倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ٍؗٝכأػծ倜悻䋐
⚥㣛⼒ך筮㢳ֻ婍⡝㸓遳ׅת֮חկ倜

˫

ָ⚛ןծ㢳ֻׅתְגֺחד➂ךկ❛鸐
ך،أإؙ葺ֻծ匌❨כדת倜䎌简ד秈
儗ծ尣篖⻌װ嵲麣ח倜悻瑞庥ַ湫遤⤑
ָ֮דך瀉儗ד遤ֹ勻ׅתֹדկ倜悻䋐



倜悻䋐ءךٕٝن蠜➿堀

ⰻכ孡⦪琑דַװծծ剢ד宔挿♴ח





ֻזרקכהֿזծꨒ㼰ֻזծ⡝ׅװ
ְ橆㞮ׅדկׁחծ倜悻源ⰻה׳כח



駈⠼לׇל눁⸂涸ז錁⯔زحهأ㢳ֻ֮



ծⱴ؍ؐכחٝة٦هأ٦خ孡鯪ח嚂׃

p56–57

倜悻䋐剢ⴽ䎂㖱孡庛_ 孡韋䎟锃ץ



悻꼾ワ鴟כ㣐㘗䏄莧ؿװ؋ّءحٝוזٕؽ

ׅתկ

p58

剢

剢

剢

剢

剢

剢

剢

剢

剢 剢 剢 剢

ؐ؍ٝة٦هأ٦خ嚂׃
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倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ך䎃

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ך䎃כծ濼陎ך统䖤ծ䪮遭ך统䖤ָזהֿׁכծⰋ➂涸⼔洽ծ䝕罏ׁך甧㜥ח
䗰֮⼔洽➂♶ח֮ד〳妀؛صُى؝ז٦ّءٝ侄肪ꅾ鋔ׅתְג׃կ

荅䎮禸ך娎㷕侄肪⚥䗰ג׃הծׁ
⼔ח洽锷椚⼔װ洽岀䖒㷕ծꦄ䱸猰
㛇燉禸ֶן״荅䎮禸ך猰湡ד圓䧭ׁ
㛇燉禸ך娎㷕侄肪⚥䗰חծ椚禸ך
鼅䫛猰湡װ荅䎮䗰椚㷕ծׁח㕂ꥷ

䚍剣⼔ׅ洽➂肪䧭ׅծ
⼔洽薉铂٥薉铂⠓鑧侄肪遤ְג
⼔ 洽 ➂ ⴱ 劍 侄 肪  ה铂 㷕 侄 肪ծ

ׅתկ

1#-ُذ٦ٔز،ٕ侄肪遤
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1
㷕䎃
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欰⡤暟颵⻉ך㷕
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㷕䎃
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荅䎮鏺叨٥嗚叨㷕

倜悻氺ꤍכדծぐ猰ٗ٦ذ٦ّءٝ倯
䒭תדծֹ稢זַװ㹋统遤ְת
ׅկ筨さ鏺洽猰כד鏺洽✲䬐䔲ׅ
ֿדהծ♧菙娎猰ծ鏺洽ך㛇劤涸⾱椚

椚鍑׃ծ㛇劤涸荅䎮腉⸂统䖤ׅת׃կ
⼔猰 氺 ꤍכדծⰻ猰ծ㢩猰ծ羭뢘ㅰ㊬
猰ךぐ猰ד荅䎮㹋统ָ֮ծⰋ魦㷕ע
顜ꅾז堣⠓ָׅ֮תկתծ鏺洽㉏겗

ך鍑寸倯岀㷕ע1#-ծ5#-侄肪遤
ׅתְגկ

5
㷕䎃

荅䎮氺ꤍ㹋统

䎃ד㷕娎猰㛇燉禸猰湡ה荅

䎮禸猰湡窟さ׃ծⱄ然钠ׅת׃կ

娎猰⼔䌌

ג׃娎猰⼔䌌ג׃ה䗳銲ז濼陎
魦ֽאחծ娎猰⼔䌌㕂㹺鑐꿀זח
ִׅתկ

6
㷕䎃

筨さ猰湡
筨さ猰湡Ύ
筨さ猰湡Ώ

荅䎮灇⥜

㕂㹺鑐꿀

㣐㷕ꤍ

カリキュラムポリシー
խ䒉㷕ך礵牞֮דչ荈⚺杝甧պהךծءٔهوٗف؍ر٦㷕⡘䱇♷倯ꆙ
ח䲓➂־勞肪䧭חׅծ⟃♴ך鸐يُٓؗٔؕ箟䧭ׅתְג׃կ

Ӫءٔهوٗف؍ر٦麦䧭ךծⰋחأغٓء䱇噟猰湡ⵋך麦湡垥ծ㷕统倯殛ծ
鐰⣣倯岀僇鎸׃ծ㷕统鎘歗䲿爙ׅת׃կ

Ӫ娎猰⼔㷕ה欰ㄏ⡤ךהꟼ鸬䚍䙀걧♧ְֶח顐侄肪㹋倵ׅת׃կ

Ӫⴱ劍侄肪ג׃ה娎猰⼔㷕欰ח䗳銲ז荈搫猰㷕ծ➂俑٥爡⠓猰㷕ծ铂㷕侄肪ծ
䞔㜠猰㷕侄肪遤ֲחההծ⼔洽➂ך㛇燉؛صُى؝זה٦ّءٝ腉⸂ծ
⧌椚錁ծחيؤٔشّءحؑؿٗفꟼׅ侄肪㹋倵ׅת׃կ

Ӫ⼔洽薉铂؛صُى؝٦ّءٝ㷕统װ㨝㧴吤ךפ瀉劍殅㷕״חծ⼔洽䖞✲罏
ךג׃ה㕂ꥷ䠬鋙ꅕ䧭ׅת׃կ

Ӫ-#1-5%#BTFE1#-״חծ锷椚涸䙼罋ח㛇㉏ֻב겗鍑寸腉⸂ծ猰㷕涸䱱
瑔䗰균䧭ׅת׃կ

Ӫ娎㷕侄肪ٌٕر٥؝،٥ؕٔيُٓؗ㛇劤׃ה㛇燉⼔㷕ծ荅䎮娎猰⼔㷕ח

ꟼׅ侄肪㹋倵חההׅծ荅䎮腉⸂ך统䖤׃ׂ㛇燉ה荅䎮窟さ
׃侄肪㹋倵ׅת׃կ

-#1ך㹋倵

LTD Based PBL

Ӫ鏺洽⸇㘗荅䎮㹋统ך彊⪒侄肪ג׃הծ荅䎮㹋统ח荅䎮娎猰㷕ך闌纏״ח

濼陎ך统䖤׆זךծ荅䎮㛇燉㹋统
ُٖىء٦ّءٝ㹋统״ח䪮腉٥
䡾䏝ך统䖤湡䭷׃侄肪ծ⼔חןז洽♧ךؿحةأ㆞חׅ⸇ג׃ה䗳
銲ז爡⠓娎猰㷕ך侄肪㹋倵ׅת׃կ

Ӫ㷕欰ָ⼔洽׃⸇ג׃הؿحةأծ♧ך㆞ג׃ה鏺洽噟ⴓ䬐ָז׃ծ
娎猰⼔䌌ךג׃ה濼陎٥䙼罋岀٥䪮腉٥䡾䏝ך㛇劤涸ⰻז㺁㷕ע鏺洽
⸇㘗荅䎮㹋统㹋倵ׅת׃կ

Ӫ馄넝룳罏爡⠓صך٦חؤ㼎䘔ֹד娎猰⼔䌌湡䭷ג׃ծ鏝㉏娎猰鏺洽ך荅
䎮㹋统㹋倵ׅת׃կ

ӪⰋ魦盖椚ֶ➭ן״耵珏鸬䵿䌢ח䙀걧ְֶח荅䎮㹋统㹋倵ׅת׃կ

Ӫ侄肪铬玎ך鹌秷㻢叨גְֶחծחأغٓء湡垥ג׃ה䲓־腉⸂黝姻
ח鐰⣣ׅת׃կ

խ-#1-5%#BTFE1#-כծ-5%鑧׃さְ㷕统岀ח㛇ֻב1#-ُذ٦

˟ءٔهوٗف؍ر٦כ1ח䲓鯹

ٔز،ٕ
㼰➂侧ⵖד遤ֲ㉏겗㛇湍㘗㷕统דהֿךծ1#-ُذ٦ٔز

،ٕך鹌⻉䕎ג׃ה劤㷕ד涪ׁծⰋ㕂גⴱד㹋倵ׅתְג׃կ

劤㷕כדيُٓؗٔؕךծⴱ䎃如侄肪佄ִ䱇噟猰湡֮דאהמך
痥㷕䎃ך娎猰⼔㷕Ⰵ怴统ד-#1遤ׅתְגկ

5#-䱰欽

Team Based Learning

B E S T
LECTURE

ٍثؙٖزأك٦颣
「խ颣

䎃㼭⯢娎猰㷕
♲櫔⠼⛲闌䌌
Shinya SANPEI

խ植㖈ծ痥։㷕䎃ך闌纏䬐䔲ׅתְג׃կ暴חծ闌纏⚥ך
דꅾ鋔כךְג׃ծ鋔鋙涸ׅדׁׅװַזկ㼔欽铂
ְַׅװ鎉衝ד铡僇הֿׅ㣐ⴖָׅתְג׃חծ؎ٓزأ
ⱖװ溪וז鞢㺡ח䲿爙דהֿׅծ״㷕欰ך椚鍑ָ帾
ׅתְג⸕חֲ״կ

խ➙㔐ծ痥㷕䎃ך䱇噟ٍثؙٖزأكד٦颣䬻「׃ת׃կ
խ劤㷕כד-#1ִ⸇חծ5#-䱇噟ד䱰欽ׅתְג׃կ5#-כ㼰➂侧
ⵖך1#-䎢ְ侄㹓♧דוז俕ח遤ֲָׅדךծ-#1הず圫ח荈⚺

涸ז㷕统ָ〳腉ז䱇噟䕎䡾דծ״㼔䚍ך넝ְُث٦ة٦㉏הך
겗鍑寸㘗ך㷕统遤ְׅתկ

ֿך㷕䎃כ娎猰⼔䌌㕂㹺鑐꿀ח湫穠ׅծ㣐㢌⯔司ח䙼ְת
ׅկָז׃ַ׃ծ㷕欰ַך䪟ⴻ涸ז䠐鋅ַָז鏬֮כד
ׇתկ「颣ח弫駈׆ׇծׁזぢ♳湡䭷׃ծ㷕欰侄肪ח
㽴⸂הְְֹג׃罋ִׅתְגկխ

Ӎٍثؙٖزأك٦颣˘㷕欰״ח،ٝ؛٦ز穠卓ַծ嫣䎃剑鐰⣣ך넝ַ闌纏ח㼎ٍثؙٖزأك׃٦颣䱇♷ׅתְג׃կ
The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata
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♧菙侄肪禸

医
療
人
と
豊 し
か て
な の
人
間
性
を
育
む

小田 都和
Towa ODA

―

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃

倜悻源募♳䋐⳿魦

խ痥㷕䎃ؿך؋ًٝتٕٝؗإٔة㹋统כדծ㹋

琎噰涸《ח穈׃תֹדָהֿկ

猰勞俱ח鍗ׅתկ傍劍荅䎮㹋统כדծ氺ꤍⰻ鿇

⹛דהֿⰅחծ㣐㷕ⰻ⯓ךד鰳װず秷欰❛ה崧ך

ꥷחٙ⸇أؙح䊨׃瀖芀⢪欽וזׅծ娎
鋅㷕ג׃鏺洽植㜥ךꨜ㔲孡ח鍗דהֿ娎猰⼔䌌
זה荈ⴓך㪦䟝⫷ׅתֹדָהֿׅկ

խתծ闌纏כד⚥ך䖓劍ַ㨣ת勞俱猰㷕ָ㥨
ֹ׃דկⴱג㷕ע㼔ך猰湡דծ娎猰勞俱ך㛇

劤㷕统דךֹדָהֿׅծגה莆帾ֻծ

20

խ鿇崞⹛כ띾ꂏ㷕ؚٕٝחس䨽㾩ׅתְג׃կ鿇崞
鰵䎢כךֹדָהֿ־ծ띾ꂏ㷕ؚٕ
ٝכדسծٙ٦ك؎ךוזفحّءؙٝ➭דز㣐㷕
➂ך麦⟗ה葺ֻׅתז

խ㣐㷕鵚ֻכח嵲ָ֮ծ㢳ֻך荈搫ח㔲הת
ג葺ְ橆㞮ד㷕统ׅתְגֹדָהֿׅկ

♧菙侄肪禸侄䱇

大学に入学してまず学ぶのは、一般教育系科目。幅広い教養に裏打ちされた豊かで
個性的な人間性を養い、歯科医学を学ぶために必要な知識を習得します。
第１学年から第２学年にかけて、医療人初期教育、人文・社会科学、自然科学、語

ⴱ䎃如侄肪䬐䔲

ꞿ 歊 価 ✿ 侄肪㷕⥜㡦٥⽆㡦宏欵㷕

学教育、情報科学の５項目を、効率よく編成された時間割にしたがって、週５日間に
わたって学びます。
さらに、診療、研究で使用されるコンピュータ技術、ネットワークについての基礎
的な理解をするためにコンピュータ実習も行われます。
第１学年はクラス別編成で少人数授業が行われ、学生間の交流も盛んです。

