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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

　徳島大学歯学部は、1976 年に四国で唯一の歯学部

として設置されました。以来、人間性豊かな歯科医師、

歯科衛生士を養成するとともに、先端的な歯科医学の

研究を行い、歯科医学と口腔保健学の発展に貢献する

人材育成を行ってきました。 歯学部には6年制の歯学

科と4 年制の口腔保健学科があり、超高齢社会に対

応できる歯科医療と福祉の高度専門職を養成していま

す。歯学科では、①患者中心の全人的医療を理解し、

歯科医師に求められる世界水準の知識と技能を有す

る、②地域社会のニーズに対応できる能力を備え、③

幅広い教養と高い倫理観を持ち、そして④患者及び他の医療者と適切な人間関係を

確立する能力を有する歯科医師を育てることを目的としています。口腔保健学科で

は、①口腔保健・福祉の専門的知識と技能を有し、②チーム医療や保健福祉活動の

一員としての役割を果たす能力を備え、③慈しみと思いやりの心を持って患者さんや

その家族、スタッフと接することのできる医療と福祉従事者の養成を目的としていま

す。卒業時には歯科衛生士と社会福祉士の2つの国家試験の受験資格が得られます。

　歯科医療人としての態度、技能は、生物学や医学、材料学の基盤があって、はじ

めて習得できます。そのため、1年次には学びの基礎となる一般教養科目を学び、

基礎・臨床歯学を理解するための基盤を形成します。その後、専門的な歯科医療の

知識・技能・態度の習得が始まります。患者さんに安心・安全な歯科医療を提供す

るためには、当然、医学的知識も必要となり、実際に患者さんの診療を行う診療参

加型臨床実習と並行して、隣接医学を学びます。歯学部では卒業時に修得しなけれ

ばならない能力（コンピテンス）を明示し、皆さん一人一人が学習目標を立てやすい

カリキュラムを策定するなど、学習者中心の教育体制の構築を行っています。また、

本学部では、学部学生の短期海外留学を積極的に支援しています。またインドネシ

ア、フィリピン、韓国、中国、フィンランド、チリから短期留学生を受け入れ、一緒

に学習することによって、広い視野を持つ機会を設けています。さらに留学する学生

と留学生をサポートするために International Friendship Room（IFR）を設け、外

国人教員を配置しています。

　私たち教員は、皆さんが歯科医学を学ぶお手伝いをします。しかし、主体は皆さ

んです。知識だけでなく、いろいろなことに柔軟に対応ができる能力を身につけてく

ださい。4年後、6年後に皆さんが地域に貢献し、そして世界で活躍できる歯科医師、

歯科衛生士、社会福祉士として歯学部を巣立つことを楽しみにしています。
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歯学部での学び

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ここでは
歯学部での教育について紹介したいと思います。
　さて本学歯学部においては、平成29年 3月に発表された
新しい歯学教育モデル・コア・カリキュラムに対応して、少し
ずつ改訂を行っており、我々教務委員会でもこれまで以上に
倫理観、医療安全、チーム医療、地域包括ケアシステム、
健康長寿社会などといった要素を取り入れた教育を検討し、
新しいプログラムを始めています。そして歯学科と口腔保健
学科が協力して「多様なニーズに対応できる歯科医師・歯科
衛生士・社会福祉士の養成」を目標とし、さらには、医歯薬
学部が共存する蔵本キャンパスの特性を生かし、複数医療職
によるチーム医療を意識した教育を構築しています。実際に
蔵本キャンパスでは、各学部の1年次と3～4年次に合同
の演習セミナーを開催しています。
　下図に歯学部の卒業までのカリキュラムを示します。まず、
我々が皆さんに身につけてもらいたいことが、自ら学ぶ姿勢
とコミュニケーションの力です。この入口として、徳島大学で
は「SIH〈Strike while the Iron is Hot〉道場 ～アクティブ・
ラーニング入門～」という、課題演習、質疑応答、振り返り、
グループワーク、ディスカッション、プレゼンテーションなど
を取り入れたプログラムが入学直後に設定されており、以降
の専門課程の学びに備えます。
　歯学科では1年次～2年次前期の教養教育課程の後、2
年次後期から基礎医学科目、歯科臨床科目を講義・実習を通
して学びます。そして5年次前期には臨床実習に進むための
関門として、全国共通に行われる共用試験（CBT：PCを用
いた基礎学力試験および、OSCE：客観的臨床能力試験〈診