荈搫植韋ך侧㷕

㹋欽⼔㷕薉铂

娎猰⼔㷕Ⰵ怴统-#1

Ӝ䎃欰ַ爡⠓ד崞鬨ׅ
娎猰⼔䌌⯓ך欰倯ך鑧
耀ֹծٔشّءحؑؿٗف
גְאחيؤ陽锷הֿׅ
ד娎猰⼔䌌ך爡⠓涸⢪ㄏ
钠濼׃ծ
耵顑荈鋙ׅת׃կ

MESSAGE

ه؟٦ة٦ַإحًך٦آ

❈זו稢דהֿז
ه؟٦ׅת׃ز

痥㷕䎃ه؟٦ة٦

床剙⣇㶨⸔侄
Yuko WATARAI

倜悻氺ꤍ筨さ鏺洽猰

խ㣐㷕Ⰵפ㷕הׅծךדת欰崞כה殯זծ倜ז橆㞮ד
ّءحؑؿٗفٝ

ך欰崞ָ㨣ׅתתկ嚂ה֮הְֿ׃䙼ְָׅתծ♶㸜ֿז
ׇת׃ַֻג⳿הկדֿծ猘ه؟٦ة٦כ痥
㷕䎃ַ痥㷕䎃ךדת䎃ծ㷕统٥欰崞ه؟ךד٦ز
遤ׅתְגկ劉הֹכ饯ֹג闌纏⳿פ䌎ְַגֹדծ굸

✲ךוזְַגהַ׃כ㣐㷕欰崞ך㛇劤זהַծ
闌纏װ㹋统ְַגְֽגְאכחծ➂ꟼ⤘ծ鿇崞⹛ծ⯓鰳ה
؛صُى؝ך٦ّءָٝ♳䩛ֻדתוזְַגהծ锑װ

ً٦ٕ鸐ׄג然钠ְֹׁגׇծ،ׅתְג׃أ؎غسկ
խ痥㷕䎃כ䎃ך娎㷕鿇㷕欰欰崞ךגְֶח㣐✲ז㛇湍זה
㷕䎃׃ׅדծ䎃ך欰崞统䢪魦ֽאחծ㷕统统䢪统䖤ׅ
㣐✲ז㷕䎃ׅת֮דկه؟٦ة٦ג׃הծ⹈㷕٥欰崞ז
דו㔭װֹה䝢חֹהծ❈זו稢דהֿז鋵魦ח鑧
ֹדָהֿׅ魦鵚ז㶷㖈ג׃הծ剣䠐纏ז㣐㷕欰崞鷏״
ֲه؟ח٦ׅתְֹג׃زկ

ه؟٦ة٦ⵖ䏝˘˘痥ծ痥㷕䎃ך劍ծ։せך㷕欰ח㼎׃ծせך
ه؟٦ة٦荅䎮禸蕯䩛侄㆞ꂁ׃ծ㽟㷕⚥⹈ך㷕٥欰崞⚕ه؟ך٦ز
遤ׅתְגկ
稢脄ך欰暟㷕

The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata
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娎猰㛇燉禸

歯
科
医
療
の
徹 基
底 礎
し を
て
学
ぶ

川名 葉子
Yoko KAWANA

―

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃

倜悻源倜悻䋐⳿魦

խ痥㷕䎃כדծ䎃如ד㷕זֲ״ְד侄균猰

ג倜ז涪鋅װ嚂׃鋅⳿ָז׃㷕统הֿׅ

ךծ䱇噟侧װ䱇噟猰湡ך㟓⸇״חוז㣐㢌ד

խ㹋统כծ⹈䓼كثٌךפ٦ّءٝדךָ♳ծ

湡זֻזוהקכ㼔涸ז猰湡ָ㟓ִׅתկ
ָׅת֮כծ⼔洽禸ך濼陎♧孡ח㟓ָהֿׅװ
ֹדծ娎㷕欰֮ד㹋䠬ָ弇ְׅתֹגկ

խ䖓劍כח鍑ⶅ㷕㹋统װ椚䊨㷕㹋统ְה㹋统
֮דךծ㹋ꥷח湡ד鋅ָזծתծ鍗ָז
㷕ֹדָהֿעծחדת㷕濼陎ך㹀滠׃

22

ָׅתֹדկ

㷕欰גהגהח顜ꅾז儗ה֮ד䙼ְׅתկ
ג׃ծ㹋统כד㢳ֻ⯓ך欰倯׀ח䭷㼪ְךֻ
דծ⯓欰ה鑧ׅ儗ָ㢳ֻׅתזկ⯓欰倯תׁה
ׂזת⠓鑧ָהזחֲ״ֹדծ״㷕吤ָ嚂׃
ֻהז䙼ְׅתկ

歯科基礎系科目では、歯科医学の専門的知識をより深く追求します。授業は、講義

䕦 㿊 䎗 歑

と実習がセットになって行われ、実習では、教員の数もより多く、きめ細かな指導が

瘁 䊛 ♧ 龤

特長です。これらを通じて、これからの歯科医療人としての見識と、幅広い知識と技

瀖㿊䊻㋐㣗

術の習得を目標としています。

⡟ 谏 纏 薉

第１学年から第４学年にかけて、種々の科目を履修します。例えば、歯科理工学は、

啾 歊 顜 ꧅

歯科における材料ならびに器械・器具についての基礎科学と応用科学を学びます。口

䀤 歊 䏿 歑
袅 㙹 ㉔ 䕤

腔解剖学は、解剖学とは別に、頭頸部の骨、顎の関節、筋、脈管、神経、内臓、歯と

⟗募⨳✳龤

歯周組織、咽頭および喉頭などを集中的に学びます。歯科症候学演習は、歯科医学と

㼭 匟  僇

社会の急速な進歩とニーズに対応するために、総合・実践的知識、自己・生涯学習の

㣐 擓 ♧ 㣗

習慣、問題発見・解決能力、コミュニケーション技能・態度を身につけます。

娎猰㛇燉禸侄䱇

鍑ⶅ㷕⽆㡦
⼔㷕

鍑ⶅ㷕娎㷕⽆㡦
鍑ⶅ㷕娎㷕⽆㡦
欰椚㷕⽆㡦
娎㷕

欰⻉㷕⽆㡦
⼔㷕

氺椚㷕⽆㡦
娎㷕

䗍欰暟㷕娎㷕⽆㡦
讒椚㷕娎㷕⽆㡦

遹欰㷕⽆㡦
娎㷕


娎猰椚䊨㷕娎㷕⽆㡦

娎猰氾⦪㷕怴统5#-

娎猰椚䊨㷕㹋统

〡臻鍑ⶅ㷕㹋统

ه؟٦ة٦ַإحًך٦آ

MESSAGE
ӜӞؿ؋ًٝتٕٝؗإٔة
㹋统כⅠ؛صُى؝٦ّء
ٕٝؗأהⅡ
عٝؗأس
ָٕ֮ծ娎猰ך㛇燉זה
㹋统痥㷕䎃ַ遤ג
ְׅתկ

״葺ְ㷕欰欰崞
鷏ח

痥㷕䎃ه؟٦ة٦

廓խ螟窩⸔侄
Hanae MINATO

ؿ؋ًٝتٕٝؗإٔة㹋统Ⅰ

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇
娎猰⥂㶷㷕痥闌䏟

խ痥㷕䎃כד痥㷕䎃״侄猰侧ָ㢳ֻ㟓ִծ
⼔㷕٥
娎㷕ך㼔涸ז猰湡ך㷕统ָ㨣ׅתתկ痥㷕䎃ד䖤
㛇燉涸ז濼陎㕼〴חծ״帾ְ濼陎椚鍑׃ծ统䖤
ָהֿׅ実ׅתկ痥㷕䎃ך䗁统ֿהְ׃
ָׅדծ⼯⚥ח䏟㷕ծ⼯䖓ח㹋统ծ佝铬䖓כ鿇崞ה
הז荈统ׅ儗כꣲׅתֹגկ➭ח鑐꿀ծ
ٖه٦

ز䲿⳿ծ鿇崞ך㣐⠓֮וזծ荈䊹盖椚ֹֿד
ָה㣐ⴖׅדկ

խ猘ه؟٦ة٦כ痥٥㷕䎃鸐ג׃㷕欰ך欰崞
ծ⹈䓼ך،ׅתְג׃أ؎غسկ痥㷕䎃ַ䬐
䔲㷕欰ה䱸⦐דהֿׅ䚍䪾䳢׃ծ⦐ղח䘔ׄ欰崞
统䢪⹈װ䓼岀魦ח滠ֽהծ痥㷕䎃ד荈䊹盖椚ָ姻
ֻ׃遤ֲֹֿדָהծ荈歋儗ָ㟓ִׅתկ

խ⯍㹋׃嫣傈麓׃׀ծ״葺ְ㷕欰欰崞ָ鷏״
ֲ礵♧匈ه؟٦הְ׃ز䙼ְׅתկ
ؿ؋ًٝتٕٝؗإٔة㹋统Ⅱ
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佐久間 慎
Shin SAKUMA

―

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃

倜悻源募♳䋐⳿魦

խ痥㷕䎃כדծ䎃如הדת嫰גץ㹋统儗ָ㢳

㣐䧭ג׃הծ$#5װ04$&Ⱏְה欽鑐꿀ָ֮ծ

统遤ֲֿדהծ䏟㷕ד㷕חׁהֿ帾ֻ椚

ח魦ׇתזלֽזֽאחկגה㣐㢌ָׅד

ֻծ䎃ךيُٓؗٔؕך秈⼱ⴓׅת⽑կ㹋
鍑ׅתֹדָהֿׅկתծ荅䎮禸ך猰湡ָ㟓ִծ
㹋统㟓ִג״חהֿծ娎猰⼔䌌湡䭷ְהׅ
ֲ湡涸䠐陎ךה⢪ㄏ♧״㾴䠐陎זחֲ״ׅ
ׅתկ

խת䎃如ך䖓⼱כחծ䎃ד㷕ךהֿ꧊
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䎃欰ךד氺ꤍ㹋统ח荅ח濼陎ה䪮腉ׁ
荅䎮㷕كثٌאחע٦ّءָٝ♳ָծָװ
ְ䠬ׅׄתկ

խת䎃欰כד鿇崞⹛גְֶח植䕵ג׃ה剑䖓ך

䎃ׅתזהկ⹈䓼װ鿇崞ד䘏ְ׃傈ղָׅדծ
㣐㢌⯍㹋׃㣐㷕欰崞鷏ׅתֹדָהֿկ

臨床系科目は、一般教育系科目と歯科基礎系科目で習得した知識と技術をもとに、

倜 嵲 菓 ♧

臨床に即した知識と技術を習得し、豊かな人間性を持った歯科医師を養成することを

娎猰荅䎮禸侄䱇

⡟ 谏խ 耆

目指しています。

㼭 ⳿խ 꼔

臨床基礎実習は、最新設備をそなえたマルチメディア臨床基礎実習室で行われます。

床 鼵 俑 䕕

すべての学生の能力を最大限に引き出すため、学生８名に対して教員１名という、き

歊 ⚥խ 䕤

め細かい指導体制が整っています。

谏 ❁ ♧ 笝

医科病院には、内科、外科、耳鼻咽喉科があり、口腔のみにとどまるのではなく、

黅 谏 佴 ㆂ

全身を総合的にとらえて治療しなければならない、という日本歯科大学の基本的な考

㼭 喽 ♧ 剼

え方がここにも表れており、医科を学び次のステップの病院実習へと進みます。

娎猰⥂㶷㷕娎㷕⽆㡦
娎ワ氺㷕娎㷕⽆㡦

娎猰酡笭㷕娎㷕⽆㡦
娎猰酡笭㷕娎㷕⽆㡦
〡臻㢩猰㷕⽆㡦
娎㷕

娎猰띾ꂏ㷕⽆㡦
娎㷕

娎猰瀎姻㷕娎㷕⽆㡦

娎猰佝㼗简㷕⽆㡦
娎㷕


娎ⱟ酡笭卹䊨纏娎㷕
㹋统

娎猰⼔ⰻךך猰㷕

MESSAGE
傍劍荅䎮㹋统Ⅰ

鿇ⴓ䎮纏娎酡笭㷕㹋统

侄鿇ꞿַإحًך٦آ

儗➿ח㼎䘔ֹד
➂勞균䧭

⚥⾱խ颩侄䱇
Ken NAKAHARA

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇
侄鿇ꞿ

խ娎猰⼔䌌ךזח䎃כחծ㷕גֻזל

ָהְֿזזכ㢳ֻׅ֮תկ㣐ֹֻⴓֽהծ
濼陎ծ䪮腉ծ䡾䏝ךׅתזחאկ濼陎ծ䪮腉
חꟼכג׃ծ闌纏װ㹋统ךד㣐⼱魦גֽאח
ְֻֿׅתֹדָהկָז׃ַ׃ծ䡾䏝⥜ך䖤
כꬊ䌢חꨇֻ׃ծ؛صُى؝ד⚥ך٦ّءٝ
ָٕؗأծ娎㷕鿇⼼噟儗ך腉⸂ג׃ה剑♶駈׃
הְג鎉ׅתְגկ劤㷕כדծ⼼噟䖓鋅
䰘ִծٕؗأך،גⰅ⸂חفح侄肪遤
ׅתְגկ

խֿכַծׁזתׂת耵珏⼔ךה洽鸬䵿ָ䗳
銲ֻגזה儗➿ׅדկ؛صُى؝٦ّءٝأ
ָٕؗծ➙⟃♳חꅾ銲鋔ׁ׳׃דזחֲ״
Ӛ荅䎮禸猰湡כח⚥ך傍劍荅䎮㹋统Ⅰ
ָ֮ծ痥㷕䎃ַ倜悻氺ꤍ٥⼔猰
氺ꤍד㹋ꥷ⼔ך洽ך㜥鋅㷕ׅת׃կ

ֲկֿחֲ״ךծ儗➿ח㼎䘔ֹדծ䠐䙼ך⠗麦װ
荈䊹邌植ָ➂ֹד勞ָ実ׅתְגկ爡⠓
صך٦חؤさֲ⼔洽➂ծת爡⠓ח顀柃ֹד娎
猰⼔䌌肪䧭ׅծ猘כ傈ղծ㷕欰䭷㼪
ׅתְג⸕חկ
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山口 みづき
Mizuki YAMAGUCHI
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倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃
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纇꼛源넝䃵䋐⳿魦

խ痥㷕䎃הזח㣐㷕氺ꤍךד氺ꤍ㹋统ָ㨣ת

ָׅծ⯓欰倯װワךؿحةأך倯ղְגֽ⸔ח

钠׃ծ״椚鍑帾ׅתֹדָהֿկ氺ꤍ㹋统

ֹ׃תկ

ׅתկ➙דת闌纏װ㹋统ד㷕הֿ荅䎮ⱄד然
כד娎猰ך걄㚖ֻזדֽծⰻ猰װ羭뢘猰ְה
⼔猰氺ꤍךד㹋统֮ծ娎Ⰻה魦⨳ך䏿ך帾ְꟼ
何ג㷕ׅתֹדָהֿעկ鏝㉏娎猰鏺洽ח
ֹד⸇ծث٦⼔ي洽ך㣐ⴖׁ㷕ׅתץկ

խ㹋ꥷח䝕罏ׁך鏺洽遤ֲגהכך筜䓸ת׃
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ֹծ䝕罏ׁה䱸ְָװׅ䠬ׄדָהֿ
խ氺ꤍ㹋统ד傈ղ⼔洽植㜥ך瑞孡䠬ח鍗ず劍ⴖה
煔楁熊ד⚥ְֻג׃ծ荈ⴓָ⼼噟䖓זו娎猰⼔䌌
ְַזחծכחךת⡦ךְְ׃
ַծⰧ⡤涸ז㼛勻罋ִֹדָהֿ顜ꅾז䎃
׃דկ

５学年に進級すると、実際の病院で臨床実習がはじまります。歯科医師への道も、

㣐 畾 ꧇ 䎢

いよいよ見えてきます。

⼔猰荅䎮禸侄䱇

✿⼧䆀俑꧅

新潟病院では、総合診療科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科、歯科麻酔・全身管理

㣐 馉 畍 グ

科、放射線科、訪問歯科口腔ケア科、口腔インプラント科があり、ローテーション方
式でそれぞれの科で、実際の検査や治療を通じて、患者の立場に立った医療人として
げています。

鏺洽猰侄䱇

㿊 〡խ 儙

〡臻㢩猰娎㷕⽆㡦

㼇 歊 ㆞ ➂
䑜 㸜 ♧ 䕕

わりを意識した実習をとおして、総合的で実効的な実習として教育効果をあげていま

ⰻ猰㷕⼔㷕⽆㡦

筨さ鏺洽猰娎㷕⽆㡦

屎 ꅿ 姻 䊹

医科病院では、診療科として内科、外科、耳鼻咽喉科があり、口腔と全身とのかか

羭뢘ㅰ㊬猰㷕⼔㷕⽆㡦

㸘 ꅿ 幠 ⽆
寐 խ 儙

の知識・態度、そしてそれに応じた技能を習得させるよう努め、臨床実習の効果をあ

㢩猰㷕⽆㡦
⼔㷕


筨さ鏺洽猰娎㷕⽆㡦
〡臻㢩猰娎㷕⽆㡦
瀎姻娎猰娎㷕⽆㡦

〡臻؎ٝٓفٝز猰⽆㡦娎㷕

㖈㸓؛،倜悻ؙحصؙٔ侄䱇

す。これも、本学ならではの大きな特色です。

랲 䊛 酔 茼 娎㷕⽆㡦

㢩猰䩛遭鋅㷕

筨さ鏺洽猰ךד㹋统

〡臻㢩猰䩛遭鋅㷕

㷕欰鿇ꞿַإحًך٦آ
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倜悻٥匌❨⚕欰ㄏ娎㷕鿇❛ד䳔㹋统

䩛⾨ְ㷕欰佄䴂ָ
֮ه؟ז٦ز

㼭匟僇侄䱇
Akira KOMATSUZAKI

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇
㷕欰鿇ꞿ

խ倜悻ծ匌❨⚕ך欰ㄏ娎㷕鿇ך荅䎮㹋统欰

痥㷕䎃
ծך氺ꤍך暴䗙涸ז鏺
洽猰פ崢黎׃ծ㹋统遤ֲ❛䳔㹋统ָ֮ת

խ劤㷕ךꞿְ娖〷ד⚥ךծ✼ְⴖח煔楁熊׃ծ倜儗➿ⴖ

䗰ח㹋统ָ遤ծ匌❨כד㼭ꆃ❁䋐֮ח

⚅➿ח実䌴䎢ְٕؗأ魦ֽאחծ娎猰⼔䌌ךג׃ה

ֲֿׅה㷕欰孡颵כ熊ַ׃תֹגկꞿ㼐爡⠓鵒ִծ如

ׅկ倜悻氺ꤍכדծ鏝㉏娎猰〡臻؛،猰⚥
〡臻ٔذٔؽع٦ّءٝ㢳䷐ֶחؙحصؙٔ
ְגծ㢩勻ך㒢♴鸡䕦嗚叨װ圓갈堣腉鎮箺ז
ו鋅㷕ׅת׃կ

խ〡臻ٔذٔؽع٦ّءٝ㢳䷐כؙحصؙٔ

〡臻ٔذٔؽع٦ّءٝ
㢳䷐ؙحصؙٔ

ـؙٓ崞⹛װ㹋统瘝鸐׃ծ䓼ְ穌ד穠לず秷欰⯓װ鰳٥
⚅歲ח䎢הֿ־〳腉ׅדկ㷕欰鿇כדծ㷕统ךꥺ㹱זה

㹱֮ך䝕罏ׁ㼎韋׃הծ傈劤ד㈓♧

銲㔓〳⿹涸חꤐ׃ծ礵牞ろꅾ㾴涸ז㷕欰佄䴂

ך〡臻ٔذٔؽع٦ّءٝח暴⻉׃娎猰鏺

㹋倵ׅתְג׃կ

洽倵鏣ׅדկ
ְׅתկ

խ娎猰⼔䌌ךדתזה麣כךծ嚂ָׇת֮כדךזծ
תծ㢳侧ך㨝㧴吤ךה㕂ꥷ❛崧ַծ㢩㕂➂ך⡲鋔ꅿ

ךגץׅדת䎃➿ך䶏굸㒢♴ꥺ㹱ծ鎉铂ꥺ

㷕欰כדְ֮ך㣐㢌㥨鐰ז㹋统גזה

הפ菹⳿הְ׃קג׃䙼ְׅתկ

䖓鰳כծ֮ךז䘔䴂罏♧ג׃ה欰ך㹇ֲ׳׃דהֿזהկ

匌❨鿪㼭ꆃ❁䋐֮חծ饔ֶַׯ䎃㺔

խ倜悻ה匌❨⚕㷕鿇ך鋵❛帾תծ⸇׃

⢪ㄏ卓חֲ״ׇծ㷕欰长ば⹃כח孡ה荈⥋䭯ג劢勻

㢳䷐דؙحصؙٔ鏺㻊㹓ך鋅㷕
ׅ倜悻ך㷕欰

չ➂պ肪侄肪ח䗳銲ז橆㞮ך侭⪒חծ劤㷕⸂⸕כ䞼׃

ׇתկ㷕欰⦐ך䚍㼣ꅾ׃ծ⸂ך剑㣐ꣲח䒷ֹ⳿ׅ劤㷕
דծ֮ךז㣄㹋植ַׇתג׃կ
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倜悻氺ꤍ

Ⰻ魦띾ꂏ״ח〡臻㢩猰䩛遭

医療連携を推進し、地域歯科医療に貢献する
新潟病院は、歯・顎・口腔の総合医療施設として、総合診療科、口腔
外科、歯科麻酔・全身管理科、矯正歯科、小児歯科、放射線科、訪問歯
科口腔ケア科、口腔インプラント科があり、入院治療のための病床42床
をはじめ、全身麻酔可能な中央手術室、CT、CBCT、MRI、RI、Linac
放射線治療装置などの高度高額医療施設を設備しています。
さらに診療センターとして障害児・者、睡眠歯科、口腔ケア機能管理
を有し、特殊外来として白い歯、特殊歯周病治療、スポーツ歯科、いき

筨さ鏺洽猰

息さわやか、あごの関節・歯ぎしり、口のかわき治療、歯科アレルギー
治療、歯科鎮静リラックス、顎のかたち・咬み合わせ、歯の細胞バンク、
MRONJ外来があり、多様化する高度専門歯科医療に対応しています。
また、地域歯科診療支援病院として、歯科の三次医療機能に加え、地域
の医療機関や福祉施設との連携を強化し、積極的に地域の多職種連携医
療、在宅歯科医療を推進しています。

MESSAGE

㼭⯢娎猰

氺ꤍꞿַإحًך٦آ

㼛勻ך娎猰⼔䌌➂欰
⽑ֲ氺ꤍ㹋统

խ痥㷕䎃如ך剢ַծ倜悻氺ꤍֶֽח荅䎮㹋

ֹֻ㢌ׅתկ䌢חծ䝕罏ׁך蕱װ׃鏮ִח

խֿך㹋统כծךדת垷㘗欽ְُٖىء٦

熊ֻկ׃ֲ彊⪒ךד♴ך㹋统הծחֿ

统ָ㨣ׅתתկ

ّءٝה殯זծ㹋ꥷח䝕罏ׁך鏺洽ג׃⸇ח
㹋⡤꿀ׅ㹋统ׅדկכחךծ痥㷕䎃劣ח
֮Ⰻ㕂窟♧Ⱏך欽鑐꿀ؙٔ،׃ծ䝕罏鏺洽遤

㿊〡խ儙侄䱇
Akira YAMAGUCHI

倜悻氺ꤍ氺ꤍꞿ
〡臻㢩猰
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؎ٝٓفٝز䩛遭

ֲֹֿדָה濼陎ծ䪮腉ծג׃䡾䏝ְגִ⪒
ָהֿ剑⡚勴⟝ׅדկ荅䎮㹋统ד䝕罏ַׁ㷕
כהֹֿץעծꣲֻז㢳ֻծג׃帾ְָ֮ך
ׅתկ

խ׃ַ׃ծ♧倯דծכ㷕ך⩎ע䗰䭯דא㣐

羭ֽ⫘ծ剑㊣ך屚洽ָ⹈חֲ״ֹד䓼׃ծ䪮遭
ְךֽ㹋统כדꨡ岞ך䊴ָׅ֮תկחׁתծ
㹋统ך䧭卓כ荈ⴓ荈魦ׅתְגַַחկג׃ծ
כ㹋ꥷח娎猰⼔䌌זח䖓ך长ば➂ך欰✮
鎉ׅדךְג׃կ

խ⼔洽؞ְֲהְְדֿח٦ׇٕת֮כկ欰
巅⹈䓼ծ欰巅灇⥜ך娎猰⼔䌌➂欰ةأך٦؎ٓزٝ
ח甧ךאծגה㣐㢌גהָׅד눁⸂涸ז㹋
统ָ氺ꤍ㹋统ׅדկ

⼔猰氺ꤍ

⼔猰氺ꤍ䩛遭㹓

生命歯学の実践
医科病院は昭和55年、日本歯科大学新潟歯学部の歯科医師医育機関
として開設され、診療科は、内科、外科、耳鼻咽喉科があり、入院治療

娎猰⼔䌌ךג׃ה䌴ָ
䎢ָ㹋统

Natsuno TASHIRO

のための病床50床が設置されています。MRI、CTなどの診断装置を駆
使し、内科、外科では肝、胆、膵疾患ならびに消化器系を中心とした、
また耳鼻咽喉科では高度難聴の施設基準を満たし、高度な医療を提供し
ています。日本歯科大学新潟生命歯学部では、歯科医学と医学の融合を
図るため、一般医学の講義に加え、医科病院における医科研修を行って
おり、ほかの歯科大学には見られない大きな特色となっています。
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求められる地域に密着した在宅歯科医療
現在、わが国では、急速に少子高齢化

る「地域包括ケアシステム」の構築が急

が進行しており、国民の医療や介護の需

がれています。

要がますます増加することが見込まれて

これに応じて歯科界でも、地域ぐるみ

社会問題になっています。

で要介護者のための在宅歯科医療の充実

そこで、国の施策として、高齢者が要

と、医療・介護との連携強化が求められ

介護状態となっても住み慣れた地域で、

ています。そのため、地域で働く歯科医

自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

師にとって、訪問歯科診療と訪問口腔ケ

ることができるよう、住まい・医療・介

アの知識と技術の習得は必須のものに

護・予防・生活支援が一体的に提供され

なっていくでしょう。
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「地域」と「連携」をキーワードに
新潟病院では、昭和62年9月に在宅歯