療室での態度・実技に関する〉）を受験
し、合格基準に達すれば、Student 
Dentist の称号が与えられ、5年次後
期から臨床実習に進みます。実習中は徳島大学病院内だけで
はなく、地域包括医療の一環として学外の高齢者施設などで
も実習を行います。また昨年度に臨床実習終了後技能試験が
トライアルの形で実施されましたが、皆さんの時には本格実
施がされているでしょう。そして最終的には歯科医師国家試
験を受験し歯科医師免許を得るのですが、その後に最低1年
間の研修医期間を経る必要があり、研修先は本学病院を含め
6年次の8月ころからマッチングによって決めていくことにな
ります。
　一方、口腔保健学科では、1年次から教養科目以外に専
門基礎科目の教育が始まり、学年進行とともに口腔保健・福
祉に関する知識や技術を学びます。さらに臨床・臨地実習（地
域の諸施設を含みます）によって歯科衛生士としての知識・
技術・態度を成熟させ、卒業研究において専門性を高めます。
口腔保健学科においては歯科衛生士に加えて、選択科目の
履修により社会福祉士の国家試験受験資格も得ることができ
ます。さらには両学科とも、大学院に進むことでより専門性
の高い研究を行う機会が提供され、学位（博士、修士）を得
ることでキャリアアップを目指すこともできます。
　学生時代は思いのほか短いですが、同期の仲間と親交を深
め、教員を始め、諸先輩方を大いに活用し、様々なコミュニケー
ションの中で少しでも多くのものを吸収し、実りある生活を
送ってください。

歯学部教務委員会委員長／口腔顎顔面形態学分野 教授　馬場　麻人
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新入生担任紹介

各学年担任紹介

　ご入学おめでとうございます。皆さ
んはここに一堂に会するわけですが、
これは偶然ではなく必然の結果ではな
いかと私は考えています。クラスのメ
ンバーがお互いに影響しあって成長していくことを心より
願っています。

歯学科1年 担任　吉村　　弘▌

５年

浜田　賢一 岩本　　勉

２年

藤猪　英樹 湯本　浩通

３年

山本　朗仁 誉田　栄一

４年

馬場　麻人 宮本　洋二

６年

吉本　勝彦 河野　文昭

　これから 4年間、担任として皆さん
の学生生活を見守り、支援していきた
いと思います。ダブルライセンスの取
得を目指して日々勉学に勤しむのが基
本ですが、医療人としては勿論、人間としての成長を楽し
みにしています。

口腔保健学科 1年 担任　尾崎　和美▌

　私は、本学部 1期の卒業で、歯科補
綴学（義歯）、高齢者歯科学、口腔イン
プラント学を担当する分野にいます。
久しぶりの担任で、少し緊張しており
ますが、皆さんの学生生活が有意義となるように、担任と
してサポート・応援できればと思っております。

　新入生の皆さん、ご入学おめでとう
ございます。これからの 4年間で、口
腔保健学と社会福祉学の興味や知識を
深めてほしいと思います。皆さんが意
欲的に学習活動に取り組むことができるよう、サポート、
応援します。

歯学科1年 担任　市川　哲雄

口腔保健学科 1年 担任　柳沢志津子

▌

▌

▌

歯　

学　

科
▌

口
腔
保
健
学
科

２年

松山　美和 坂本　治美

４年

竹内　祐子日野出大輔

３年

白山　靖彦 藤原奈津美
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　大学生になると環境の変化に加えて自由度も一気に増しますが、さまざまな危険に遭遇する機会も
増えます。カルト系集団や反社会的集団は皆さんの善意を利用して巧みに勧誘してきます。マインド
コントロールされないよう注意が必要です。また、悪質商法に利用されないためにも安易に個人情報
を提供しないようにしてください。危険ドラッグ等に関しても薬物乱用の恐ろしさを認識して良識あ
る行動に努めてください。ストーカー被害に遭ったり性犯罪に巻き込まれたりすることもありますので、危険を感じたら警
察等に相談し、大学にも連絡してください。これらのことに十分注意して、皆さんの学生生活が快適で充実したものになる
ことを願っています。

学生生活の注意 歯学部学生委員会委員長／口腔分子生理学分野 教授　吉村　　弘

キャンパスライフ
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国際交流
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　教員・図書館員・大学院生らによる「学習に関する相談」（Study Support Space）、「レポートの書
き方講座」、「英語多読ラリー」（本館）や授業に必要な図書等を各授業科目に即して案内する「授業サポー
トナビ」（蔵本分館では図書を 2冊ずつ配架）など多くの学修支援を行っています。また普通に会話で
きるラーニング・コモンズやタッチディスプレイ「BIG PAD」を備えたグループ学習室（予約制）も好
評です。さらに文献検索講習・データベース講習を含めた情報探索能力を向上させる支援も実施しています。このように大
学図書館は「学部の壁を越えた知の拠点」であり「落ち着いて滞在し交流できる場」です。ぜひ活用してください。