のような種々の活動は、第60回新潟日

科往診ケアチームを全国歯科大学に先駆

報文化賞や第63回保健文化賞を受賞す

けて設置しました。その後30年以上に

るなど、高く評価されています。

わたり、地域の要介護高齢者や障害者の

チームは、平成26年４月から訪問歯

訪問歯科診療や口腔ケアに従事し、多く

科口腔ケア科として、
専従歯科医師４名、

の社会福祉施設において無料歯科検診を

専任歯科衛生士４名、専任看護師１名を

行うなど、地域歯科保健医療に寄与して

中心に診療体制を強化しました。地域歯

きました。

科医療支援室と連動して、地域の医療や

そして、この長年にわたる経験は、平

介護分野など他職種や歯科医師会と連携

成16年の新潟県中越地震、同19年の中

を強め、地域における在宅歯科医療の後

越沖地震、さらに平成23年の東日本大

方支援を担いながら、医療・介護と歯科

震災などの大規模災害時に、被災地に赴

医療を繋ぐ役割を果たすことが期待され

き、被災者への応急歯科診療と口腔ケア

ています。

䝕罏ׁך荈㸓ךד鏺洽

を行うなど多方面に役立っています。こ
⚥馉㖑ꩍ鼘ꨇ䨽ךד鏺㻊

他職種と連携できる歯科医師を養成
現在、他職種と連携し、口腔と全身を

そこで新潟病院では、第５学年次の臨

診ることができる歯科医師の育成が求め

床実習において訪問歯科診療を必修化

られています。歯科医師も全身の健康を

し、臨床実習生が、実際に医療、介護従

支える医療チームの一員として、在宅医

事者が集まり在宅療養患者のために開催

療や介護をはじめさまざまな職種に関わ

される退院時カンファレンスに参加する

り、共に支えていく新時代に突入してい

など、地域医療の現場で、連携の重要性

るのです。

を学んでいます。
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ծ㽟כ㶷㖈ךؙحصؙٔ娎猰׃װלֿխ
㼔זתׂתׁկ׃ת濼ד٦شىإ耵
ְָֿؿحةأך㢳耵珏װ⯓欰ך⼔
حصِךָ〴ف٦؝أؙٗ؎وծװה
ֹד⢪欽ח荈歋֮ג׃⪒㸣חגⰋز
חּׅח傈遤חծ鋅㷕ַוזהֿ

կ׃ת寸הְպֹ⫴דֿֿչ

䎃כָծ猘ׅת䨱ח鑧ך➿խ㷕欰儗
ف٦؝أؙٗ؎وחꥷך氺ꤍ㹋统ך儗
ׁ鋅㷕⡦䏝鏺洽ך蝀⾱⯓欰׃⢪欽
㹋欽ךف٦؝أؙٗ؎وֹծְגׇ

鏺洽䨽ך؎ٝؠرׁ峤箺

أ٦لأ⹈䓼ְג׃佝דתֻծ鹼ו
ָ֮הְֿזַկׅתְ䙼ה
ךֽ耀ח麦װ⯓欰ךワחּׅה
կ׃דְ橆㞮׃稆兦חָꬊ䌢

➂ծֶג׃䨽㾩ח鯪갈嚂鿇כ⹛խ鿇崞

أדـ؎ָٓ猘זָ蕱䩛הֿ㊯ד
ָהֿ姏ד➂ג甧ח♳ךآ٦ذ
⹈䓼חծ㣐㷕儗➿♧筰תկׅד⳿ְ䙼
ה➂׃חⰟ蕱嚂ה麇׃
ְג׃ֻさְ⟗葺《鸬窃ד➙ծכ
㷕ְד⡝חֻ鵚ך㣐㷕כկ䔲儗ׅת
׃♧➂凃ךגⴱծדךַ欰ָ㢳
ת֮והקכהֿׄ䠬ׁ׃㺐ח
ֿלֽזד㣐㷕ךⵖկ䎃׃דׇ
ךַזֹדכ帾ְ麦ך⤘ꟼחז
կׅתְ䙼הְַזכד

倜׃♧䰾ⴓծ㷕欰孡כխ㣐㷕⼼噟䖓

ծְְֲַ䙼הְ׃⥜灇ד橆㞮ז
կ倜悻׃ת׃⥜䎃灇ד倜悻㣐㷕

鏺洽׃⢪欽ف٦؝أؙٗ؎و
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A VIEW TO THE FUTURE
娎猰⼔㷕כ傈鹌剢娄կ鵚䎃ך娎猰⼔㷕כ湡鋙ְ׃ת涪㾜竲ֽׅתְגկז涪㾜♧ך缻䬐ְגծ
娎猰歲ٗؿךٝٓزٝش٦ג׃ה劢勻פ娄竲ֽ劤㷕ך剑倜׀أؙحؾزך稱➜ׅת׃կ

鏝㉏娎猰鏺洽כ倜ذأז٦פآ
א♧תծⰋ㕂ⴱָ钰欰׃ת׃

խ➙ַ秈䎃ծչ娎⼔罏ך鏝㉏鏺洽պהוז

ְזךծ✲䨽٥ى٦؍ذؚٕٝ٦يծ徦蝑嶊嫩

鏺؛،ث٦ي植㖈ך鏝㉏娎猰〡臻؛،猰״ח

鏺洽ׅ鏣⪒ׇת֮כկֿךַ刿ז

铩ָ罋ִַז׃儗➿ַծ劤㷕כ㖈㸓䖂

鏝㉏娎猰鏺洽遤׃תֹגկⰋ㕂֮ח
ך娎猰㣐㷕٥娎㷕鿇כג׃הծךגׄכ鑐
׃דկ

խג׃僴䎃ך剢ծ倜悻源♲勴䋐ח㢩勻䝕罏
「ְֽז鏝㉏鏺洽㼔ؙحصؙٔךծ傈劤娎猰㣐
㷕㖈㸓؛،倜悻ؙحصؙٔ鏣׃ת׃կֿ
תծⰋ㕂ךגׄככד鑐ׅדկ

խֿכؙحصؙٔךծְײծ娎猰屚洽欽喱㶨

鏣⪒ִ⪒ך娎猰鏺洽䨽ׅדկ㢩勻ך䝕罏ׁ
넝룳罏➂〡㟓⸇ה㻅ֹ罈➂㟓⸇鋅鸐ׅ
הծ鵚ְ㼛勻ծֿזֲ״ך倜ְ׃䕎䡾ך噟ةأ
؎ָٕ䗳銲הזח罋ִׅתկ

խ劤㷕כծ⚅歲ד겲鋅ְז馄넝룳爡⠓ד⚥ךծ
鏝㉏娎猰⼔洽װ〡臻؛،ך倵遤ծ⼔䌌٥溏隊䌌٥
讒䌌٥➜隊ꟼ⤘罏瘝ךה㢳耵珏鸬䵿ָ䗳갭֮ד
㖑㚖⺪䭍؛،חيذأء㼎䘔ֹד如⚅➿ך娎
猰⼔䌌ך肪䧭ח溪《ח穈ׅתְדկ

倜悻氺ꤍչ.30/+㢩勻պ鏣

խ䎃  ⼔ ג  ⴱ ח讒 ㅷչ  ط م أ م أ ؽ٦

زպך⢪欽ⶰ״ח⡲欽חꟼ鸬ׅ겚낦㠨娤

#30/+ָ涪邌ׁ׃תկ劢ח涪氾ח荚
ًؕחيؤصꟼرؽֻׅؒٝ׃⛗כأ屚洽؎ؖ
؎ٓسٝכ傈ղ刿倜ׁׅתְגկ

խ䎃כחծ碛㕂〡臻겚겣㢩猰㷕⠓ָ何鎍

׃倯ꆙ剅גְֶחծ過盖倜欰꣖㹱讒ג״ח涪
氾׃겚낦㠨娤ך㜠デ⺪ろׁծ讒ꟼ鸬겚낦
㠨娤.30/+ה氺せָ㢌刿ׁ׃תկ

խ傈劤〡臻㢩猰㷕⠓ָ遤䝕罏Ⰻך㕂㹋䡾锃叨

כדծ䎃ַך䎃ה䎃ַך䎃
כד秈⦓ה㟓⸇ֶג׃ծ➙䖓㟓⸇ׅ
ֿ✮ָה䟝ׁׅתְגկ

խדֿծ䎃剢傈״㼔㢩勻ג׃ה

倜悻氺ꤍח.30/+㢩勻鏣׃ת׃կֿך㢩
勻כדծך䝕罏ׁך朐䡾גׇ֮ח剑

黝ז儗劍ח㢩猰涸屚洽傍劍ַ黝䘔הֿׅ
הծ㢩猰涸屚洽ךꥷח讒ך⠅讒הְֿז׃
暴䗙ׅתְג׃הկ

倜悻氺ꤍչ娎ך稢脄غؙٝ㢩勻պ鏣

խչ娎ך稢脄غؙٝպכծ䝕罏状爷♧ך橆ג׃ה

脄غؙٝպغפؙٝ涫ꐮ䋞劄ׅ䝕罏ך䫙娎

䎃剢ח㣐㷕ָ⚺㼪ׅ稢脄غٝג׃הؙ

稢脄䲿⣘ֹד⡤ⵖֻב湡涸תְג׃ה

խ倜悻氺ꤍכד䎃剢傈ח䝕罏ׁ荈魦ך

悻氺ꤍⰻװワ鴟㖑㚖ך噟娎猰ַغךؙٝ涫ꐮ

ָכ㕂ⴱך倵鏣ג׃ה钰欰׃ת׃կ

稢脄䝕罏ׁפ⣘窌ׅⱄؔ؎غ欰⼔洽ך

ك٦أ㛇㖑ג׃הא♧ךչ娎ך稢脄غؙٝ㢩勻պ
鏣׃ת׃կ

խ㛇劤涸כחծ欰ㄏ娎㷕鿇ח鏣甧ׁչ娎ך稢

Ӫ娎ך䎌稢脄ⱄד欰⼔洽פ

ׅկךծչ娎ך稢脄غؙٝ㢩勻պכדծ倜

䋞劄ׅ䝕罏Ⰵֽ「ך遤ְծⰼ徽ח䫙娎

稢脄劤غٝפؙ涪鷏ׅת׃կתծ㔭ꨇ䫙娎
ָ✮䟝ׁ㜥さװꔨ岀♴ךד䫙娎䋞劄ׁ
倯וזⰅֽ「ך遤ְׅתկ

խ׃娎ظٌג鑥ծ娎ָ䫙ֽ

ָ爙ׁׅתְגկ

勞俱ח佄ִָךֹגծ䖞勻ך娎猰⼔洽

娎ך䎌稢脄欽ְגծ娎װ〡ֻזדֽծⰋ

דظٌ酡ֲկֿظٌךծזׅ娎猰
ׅדկ♧倯ծ稢脄崞欽׃倜⼔ז洽ծ
ⱄָ欰⼔洽ׅדկחֻה䎌稢脄״ה
ל눁⸂涸ז稢脄כծ㣟穈籼ةؕך

⚥⾱խ顜侄䱇
Taka NAKAHARA

傈劤娎猰㣐㷕ⶰ㷕ꞿ
傈劤娎猰㣐㷕
欰ㄏ娎㷕灇瑔猰
涪欰٥ⱄ欰⼔猰㷕闌䏟

⯋ֹ⫴װث鸐ח屚ⱄׇ欰⼔洽כח䗳갭
ך稢脄ׅדկ

խ猘娎猰⼔䌌כծ屚洽♧ך橆✋ג׃ה娎
װ鋵濼׆䫙ָֻֿה㢳ֻׅ֮תկ剑鵚
כדծֿך䫙ְ娎ח䎌稢脄ך㶷㖈ָ
僇זהַծⱄ欰⼔洽ח䘔欽ֹד〳腉䚍

խ劤㷕ך灇瑔ؚٕ٦כفծ娎猰⼔䌌ח魦鵚ז
魦ך氺孡屚ⱄׅ欰⼔洽湡䭷ׅתְג׃կ
ג׃植㖈ծ娎ך䎌稢脄֮דא♧ך娎냯
稢脄㼛勻ⱄך欰⼔洽ח崞欽ׅծ䝕
罏ׁך娎냯稢脄ⲵ穠⥂㶷ׅչ娎ך稢脄
غؙٝպةأ٦׃ת׃زկ

խׁז劤㷕♧ך㆞זהծ娎ך䎌稢脄
Ⰻד魦ך氺孡屚ׅչ欰ㄏ娎㷕պ㷕ןծ娎
猰ַ涪⥋ⱄׅ欰⼔洽ך䜁ォ䠬ׄתג
ַׇ
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剑倜ך鏣⪒钖侄肪橆㞮

剑倜ך荅䎮㹋统㹓ד

傈ղ㢳ֻך㹋统遤ׅתְג

խぐ荈♧〴א׆欽䠐ְׁג㹋统劻כחծ娎猰屚
洽遤ֲך堣勞װ䝕罏ׁח鋅甧ؗطوגٝ
ָ鏣縧ֶׁגծ㹋ꥷך鏺洽植㜥ח鵚ְ朐䡾ד㹋
统遤ֲֿׅתֹדָהկ

䎂㝩繟㹕

Miu HIRATSUKA

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃

㛊桪源劉ꩽ䋐⳿魦

խ؍رًثٕو،荅䎮㛇燉㹋统㹓כדծ娎猰⼔䌌ה
ג׃䗳銲♶〳妀ٕؗأז㷕חע㢳ֻך䱇噟ָ
遤ׅתְגկ
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խתծ㹋统劻ةصٌכח٦ֶָגְאծٓٝف
⯓הֽא欰ָ勻דךֻׁגծ♨㻝ז䭷㼪ך
הծ㹋统鹌ׅתֹדָהְֻֿגկ

խׁחծ㹋统㹓כח娎猰鏺洽欽زحصِך鏣縧
ׁדךְגծ痥㷕䎃ךד荅䎮㹋统חぢֽ湱✼
㹋统؛صُى؝װ٦ّءٝ㹋统遤ׅתְגկ
խֿך㹋统㹓⢪欽׃㹋统כծ兛媮ך䱇噟ך椚鍑
ָ״帾ְְגהדךת穗꿀ׅתְגזחկ

マルチメディア臨床基礎実習室
１号館２階には、最新のIT機器を設置

技工作業コーナーも充実しており、石膏

した、今までに例を見ない最新のシステム

操作、鋳造、流鑞作業、X線デジタル撮影

をそなえた、多機能の「マルチメディア臨

もでき、実習時間外には学生技工コーナー

床基礎実習室」があります。この実習室で

で課題を行っています。

りゅう ろう

は、Windows PCを搭載した実習机120

実習机には最新式歯科治療機器と口腔内

台と治療用歯科ユニット12台、フットペ

カメラ、乾湿サクション装置、マネキンが

ダル式水洗ユニット12台、IT示説室をそ

装備されており、技工作業と臨床手技シ

なえています。

ミュレーション作業が実施できます。

I Tセンター
ITセンターはキャンパス内の２号館２階

撤去することで104台のPCを同時使用でき

にあり、IT教室１には情報科学の実習に

る環境にあり、コンピュータ試験なども実

使用されるWindows PC56台、IT教室２

施しています。

には学生が自由に使用できるPC48台が常

本 学ではe-Learningにも力を注ぎ、CAI

設してあります。特にIT教室２は、試験

システム*による国家試験問題も学生に好

に関係した特別な期間を除いて、休日を

評です。

含めて朝７時から夜11時まで使用可能で、
指静脈登録を行った学生が自由に入室して
コンピュータを使用することができます。
IT教室１、２は、パーテーションを一時

$"*כيذأءծ؟٦غ٦ח麓ך娎猰⼔䌌㕂㹺鑐꿀㉏겗秈
㉏ָ鎸ꐮׁׅתְגկぐ㉏겗ך姻瘶ծ鼅䫛肇鍑铡ָ ꐮ

ׁծ㷕欰ָ㉏겗鼅ד㷕统׃ծ؝ُٝؾ٦⟣ָة䠐ד
鼅㉏겗ד鑐꿀ךוזֽ「堣腉䭯ּׅא荈䊹㷕统
ׅדزؿاկ

*5侄㹓הךػך٦ذ٦ّء

ٝ♧儗临דהֿׅծ㷕䎃
Ⰻ㆞ָ؝اػٝ⢪欽׃䱇噟
遤ִׅת

䭷腞涫ꐮ*״ח5إٝة٦ח
Ⰵ㹓ׅת׃

؍رًثٕو،荅䎮㛇燉㹋统㹓

スマートフォンによる双方向対話型授業
スマートフォンによる学生支援シ

أذؙٓا㘗䱇噟

ステムを出欠席管理、情報配信、さ
らにソクラテス型（双方向対話型）授
業に利用しています。出欠は授業の
前後に、専用アプリから各自がタッ
プすることで管理しています。

وأ٦ؓؿزٝ⢪
欽׃䱇噟⳿䌎涫ꐮ

ソクラテス型授業は、講義中に提示した多肢選択問
題の解答作業をスマートフォンで行い、教員がその解
答状況をリアルタイムに知ることができます。さらに、
掲示板、学生の呼び出しにも活用されています。

鍑瘶穠卓ٔכ،ٕرדي؎ة٦كة٦חأ䱰《٥䱰挿٥꧊鎘ׁծך穠卓כ侄㆞ך䩛⯋ך
؝اػٝח邌爙ׁׅתկ㷕欰ך椚鍑䏝ח䘔ׄ䱇噟ծ⸬卓涸ח遤ׅתְגկ
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㕂ꥷ❛崧

ٙءٝزٝ㣐㷕
68
ٍؗךٝגחأػ

ُءح؍ذٔـ٥ٗ؝ٝؽ،㣐㷕
6#$
ٍؗךٝגחأػ

ブリティッシュ・コロンビア大学との連携
交換学生制度は1986年に始まり、30回目を
数えます。本学の学生が姉妹校のカナダ・ブリ
テッシュ・コロンビア大学（UBC）と米国・ワ
シントン大学（UW）を訪問し、研修と親睦を
図る本学独自の教育システムです。

❛䳔㷕欰ワ䎃鎸䙀ך湼6#$娎㷕鿇ꞿח飧チ

相 互 訪 問 は 毎 年、 本 学 の 学 生 は ３ 月 に、
UBCの学生は７月に行われます。
6#$ך鵚ֻٓأ؍֮ؐח٦⻌כ碛剑㣐秷ؗأך٦ٔب٦ز

倜悻せ暟ך瘁㔚㶨⡲⡤꿀

瀉劍殅㷕穗ג

鋅ִך䠬ׄהֿ

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ךד姝鵒ػ٦؍ذ

ךזח䠐陎ָ넝ֻծⵝ慧׃תְկ

דך׃תծ㹋植ָהֿ׃㴍׃דׇתתגֻ׃կ

ֹךֿכהֿ殅㷕♧ד殢ך頿欵הזח䙼ְׅתկ

խ㨝㧴吤ء֮ד،ךٕزٙءٝزٝ㣐㷕68غהٝ

㕂ך娎㷕鿇ד氺ꤍ鋅㷕׃ծぢֲֿך㷕欰ה嫣傈ׁתׂת
ז،؍ذؽ؍ذؙ⡤꿀׃ת׃կ

խ68כד㣐㷕ꤍ欰ָ겚ח낦ֻא䩛遭ךְג׃

Aya NINOMIYA

䎂䧭䎃䏝
倜悻欰ㄏ娎㷕鿇⼼噟

뛧⯢䃊源뛧⯢䃊䋐⳿魦
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6#$٥68❛䳔殅㷕欰

խ䎃欰ך剢ח،ًٔؕחتشؕה瀉劍殅㷕׃ת׃կ劤

㷕「꿀׃椚歋ךֿ瀉劍殅㷕ח遤ֹ֮הַֿ
ؙ٦غ٦ُءح؍ذٔـך٥ٗ؝ٝؽ،㣐㷕6#$ךٟ

✳㹧֮װ

倜悻ؑؿךד،ٕؐؑػ٦؍ذ

鵚ד鋅㷕׃ת׃կ䭷㼪⯓ך欰ְִָכהְגְא
㛔ղה䩛遭遤⽩ָךְג韋ח䓼ֻ婍ׅתְגկ

խ6#$כדծ㷕欰ך㹺مח٦ְגׇׁ؎ذأي嫣傈
♧筰ח麓׃ת׃׀կ6#$♧דת筰ח涫吤ג׃ծ㷕欰ך荅

䎮㹋统鋅㷕׃ת׃կ猘麦ך荅䎮㹋统ה嫰הץ氺ꤍח
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国際色豊かな広い視野を育てます
高度情報化社会の現代では、グローバルな国際的交
流の重要性の認識が改めて必要となります。
本学では、こうした国際化にともなうコミュニケー

特に、若手の教員・研究者を対象として、研究者同
志のつながりや融和を大切にした国際学術交流の一助
として、国際学会への出席や留学といった面で支援し

ションを推進するため、インターネットなどのインフ

ています。また、タイのマヒドン大学の訪問学生や、

ラはもとより、直接海外の研究者との交流を積極的に

台湾の中山医学大学、中国の四川大学華西口腔医学院

進めています。

などとの学生相互訪問なども活発に行われています。
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新潟生命歯学研究科では、歯科医学に関する学術の理論とその応用について

겚〡臻䕎䡾㷕

教授し、歯科医学の発展に寄与できる研究者としての高度な専門的知識を習得

㛇
燉
猰 겚〡臻堣腉㷕
㷕
禸

するとともに、自立して研究活動を行い、研究機関のみならず地域医療、産業
界など社会の多方面においても専門業務に従事できる幅広い研究能力を養うこ

겚〡臻䠬厩橆㞮⥂⨳㷕

とを目的としています。
専攻主科目は基礎科学系（顎口腔形態学、顎口腔機能学、顎口腔感染環境保
健学）、応用科学系（顎口腔材料咬合学、顎口腔病態診断学、顎口腔生体反応学）
、
臨床科学系（硬組織歯周治療学、顎口腔成長発達学、顎口腔全身病学）
の３つか
ら構成され、従来の既成概念にとらわれない特色ある研究指導体制がとられて
います。
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⚅歲ח涪⥋ׅ㷕遭灇瑔

先端研究センター
先端研究センターは新潟生命歯学部キャン
パスの６号館にあります。研究プロジェクト
は主に軟組織疾患を対象とした「口腔疾患の
診断と治療における分子生物学的アプロー
チ」と、硬組織を対象とした「口腔内生体材
料における高機能素材の開発とその臨床応
用」という２つから構成されています。
研究チームは５〜６つのワークグループか
ら構成され、それぞれにコーディネーターが
つき、54名の研究者がそのコーディネーター
のもとで研究を分担しています。
いずれの研究も、先端的な業績をあげてい
9简⯔ꨵ㶨ⴓ⯔鄲縧

る他大学や民間機関、民間企業とも連携し、
多方面の技術協力や共同研究によって進めら
れています。
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խ娎猰⼔גהכ㣐㢌ׅד✲➬זկ׃ַ׃ծ
ⴓךծ㋐⯍װן㹋䠬㣐ְֹׅדկ➙כ㶨肪ג
⚕ך✲➬ה甧ח嫣傈⠅内ָָׇ֮תծה
ג嚂ְ׃傈ղ鷏ׅתְגגׇկ

Graduates

㸜鿇ײת⯓欰
Mayu ABE

䎃傈劤娎猰㣐㷕倜悻娎㷕鿇⼼噟կ
傈劤娎猰㣐㷕倜悻氺ꤍ筨さ鏺洽猰
ך䖓ծ❨鿪䋐ⰻ噟⼔פ㽟耵կ穠㭴
堣ח䀤פկ

㸜鿇顜⛒⯓欰
Takayuki ABE

䎃傈劤娎猰㣐㷕倜悻娎㷕鿇⼼噟կ
傈劤娎猰㣐㷕倜悻氺ꤍ筨さ鏺洽猰
ך䖓ծ䀤䋐ⰻ噟⼔㽟耵կ䎃
㸜鿇娎猰⼔ꤍ噟կ傈劤〡臻؎ٝٓف
ٝز㷕⠓㼔⼔կ

⯓鰳ַإحًך٦آ

〳腉䚍כ搀ꣲ㣐

խ猘כ㣐㷕鹌㷕堣ח㖑⯋⼪ך衝ꨄג倜悻׃תֹחկⴱ♳ג馉倜䎌简⛦ח
儗♶ך㸜䠬ד➙鋙ִׅתְגկ

խ㷕欰儗➿כחծ鳞ְ儗ծ䝰ְ׃儗ծ嚂ְ׃儗ծְחּׅדא㣐㷕ך鵚ֻח⡝
➂ָ꧊さ׃ծֻׁ疭גծ⸔ֽさְ׃תկֿזֲ״ךꫬ僰麓כךׇ׀倜悻
吤הַֿ䠬ׅׄתְגկ

խ⼼噟䖓כծ僻ㄤ㣐㷕娎猰띾ꂏ猰ךד荅䎮灇⥜חַֹֽ娎猰⼔洽Ⰻֶֽח魦盖
椚ך䗳銲䚍װ魦⡤ך欰椚涸䘔ח涯ׁ䠬ׄծ娎猰띾ꂏ猰㷕统䖤הֲ״׃寸䠐׃
׃תկず㣐㷕ך㣐㷕ꤍפ鹌㷕׃㛇燉灇瑔ח䵿׃תկ荅䎮⼔כד㷕鿇⼔ךד
猰띾ꂏ灇⥜ד灇ꚼ琎הず儗חծ娎猰⼔䌌ךג׃ה荈ⴓך㶷㖈䠐纏䓼ֻ罋ִ״
ֲ׃תזחկ

խג׃僴䎃ծꥺְָ罏娎猰؍ؿהפ٦ٕس獳׃ծ倜ז䮋䨌㨣ׅדֿהկ
ꥺְָ罏娎猰כהծ濼涸ծ魦⡤ծ礵牞涸חꥺְָ䭯א䝕罏ׁך〡臻ⰻ㼔涸ח

➙ꅿխ娄⯓欰
Ayumi KONNO

䎃傈劤娎猰㣐㷕倜悻欰ㄏ娎㷕鿇⼼噟կ
埆嵋䋐娎猰⥂⨳⼔洽إٝة٦ꥺְָ罏娎猰
鏺洽鿇鏺洽⼔կ娎㷕⽆㡦կ
䎃僻ㄤ㣐㷕娎㷕鿇Ⰻ魦盖椚娎猰㷕闌䏟
娎猰띾ꂏ猰㷕鿇Ⰵ㽷կ
䎃ず㣐㷕ꤍ娎㷕灇瑔猰⥜✪կ
䎃״植䨽㾩կ
傈劤娎猰띾ꂏ㷕⠓钠㹀⼔٥㼔⼔կ

鏺鏺洽猰ׅדկ「鏺ְג׃䝕罏ׁכծהֹֿדծ孡הֽֿ➰ծָגץׅ
㣐ֹֻ麩ְծ
♧➂ؔהמ٦ت٦ً؎ךس㼎䘔ָ実ׅתկ猘ָإׅٝة٦

כד䎃秈♰➂ך䝕罏ׁ「ָ鏺׃ծ䗳銲ח䘔ׄⰋג魦띾ꂏ♴ד娎猰屚洽遤ְת

ׅկ䝕罏ׁח㸜Ⰻד䘯黝ז颵ך넝ְ娎猰屚洽䲿⣘ֲ״ֹד傈ղ㥄ꡙׅתְג׃կ
խ剑䖓חծ涺ׁכ娎㷕鸐ׄⴓזתׂתׁגꅿח䮋䨌ׅתֹדָהֿׅկ〳腉䚍
כ搀ꣲ㣐ׅדկ娎ג屚כהֿׅ㣐ⴖז㛇劤ָׅדծָ✲➬ך♳⟃䖉ְג
ׅתկ㷕欰儗➿ח㢳ֻחךך莆䭯ծְזְ穗꿀琎ָהֿծ㼛勻חぢ
ֽךג㣐ֹז〳腉䚍ךפ禳〡הזח䙼ְׅתկⰋ㕂⯓ְח鰳倯ָ涺ׁך崞鬨ך
㜥庛ֶג䖉ׅתְג׃կ
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IUSOH International Union of Schools of Oral Health

10
8
ٔػ㣐㷕

ؙٕ؏ز㣐㷕

وٝةأؑث٦㣐㷕

3

ٕكٝ㣐㷕

5

18

ضت٦ك٥غٔف٦س㣐㷕

6

15

؎ٓـق㣐㷕

4

㕂甧ٌٝ⨳ٕ؞䏿猰㷕㣐㷕

㔊䊛㣐㷕螟銮〡臻⼔㷕ꤍ

껺庥㣐㷕
سؼوٝ㣐㷕

9

17

1

⚥㿊⼔㷕㣐㷕

11

ؾٔ؍ؿٝ㣐㷕

13

ؔ؞ة㣐㷕

傈劤娎猰㣐㷕㕂ꥷ㨝㧴吤٥⼿㹀吤䲿䵿갫
吤խ畍

1

2

3

4

5

6
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䲿䵿䎃㣐㷕せ䨽㖈㖑

䎃
⚥㿊⼔㷕㣐㷕
〴⚥䋐〴弨

䎃
ؖءىٝ㣐㷕
،ٝش٦غ٦،ًٔؕ
䎃
ٔػ痥㣐㷕
ٔػٓؿٝأ

䎃
㔊䊛㣐㷕螟銮〡臻⼔㷕ꤍ
㔊䊛満䧭鿪⚥㕂
䎃
ٕكٝ㣐㷕
ٕكٝأ؎أ

䎃
؎ٓـפ㣐㷕
ٕؒيٖ؟؎ٕؒٓأ

،ٖر٦س㣐㷕

吤խ畍

7

8

9

10

11

12

䲿䵿䎃㣐㷕せ䨽㖈㖑

䎃
ُءح؍ذٔـ٥ٗ؝ٝؽ،㣐㷕
غؙٝ٦غ٦ؕتش
䎃
وٝةأؑث٦㣐㷕
وٝةأؑث٦؎أؘٔ
䎃
سؼوٝ㣐㷕
غؙٝ؝؎ة

䎃
ؙٕ؏ز㣐㷕
ؙٕ؏ز؍ؿٝٓٝس
䎃
ؾٔ؍ؿٝ㣐㷕
ٓصوؾٔ؍ؿٝ

䎃
لٝصغٕء،㣐㷕
؍ؿٕرٓ؍ؿ،،ًٔؕ

吤խ畍

13

14

15

16

17

18

14

䲿䵿䎃㣐㷕せ䨽㖈㖑

䎃
،ٖر٦س㣐㷕
،ٖر٦سؔ٦ٔٓزأ،

䎃
ؔ؞ة㣐㷕
صت٦رُٝص٦آ٦ٓٝس
䎃
㕂甧ٌٝ⨳ٕ؞䏿猰㷕㣐㷕
ؐٓٝغ٦ٕزٌٕٝ؞
䎃
ًٔ٦ٓٝس㣐㷕
ٌثٕن،،ًٔؕ
䎃
껺庥㣐㷕
껺庥⚥㕂

䎃
ضت٦ك٥غٔف٦س㣐㷕
أيؙٖؔ٦ٔزأ،

グローバルな
学術交流活動を展開
本学とミシガン大学歯学部で、1985年
５月に「口腔保健のための国際姉妹校連
合」
（International Union of Schools
of Oral Health 略称 IUSOH）を結成し
ました。この活動は両大学を軸として、
世界各国の主要な歯科大学をリングで

7

連携し、１校単位の姉妹校関係ではでき

ُءح؍ذٔـ٥ٗ؝ٝؽ،㣐㷕
ؖءىٝ㣐㷕

ない、国際的な学術交流活動を展開しよ
うというグローバルな構想です。本学の

2

ًٔ٦ٓٝس㣐㷕

16

12

لٝصغٕء،㣐㷕

姉妹校は現在世界16ヵ国18校の歯科大
学にのぼっています。1985年より本学
新潟生命歯学部、ミシガン大学、本学生
命歯学部、マンチェスター大学において
「国際歯学研修会」が開催されています。

*640)ُص٦ةٖؤ٦

؎لأٝծ*ךדشٗإٕغ640)➿邌⠓陽

⚅歲ד㷕ןծ
嫡吤ח鼧⯋
ؔ٦ٔٓزأ،ծكأٔـٝ*ךד640)➿邌⠓陽

畾愮䏿✳龤⸔侄
Kojiro TAKEZAWA

傈劤娎猰㣐㷕
鍑ⶅ㷕痥闌䏟

խ猘כ䎃剢ַ䎃剢ؔדת٦زأ

ٓٔ،ך،ٖر٦س㣐㷕娎㷕鿇ח殅㷕ְׁגׇ
ֹծ禸窟鍑ⶅ㷕灇瑔⼔ה㷕鿇٥娎㷕鿇ך侄肪
遤ְ׃תկ傈劤ה殯ז灇瑔䩛岀װ侄肪ך麩ְ
כⴱח䨫䞨ֲָֿ׃ת֮הծꬊ䌢ח顜ꅾ
ؕتشծٗزٝ*ךדز640)❛姝⠓

ז穗꿀׃תזהկ

㨝㧴吤٥䲿䵿吤ךפ殅㷕

כչ殯俑⻉⡤꿀ׅ٥➭㕂װ➂ח灇瑔罏ず㡦
ךꟼ⤘䚍眠ֻպֻזדְֲֽהծ
չ倜ךז

欰ׅ⳿〳腉䚍猼ְגպׅדהְֲֿהկ
猘כ،ٖر٦س㣐㷕ثך٦❛הي崧דהֿׅծ
ֶ✼ְ넝さֲֿהֹדָה䙼ְׅתկ

խ➙䖓➙כ㔐眠ְ葺㥨זꟼ⤘笝䭯⚕ָז׃
㣐㷕ך卹ֽ堀זהծ傈劤娎猰㣐㷕ח顀柃ְג׃
ֹהְ䙼ׅתְגկַֿ㢳ֻך䖓鰳ָ

*640)鸐❛ג׃䳔殅㷕װ灇瑔殅㷕穗꿀׃ծ傈
劤娎猰㣐㷕װ傈劤ך娎猰歲ך涪㾜ח㺔♷ֻג׃
הֿ爵ׅתֶגկ

،ٖر٦س㣐㷕ךず⬌ה

խ傈劤娎猰㣐㷕*כ640)鸐ׄג㕂ꥷ❛崧ָ渿
ךא♧ָהֿ֮ד暴ꞿׅדկ暴חծ㷕欰ず㡦
❛ך䳔殅㷕װծ蕯䩛ך侄㆞٥灇瑔㆞㼎韋׃ה
佄䴂ָ⯍㹋ֶג׃ծؚٗ٦❛זٕغ崧ֿׅ
ׅתֹדָהկ

խ猘ָ殅㷕鸐ׄג䠬ׄכהֿծ㕂ꥷ涸❛ז崧
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倜 悻 㥍 㶨 㻮

㣐顐秱䟃
Sae ONUKI

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃

纇꼛源넝䃵䋐⳿魦

⯍㹋׃㣐㷕欰崞ه؟٦ز
խ傈劤娎猰㣐㷕ך㥍㶨㻮כ㣐㷕ַ䖝娄ⴓ

ׅתְגկ

㾊Ⲇכח詿䏧ؒװ،؝ٝךוז㹺ꨵծثحؗ

ִָךծ娎猰䪮䊨㹓ָ֮

ך騃ꨄ֮חծגה鸐ְׅדְׅװկぐ鿇
ٝծأغծָٖ؎ز鏣縧ְׁג䘯黝
ח麓ׅתֹדָהֿׅ׀կⰟג׃ずٓךٝ
ٔس٦㹓כח峤憴堣✜גִ⸇ח斕堣➰ִ⪒
ֽדךְגծ㣓孡ך䝤ְ傈װ㢸ך峤憴
ח䗰ꂁׇת֮כկ

խ㻮ך桠ꟼؔכ٦ؙحٗز䒭דծך

鿇㾊ؕח٦ؗس٦ָדךְגְאծإ
؍ذُׅٔؗדٔثحغկׁחծ㻮嫡
ָׁ䌢꽎דךְג׃ծ㔭儗ּׅכח
ח湱锑ָֹדծ⮚ֻ׃㼎䘔ׅתֻג׃կ

խꥡٗؽ٦כחծؽٖذծ荈⹛顋㡰堣ծ倜
耀ծؾ؝٦堣ָ֮ծֻ־א㜥䨽זח

せխ

獥 傈劤娎猰㣐㷕倜悻欰ㄏ娎㷕鿇倜悻㻮

䨽 㖈 㖑 倜悻䋐嵋嵙歕

鸐㷕儗 倜悻欰ㄏ娎㷕鿇״䖝娄秈ⴓ
䒉խ

暟 㖑♳ꥡ

㹓խ

侧 

侲խ

㖑 N

Ⰵ 㻮 顤 ♰ⰼ
㻮խ
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顤 剢겘♰⼪ⰼ
⯔攦顤וז荈顤

խ娎猰㣐㷕ך㻮הכדז鎉
ֿׅדהկ㣐㷕ך㹋统铬겗
䭯䌓גծ麦♧ה筰ח⡲
噟鹌ׅתկ

խ㻮כדծ 麦  ך鿇 㾊  ח꧊

桠ꟼؔכ٦ؙحٗز䒭կ㻮㹓
ؕכ٦ؗس٦⢪欽ׅת׃

ٗؽ٦ֶכ麦ה嚂ךץׯ׃ְֶ׃㜥ׅתזח

♧גת筰⹈ח䓼׃ծ׀궢굸ץծ
ֶדךֹׅדָץׯ׃ծⴱ♧ךג
➂凃ד׃ծ嚂ֻ׃䠬ׄ׃תֹדָהֿ
կ⚥כחծⰅ㷕䒭ַ♧筰׀ח궢굸ץ
ׅתְ➂ְֲהְגկחּׅず秷欰ֽ
ֻזדծ⯓鰳⟗ה葺ֻדךזծ欰崞
⹈ה䓼⯍ו㹋׃㣐㷕欰崞ֿזח
הծ麩ְׅד׃ז

㻮խ

㹓

娎猰㣐㷕ךכדז䪮䊨㹓דךׅת֮ծ㹋统铬겗
䭯䌓ג⡲噟ׅתֹדָהֿׅ

ف؎ةN
ف؎ةN

Ⲇ詿䏧ծثحؗصىٝծꨵ孡锃椚㐻ծ

㽿㹓⪒ㅷ 啟匢ծ劻ծ劤啟ծسحكծصى盤痕ծ

عف؎ػٝؖ٦ծأغծٖ؎ز

Ⱏխ

Ⱏず㹋统㹓
䪮䊨㹓
ծ
ٓٝٔس٦㹓ծ
꧊㹓ծ⦋ـعٖف䏧ծ荈鯄鮦
縧㜥

欽 ׀

㣐㷕ַ䖝娄ⴓך倜悻㥍㶨㻮

Freshman’s Eye

Part2

وُءحٖؿٝؤ٥،؎

חה㷕ע㷕כ
♧欰ך頿欵
显

ָ娎猰⼔䌌דծ㹋㹺娎猰⼔ꤍ

דך׃ד暟䗰ְא갦ַ娎

猰⼔䌌湡䭷׃תְג׃կ넝吤儗➿ח
鹌騟ד鶳ֲֿיׅדַזהկ

խ傈劤娎猰㣐㷕ך倜悻吤鼅כךծ
㖈㸓鏺洽ֶגⰅ⸂חծ荅䎮㹋统ד
鏝㉏娎猰ָؕٔחيُٓؗ穈鴥ת
הְֿג濼ծⴓךꅿך穗꿀琎
ָךְֲה㣐ֹז椚歋׃דկ

䎂䧭䎃䏝
倜悻欰ㄏ娎㷕鿇⼼噟

❁♳⽆⛒⯓欰
Hiroyuki INOUE

⼪衝源繟嵋⼒
ـٔو嵲嵋娎猰㹓

խ㷕欰儗➿ך䙼ְ⳿כ痥㷕䎃ך荅䎮㹋
统ׅדկ㷕欰儗➿ח㹋ꥷך䝕罏ׁ鏺
洽ׁכהְְֿגׇ顜ꅾז穗꿀ד
׃կתծ荅䎮㹋统ת֮דת➙כד

ׅתְג׃חկ傈כ宏刑傈ַ

僇ההְֻֿגׇׁծ铆䠐

ׂזת鏺洽猰㔐⟗חְֲג葺ֻ

刑傈ꤍדךׅתְג׃ծ➭ך遤ֹא

הֿך鋵魦ח䙼ְծ屚洽ׅ娎ֽ

䱸挿ַזךず秷欰הծ♧筰תׁח
׃תזկ㕂㹺鑐꿀חぢֽג䓼ְ㔚穠

䗰蔟欰ִזחֲ״ծֿך갦⟗葺
ַ麦ֻ״ד➙כ鸬窃《さ
ׅתְגկ

խ⼼噟䖓כծ荅䎮灇⥜⼔穗גծ匌❨鿪
ⰻך鏺洽䨽ח䖓ծ植㖈ך娎猰⼔ꤍ

傈刑傈ךדת傈ׅדկ䔲ꤍכ㕼ծ傈
ֽך鏺洽䨽ֶָׁ⠅ד汤׃ג⳿ָ
ת䝕罏ָׁ勻ꤍׁ؛٦أ㢳
ֻծְֲ䝕罏ֻׁ״כח䠬闐ׁ
ׅתկ

խ鏺洽֮ח䗰ָֽכהְֿגծ䝕
罏ׁחֲ״ְׅװַהֹח铡

ג㼎䘔ׁׅדהְֻֿגׇկ䝕罏ׁ
ֻזדծֶ〡Ⰻ⚥ך⡤筨さ涸ח鏺ׇׁ
הלְֽג䙼ְׅתկ

խ劤㷕Ⰻכח㕂ぐ㖑ַ㷕欰ָ꧊ת
ׅתկ⬁㿊〡源⳿魦ָׅדծⰋ㕂峸ղ
嵙ղծׁזתׂת㖑㚖⳿魦ך麦ָֹד
׃תկ➙זָָ֮זאד

麦ָ㣐㷕儗➿♧ך殢ך頿欵ׅדկמծ
劤㷕Ⰵח㷕ג׃娎㷕ך麣噰הה
חծ♧欰ך麦ֻׁ⡲ְג
ֹהְ䙼ְׅתկ

㷕欰儗➿ך氺ꤍ㹋统הز؎ًأؙٓד

׃הַ׃铡僇הծ
䌢ח铆䠐鏺洽䗰ָֽׅתְגկ

㽟耵ַג׃娎ワ㢩猰ך钠㹀⼔《䖤׃ת׃
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鋵漟帾
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㣐
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猰
さ
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欰
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 剢ծ 傈 劤
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ַֿ
䖓鰳ך㘼呎
ّٝさ㺊կ
ծ
ء
鰳
٦
⯓
ذ
ծ
ٝ
ؒ
嵙牸כד
倜Ⰵ欰ؔٔ
ٍؗךז
կ剢ך嵋
חההծ֮
ךさずさ㺊

ה
⟗
鿇

㷕
ׅ
娎
ֻ
ㄏ
ずׄ
鸬⠅כח欰
崞⹛װծ䘊
ׅתկـؙٓ
־
♳

渿
牸
Ⰻ㆞ד㷕㕦
ְֻׁկ
גⶼؿ
ٝ؎ٓأػ

April

May

June

July

August

September

4

5

6

7

8

9

Ⰵ㷕䒭

Ӫ

倜Ⰵ欰ؔٔؒٝ
 ذ٦ّءٝさ㺊
Ӫ

㺡㡦鋅٥
 嵋嵙ةأؑؿ
Ӫ

ـؙٓ崞⹛鹈
さずさ㺊
Ӫ
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ـؙٓ崞⹛鹈
さずさ㺊
Ӫ

ⶼ甧鎸䙀傈

Ӫ

⨳䏿鏺倖

Ӫ

嵋嵙牸

Ӫ

㢙劍⠅内

Ӫ

㢙劍⠅内

Ӫ

娎㷕鿇㷕欰
 筨さ⡤肪㣐⠓
娎㷕⡤
Ӫ

㷕劍㹀劍鑐꿀

Ӫ

October

November

December

January

February

March

10

11

12

1

2

3

䖓㷕劍䱇噟㨣

Ӫ

Ӫ

ⱴ劍⠅内

ⱴ劍⠅内

Ӫ

Ӫ
Ӫ

䖓㷕劍㹀劍鑐꿀

娎猰⼔䌌㕂㹺鑐꿀

⼼噟䒭

Ӫ

涺ׁ⯍ך㹋׃

㷕欰欰崞ه؟٦ز
խ㷕欰⠓כծְײ넝吤ך欰䖝⠓זֲ״ך甧⡘縧֮ח穈籼֮דծ㷕吤遤✲ך麊㌀ח
䵿ׅתְגկ䎃欰ַ䎃欰דתㄤ孡ְְ֮֮הծ㷕䎃ך㘼呎馉ִג嚂ֻ׃崞⹛׃
ׅתְגկ

խ傈劤娎猰㣐㷕כד鿇崞⹛ח㨣ת㖑㚖❛崧ծ❛䳔殅㷕欰❛ךה崧؎كٝוזزծ侧㢳ֻך
铬㢩遤✲ָ⪵ׁׅתְגկ㷕欰㨻㆞⠓ךֿכד崞⹛ծ㷕欰ך涺ׁ⯓װ欰倯הה

Ⱂ谏䖓㜜
Takashi YATOGO

㷕欰㨻㆞⠓㨻㆞ꞿ
倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃
倜悻源倜悻䋐⳿魦

ח渿דהֿ־♳ծ⯍㹋ٍؗ׃ٝه؟ךؿ؎ٓأػ٦ׅתְג׃زկ

խ⹈㷕׆זךծ铬㢩崞⹛ח礵⸂涸《ח穈כךֹדָהֿծ傈劤娎猰㣐㷕ך㣐ֹ
ז눁⸂ה䙼ְׅתկ

խׁזתׂת崞⹛鸐ׄג䖤⯓װ➂欰倯ךה穌װ籬ָכծְִַָֽזך㣐ⴖךז
גזהծ㢳ֻך㜥ד猘䓼ֻ䖓䬃ׅתֻג׃׃կ

խ涺ׁ♧ה筰ח㷕ןծ疭ְִֹ֮דָהֿ傈嚂ׅתְג׃ח׃կ
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㷕遭⠓禸ַⴓחծ⡤肪⠓禸Ⰻכ㕂ך娎猰㣐㷕ָ꧊ֲⰋ傈劤娎猰㷕欰
筨さ⡤肪㣐⠓娎㷕⡤ךוז㣐⠓ד畸ְさְׅתկתծ俑⻉⠓禸װ
㷕遭⠓禸כծ嵋嵙牸ךד涪邌ך堣⠓ָׅ֮תկ

CA

クラブ活動

傈劤娎猰㣐㷕倜悻欰ㄏ娎㷕鿇ـؙٓך崞⹛כծ⡤肪⠓禸ծ俑⻉⠓禸ծ

サッカー部

バドミントン部

ワンダーフォーゲル部

ラグビー部

ꤵ♳鿇♧ד筰ח寂崧ֲ׳׃ת׃
խꤵ♳畸䪮鿇כח植㖈歑㶨せ㥍㶨せך筨せָ䨽㾩ֶג׃

ծ嫣䎃剢ח⪵ׁⰋ傈劤娎猰㷕欰筨さ⡤肪㣐⠓رٕٝة
חぢֽג鹈ח㔐崞⹛ׅתְג׃կ

խ箺统䬿挿כꤵ♳畸䪮㜥ג׃ה⚺ծ⡤肪긫ؚؐٓװٝس⢪欽׃
ׅתկ僴䎃䏝ַ⡤肪긫חꤵ♳畸䪮欽ٖך٦ٝ鏣縧ׁծ״

咉歊顜㣐

Takahiro SAKURADA

ꤵ♳鿇⚺㼛
倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃
⻌嵲麣劦䌽䋐⳿魦
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⯍㹋׃箺统遤ֲֿ׃תזחֲ״ֹדָהկ僴䎃رךٝة
ٕכד麓剑㢳Ⰵך颣װծ侧㢳ֻٕتًך栻䖤תֹדָהֿׅ
׃կ䎃ղث٦ג׃הي䓼ֻךְגז㹋䠬ׅתְג׃կ

խ䎃鸐ג׃ծرٝ⟃ٕة㢩ח僰ךさずさ㺊ד匌❨吤❛ה崧
帾ծⰟرחٝחٕةぢֽג寂崧⯍׃㹋׃儗麓ָהֿׅ׀
ׅתֹדկ

参加してみてね！
ぜひクラブ活動に

充実した環境を誇るスポーツ施設
խ⡤肪긫ךꥡٖزכח٦صؚٕٝ٦ָي㸣
⪒ׁׅתְגկٓٝصٝءوؚٝؒװ،ٗ
ؙ؎غծكٝװأٖفث艎瘡ꑺִءوٝ

דךׅת֮ծך欽鷿ח䘔ׄג

魦⡤ꑺִׅתֹדָהֿկ
תծⰋ➂ח䊨蓎侲ְ

ؚٓٝؕح؟כس٦ؙךוז

ٓـ崞⹛ד⢪欽ֶׁגծ
㷕欰ַכ㥨鐰䖤ׅתְגկ

華道同好会

野球部

⡤肪⠓禸

ؐ؍ٝ؟س٦؍ؿٝ鿇
麣鿇

炽䒭䏬椔鿇

バレーボール部

スキー部

炽䒭ꅿ椔鿇
ؕح؟٦鿇
厫麣鿇

㼰卌㼇䭖岀鿇
宏岷鿇

ؗأ٦鿇

أصذزؿا鿇

نزح؛أغ٦ٕ鿇
ىسغٝزٝ鿇

写真部

ٖغ٦ن٦ٕ鿇
ٔؐنؚٝ鿇
ٓؽؚ٦鿇
ꤵ♳畸䪮鿇

ٙٝت٦ؓؿ٦ٕ鿇
تٝأず㥨⠓

少林寺拳法部

ُؗأ٦ؽ؎تغؚٝず㥨⠓

ظأ٦ن٦س؟٦؍ؿٝず㥨⠓
ٕ؟زحؿず㥨⠓

微生物学グルンド

俑⻉⠓禸

鯪갈嚂鿇

㕂ꥷ❛崧鿇
ⱖ溪鿇
1."

庛屭⼾椔ず㥨⠓
螟麣ず㥨⠓
蘠麣ず㥨⠓

剣道部

陸上部

荈⹛鮦ず㥨⠓
&44ず㥨⠓

㷕遭⠓禸

鍑ⶅ㷕ؚٕٝس

娎ワ氺㷕ؚٕٝس
䗍欰暟㷕ؚٕٝس
氺椚㷕ؚٕٝس

佝㼗简㷕ؚٕٝس
띾ꂏ㷕ؚٕٝس
4$31
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欰ㄏ娎㷕鿇״חさずさ㺊ָ秈鹈גח
遤ծחה寂崧ׅת׃կ⚕欰ㄏ娎㷕鿇❛ך
崧ך㜥ג׃הծك؎ְזזכגֻזׅٝדزկ

CA

合同合宿

嫣䎃傍僰ـؙٓך崞⹛鹈כחծ倜悻ה匌❨⚕ך

新潟校と東京校揃
って
賑やかにやってま
す！

富士見・浜浦フェスタ

չ㺡㡦鋅٥嵋嵙ةأؑؿպכ倜悻欰ㄏ娎㷕鿇٥欰ㄏ娎㷕鿇ך痥㷕䎃
㼎韋ח遤さずٙ٦דفحّءؙծ䎃כ状䃊源枽蕐➿ד
⪵ׁ׃תկ

劄ת娎猰⼔䌌⫷כה ذ٦׃הوծ屯傈ך筜㺘؛أז
ُآ٦ٕדծ倜悻吤ה匌❨吤ך㷕欰幉さ׃棳ⴓֽ׃ծ铬겗׃ח
ְָ陽锷ꅾיծ涪邌遤ְׅתկֿ״חծ傈劤ך娎猰⼔洽ח
顀柃ׅ娎猰⼔䌌חזהծⰋ㕂吤ך娎猰㣐㷕٥娎㷕鿇⯓

㼪ׅ傈劤娎猰㣐㷕暴剣يؤٔشّءحؑؿٗفך魦הֽֿ➰ח
湡垥ׅתְג׃הկ

ךא傈劤娎猰㣐㷕㹋䠬
խ剢劣ַ؞٦ٕرٝؐ؍٦גַֽחⴱؙ⪵ׁ㺡㡦鋅٥嵋嵙הةأؑؿծ䒷ֹ竲ֹ
遤匌❨吤ךהさずさ㺊׃ת׃⸇חկ

խ㺡㡦鋅٥嵋嵙כדةأؑؿ匌❨吤ה倜悻吤ך単馄ִ攦ְ陽锷ָ粸䎢־ծ剑䖓فך
ٖئٝذ٦ّءٝחぢֽג涺ָ⸂ך穠꧊ג׃ծ穄✪儗כח帾ְ穌ָ欰׃תְגתկ㕂㹺鑐

⚥ꅿ衝剢
Hazuki NAKANO

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃
倜悻源♳馉䋐⳿魦
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꿀חぢֽג婍䎃ծず劍ⴖחⰟה煔楁熊ג׃さ呓䲕הְה䓼ֻ䙼ְ׃תկ

խתծさずさ㺊כד匌❨吤ה箺统鑐さ遤ְծ傈갦ך箺统ך䧭卓חְ✼涪䳸ג׃ծ畸ְさ
ְָז䪮遭ծ⡤⸂熊ֹ♳׃תֹדָהֿ־կ

խהةأؑؿさずさ㺊כ匌❨吤ך㷕欰❛ה崧ׅ葺ְ堣⠓זהծךא傈劤娎猰㣐㷕㹋䠬
ְ׃לֹׅדָהֿׅ穗꿀׃תזחկ

浜浦祭

嵋嵙牸כ剢חַׅתկ倜悻瀉劍㣐㷕ך㷕欰
⸇׃ծ㷕ⰻך侲㖑כח垷亻䏄ָ⚛ןծ暴鏣ذأ٦
ك؎כדآٝוְָز幐ִׅתկ娎猰㣐㷕ז
ךכד搀俱娎猰湱锑Ⱅװ闌䏟遤ׅתկ

歯科大学ならでは
「無料歯科相談」

豪華賞品が当たるビンゴ大会！

お待ちしていまー
す！

公開講座

対外試合

ンパスも
オープンキャ
同時開催

アイスクリームも
おいしいよ！

稆侯ז䙼ְ⳿זה俑⻉牸ׅתֻא
խ嵋嵙牸כ㷕欰ָ⚺⡤גזהծׁזתׂת،؎ر،׃⳿さְ⟰歗麊㌀ְג׃㷕
㕦牸ׅדկ

խ蔓腉➂ך倯ֶㄎג׃ן遤ֲװـ؎ٍٕٓءلأծぐ鿇崞ծず㥨⠓״ח垷亻䏄ך㌀噟וזծ

♧加僅
Masashi ICHIKI

嵋嵙牸㹋遤㨻㆞ꞿ
倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃
⡟顭源둷吏䋐⳿魦

鋅ֿו渿ׅתְגזהֻׁկ

խתず儗ח倜悻氺ꤍכדծ劤㷕㷕欰״ח搀俱ך娎猰嗚鏺ָծׁח闌㛔כד㷕ⰻ⯓ך欰倯

♧״ח菙ך倯㼎韋Ⱅ׃ח闌䏟ָ⪵ׁծ㷕㢩ך倯ろ嫣䎃㣐渿屣ׅתֶגזהկ
խ嵋嵙牸ָ㷕欰׆זךծ׀勻㜥ְגהחתׁזְ嚂ֻ׃稆侯ז䙼ְ⳿״זה
ֲծ嵋嵙牸㹋遤㨻㆞♧ずָהְְֹגל䙼ְׅתկ

խ莆֮ך倯מכ勻ַׇתגխ剢痥鹈ך鹈劣ח㣐㷕ֶד䖉ׅתְג׃կ
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ךה׳傈֮ך⯓鰳

My NDU LIFE

P
U

խזַךְג׃欰崞זו

S

סכ鸐ֲ⯓鰳ח傈娎倜悻

1

CA

㿊〡繟䣮

Miyu YAMAGUCHI

倜悻欰ㄏ娎㷕鿇䎃
㺡㿊源㺡㿊䋐⳿魦

 痥♧娄ךְ欰崞ծ荈甧׃倜

կ׃תזֻזגְִֹծ嶊ג謬ח䖚ղכ♶㸜הׁ׃

կ׃ת׃ز٦ةأְ欰崞׃倜דֿֿכ剢ծ猘ךխ䎃

կׅתְ䙼הְ׃קג־䎢❛崧גⰅח⹛鿇崞מ

גהדְ⳿⠓ךהְ麦׃倜חׁ钷ծך⹛ծ鿇崞װ

כח䎃欰ֻג׃ֻⰅ㷕׃ծ倜ַ穗꿀ְֲխ
㢳ֻծ⹈䓼זֲ״ך䒀ꞿך넝吤כ劍䱇噟ךխ䎃欰
כַծ䖓劍׃ַ׃կׅתְ䙼הְזת֮כ♶㸜ךד
ׁկׅת㨣ן㷕הֿׅꟼחָծ娎猰ׅדֽ׃㼰
חծ䖓劍דךׅת֮㹋统ְ欽Ⱗ娎猰㐻חծ㹋ꥷח
կ׃תֹגְ㹋䠬ָ弇ךג׃הֻ娎猰㣐欰װֲ״גז
؎ً٦㪦ךⴓ荈ך㼛勻זחծ娎猰⼔䌌כַֿխ
կׅתְ䙼הְְֹגծ갹䓸⸠ח⹈䓼ג׃آ

ّٝء٦ذծؔٔؒٝכ鹈ךⴱ剑ג׃Ⰵ㷕ח㣐㷕ךֿ
דկ׃תְֹגֺ麓חְֲהֻ֮ծ׃ּת
׃㺐חծ♧孡הֻ滠衅ג׃ָ♧媮衅הֿזְְծ

ծגֹג♶㸜ָ銒ךפְֻ㣐㷕欰崞גְ竲ַֿծהׁ
կ׃תזֻ׃㹋㹺ָ䛃גה

ד㶷㖈ך⯓鰳הָ麦ךֻגִ佄猘ח儗זխ
ծ㣐㷕欰崞׃לォֹ굲דְ꾾ְֹ䙼ה麦כׁ׃կ㺐ׅ
կ㺐׃תְأ؎غس،ג׃湱锑ח⯓鰳כ♶㸜ךפ
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㿊〡ׁ  ֮הך傈

8:30

涫吤

12:30

ֶ儎⠅

䱇噟

דث
儎⠅כחծكٝ
㣓孡ְְך傈ֶך
ָץ嚂ׅדְ׃
ׯ׃
ֶך
麦ה
ֶ

10:30

ؿ؋ًٝتٕٝؗإٔة㹋统Ⅱכד䩛⯓ך䪮遭균ג
ְׅת

14:00

ـؙٓ崞⹛

!
my

鿇㆞ה㢧굸

18:30

-#1 ך䱇噟㉏כד겗鍑
寸חぢֽ陽锷ؚٕ
٦דف
遤ְׅת

授業にクラブ活動
、
毎日充実していま
す！

僇傈✮ך统

㽟㻅

ـؙٓ崞⹛تכٝأず㥨⠓ח䨽㾩ׅתְג׃կ⟗❛ךה
崧ְזךִַָֽגהכծ㣐ⴖז儗ׅד

䎃欰խ㿊〡ׁך鹈
8:45
10:30
12:00
13:00
14:45

nt!

M

yF
i
avorite Po
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㾩ֶג׃ծ倜זֻ׃

 ։  䎃孡韋䎟锃ץ

十日町市とは同じ県内でも
こんなに雪の量の差が！
新潟市内はあまり雪が
降らないから住みやすいよ
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⼔⽆ך暟긫

鞢⾱㕂ワ
չ匌❨♲⼧Ⱈ⠓䌎叛堀׃㣐➿㖑䊼㾊պ

国内外の医学資料を公開
日本で初めて開設された公的な医学博

しない珍しい資料が多く、興味が尽きな

物館です。16世紀から現在に至る東西

い博物館です。
姉妹館として、
パリのピエー

の古医書、医療器械器具、その他記録類

ル・フォシャール博物館、アメリカのハー

などを一般公開しています。なかでも解

トフォード医学・歯科医学歴史博物館、

体新書の原本や、房楊枝を使って歯磨き

中国の中国口腔医学博物館があります。

をする江戸時代の浮世絵など、普段目に

#4،ٕأضؽջ➂⡤瘡낦圓鸡㔳陖ռ

ջ鍑⡤倜剅ռ

ջة٦ٕق،ىزش،ռ傈劤铂鏬
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ؔٓٝت铂晛
ؒؾ٦ٕ٥ٍءؓؿ٦ٕ衼ջ㢩猰娎猰⼔ռ

⼔洽ך鹌娄

䠬ׄ㜥䨽

խ植㖈⼔ך洽ך植㜥זתׂתׁכד㐻Ⱗָ
⢪ׅתְגկ⼔⽆ך暟긫כדծך㐻
Ⱗ⾱ך挿ה鎉ִגהָך㢳ֻ㾜爙
ׁծ植㖈⼔ך洽ָֽו鹌娄ך׃
ַךזծג׃ծזֲ״ך娖〷ַָ֮
⼔ך➙ֿ洽ָ֮ծהְֲֿה㹋ꥷ
ח鋅ג䠬ׅׄתֹדָהֿկ

խת㷕䎃⼔כד㷕٥娎猰⼔㷕ך娖〷ח

啾խ⼪秳
Chihiro MORI
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גְא㷕ע䱇噟ָׅ֮תկ 긫ⰻ鋅

הծך䱇噟ⰻⰻֹג⳿ד㺁ך椚鍑帾
ֹדָהֿծ娎猰⼔㷕ך娖〷㷕ֿע
חה㼎ׅ䠐妜ぢ♳ֻׁגׇծ稆兦
ְ׃瑞ה䙼ְׅתկ

吤⠓٥娎㷕⠓

吤⠓娎㷕⠓Ⰵ⠓姝鵒⠓

歯科界の向上を目指して

MESSAGE

新潟生命歯学部と生命歯学部の卒業生は、同窓生の組織である「日本歯科
大学校友会」と学術組織である「日本歯科大学歯学会」に加入します。なお、

ֲֿ״傈劤娎猰㣐㷕吤⠓פ

同じ年度に新潟生命歯学部あるいは、生命歯学部を卒業した者は、互いに区
別なく同じ卒回の校友会員となります。
本校友会は、わが国における歯科大学の同窓会組織としては、最大規模を
誇っています。そして、校友会員として先輩・後輩と固い絆に結ばれて、歯
科界において有形無形に協力しあって、自らの向上に務めています。
校友会と歯学会は協力して、生涯研修活動を実施しています。毎年地区を
巡って開催する「歯学研修会」と、本学に集って行う「ポストグラジュエート・

傈劤娎猰㣐㷕倜悻娎㷕鿇㔐⼼噟
傈劤娎猰㣐㷕吤⠓䌢椚✲
⼔
衅さ娎猰⼔ꤍ椚✲ꞿ

խ猘כ倜悻吤⼼噟׃ծ植㖈㼭⯢娎猰⼔ג׃ה噟⼔
ׅתְג׃կ㣐㷕儗➿نכ٦ز鿇ח䨽㾩׃ծꟼ㾊ⴓ
ָׅדךծֿך㣐㷕ח勻הծ䥿ַ׃הקֻ׃孡

である「国際歯学研修会」の三

ⴓכװזח嫡吤כךְֲה稆兦ׅדְ׃կ

本立で卒後研修を行っています。

խ劤㷕♰  כ⡭せ⼼ך噟欰䫴ִ⚅歲剑㣐ך娎猰

㣐㷕דծ⼼噟䖓ח⡦Ⳣח遤ַג׃הծ嫡吤⯓ך

このように卒業後も本学との

鰳倯ח鋅㸚ׅתְֽגկ

関係を密接に保ち、研修会、定

խ吤⠓גְה㷕欰ך涺ׁؾכְַٝזֿה

期刊行物などを通して、歯学界

ָׇת׃ծ⼼噟ג׃噟ׅ갦כワחず秷欰כ

の発展という共通の目標のもと、
歩み続けています。

Shinjiro MIYAGAWA

宏ד寂崧׃תְג׃կעְ׆圫㢌ְג׃

コース」および本学独自の企画

生涯にわたり学術研鑚への道を

㹧䊛䢅✳龤⯓欰
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խ吤⠓⼼כ噟欰התծ傈劤娎猰㣐㷕佄ִ穈
籼ׅדկ㔭儗כח⡦ד湱锑⯓ֻׁג⛦ח
㕂ꥷ娎㷕灇⥜⠓
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傈劤娎猰㣐㷕ⶼ甧ワ䎃ֿײ֮ךדת

ⶼ甧罏

⚥⾱䋐✿龤⯓欰

娎猰歲صؔ؎ػך،ג׃ה

創立者中原市五郎は、慶応３年長野県上伊那郡下平村
（現在の駒ケ
根市赤穂村）に生まれる。明治22年５月歯科医術開業免状を受け、23
⚥⾱䒭ㅗさ㐻

年中原歯科医院を開業。一方麹町区会議員となり、子どもたちの口腔
衛生の向上に努める。これは学校歯科医制度の先駆けで、
『児童と歯
牙の関係』も刊行した。
10数年来念願であった歯科専門機関の創設に向けて力を注ぎ、明
治40年６月私立共立歯科医学校を設立。明治44年２月、日本歯科医
学専門学校校長に就任。大正４年９月メリーランド大学より学位ドク
トル・オブ・サイエンスを贈られる。大正８年12月日本歯科医学専
門学校理事長に就任し、本学発展の基盤を築いた。昭和11年８月名
誉校長となる。若い頃からの熱心な勉学、旺盛な研究心で、中原式咬
合器など歯科医学に関する多くの発明もある。書、俳句、短歌を好む。
昭和16年３月22日逝去、75歳。

せ钙㷕ꞿ

⚥⾱խ㻛⯓欰

蔓遭ծ侄肪ծ⼔洽➂ג׃ה갥挿噰䊬⻟

中原實は大正４年日本歯科医学専門学校卒業。大正７年ハーバード

大学歯学科卒業。第一次大戦の真っただなかに渡欧。パリで義勇兵を
志願し、仏国歯科軍医として、ヴァル・ド・グラス陸軍病院、ビッシー
の第45戦時病院に勤務、顔面戦傷の兵士の治療にあたった。終戦後、
歯科教育事情視察のため、ヨーロッパ各地に滞在。一方、西欧の絵画
芸術に魅せられ、安アパートに住まい、モデルのデッサンに励み、ルー
ブル美術館や画廊をめぐり、若きピカソと一緒に絵を描き、藤田嗣治
と意気投合するなど、絵画芸術に傾倒した。大正12年帰国し本学教

乆䕦猧㿊䎤㣕龤

授となる。昭和16年本学理事長に就任。昭和37年日本歯科医師会会
ٞ؍٦ךأش钰欰
屘䕙٥ؕٝأغ
DN

長となる。昭和47年日本私立大学協会会長。自ら絵筆を取り、二科
会理事の任にも就く。その作品はわが国を代表する前衛画家として今
も光彩を放っている。平成２年10月15日逝去、99歳。
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剢

剢
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1941 僻ㄤ䎃 剢
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The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata
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日本歯科大学 新潟生命歯学部

〒951‑8580 新潟県新潟市中央区浜浦町1‑8 Tel: 025‑267‑1500

入学試験要項のご請求はこちらへ