附属図書館紹介 分子薬理学分野 教授　吉本　勝彦

　徳島大学病院 /蔵本キャンパスの再開発も最終段階に入り、今年 2月にはメディカルストリート開通
式が行われ大学病院と県立中央病院の駐車場共有化が始まりバスの乗り入れが予定されるなど、総合メ
ディカルゾーンの充実が期待されます。西日本ファーマシーなどの調剤薬局やローソン、展示室が入っ
たシンボリックな福利厚生棟を病院敷地内に建設中で、その中を病院と歯科棟の連絡通路が通る予定で
す。また 4月から医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士、理学療法士を含めた多職種の連携による
周術期管理センターが新たに立ち上がり、周術期口腔ケアやマウスプロテクター作成など歯科診療部門の役割がますます重
要になることを目指しています。

サークル紹介

準硬式野球
岩本　　勉 教授助言指導教員

金城聡一郎責任者

硬式庭球
宮本　洋二 教授助言指導教員

藤田　創詩責任者

ソフトテニス
山本　朗仁 教授助言指導教員

大和　皓介責任者

サッカー
田中　栄二 教授助言指導教員

大口　達也責任者

バレーボール
中西　　正 准教授助言指導教員

澁谷　一広責任者

バスケットボール
馬場　麻人 教授助言指導教員

原田　直季 責任者

ゴルフ
河野　文昭 教授助言指導教員

松木　優承 責任者

歯科研究会
伊藤　博夫 教授助言指導教員

岡田　智成責任者

剣　道
石丸　直澄 教授助言指導教員

細田　朋弥責任者

柔　道
河野　文昭 教授助言指導教員

妻鳥　壮佑 責任者

弓　道
丹黒　　章 教授助言指導教員

藤本　果南責任者

卓　球
香美　祥二 教授助言指導教員

佐原久美子責任者

2019 年 病院の動向 　北畑　　洋徳島大学病院副病院長（歯科担当）
歯科麻酔科学分野 教授
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退任教授挨拶

　ご存じの方もおられる
と思いますが、私は大学
で山岳部に所属し、山登
りに勤しんできました。
そして、それが高じて最
終的には遠征隊を率いて
パキスタンはカラコルム
山脈、未踏峰サンゲマルマール峰（7050m）に登りました。
何故そこまで山が好きだったのか、今でもよくわかりません
が、当時は山へ登ることが人生の目的だったことは事実です。
初登頂に成功したのは30歳のときで、それはそれで人生最高
の幸せを味わったのですが、しかしそれ以降は目標がなくなっ
てしまいました。
　決して生きる意欲を失ったというわけではないのですが、命
を懸けてまでやることがもうありませんでした。一方で、切羽
詰まるというか、追い詰められるという心境になることがない
ため、ある意味、心に余裕がありました。確かに教授選である
とか人生の岐路に立つことはありましたが、「別に死ぬわけで
もなし」という、どこかシニカルな気持ちが心の片隅にありま
した。おまけの人生という感じです。
　結果的にこの気持ちがその後の人生において功を奏したと思

われます。皆様にも経験があると思いま
すが、勝負事や賭け事で余裕がなくなる
と良くない結果を招きやすいものです。
私は「おまけの人生」観のおかげで大過なく今日まで過ごして
きたというわけです。しかし一方、もし山へ登らなければ「一
体私の人生は何だったのだろう？」と自問する羽目になるとこ
ろでした。その意味で図らずも良い人生を送ってこられたとい
うことになります。
　若い時分に無謀にも命を賭し、たまたま得られた人生観を手
本になどと、とてもではありませんが言うこともできません
し、またお勧めもしません。しかし今思うことは「何をしに、
何のために生まれてきたのだろう」という強迫観念にも似た思

いが、断続的にではありますが死ぬ間際
まで続く可能性のあることです。人生百
年時代といわれる今、一度立ち止まって
考えるのも良いかと思います。必ず自問
するその時が来ることでしょう。その
時、自分が納得できる答えを持つのは、
幸せを感じて生きて行く、長い人生の礎
になることでしょう。これが今、若い皆
様方にお伝えしたいことです。

歯科保存学分野 教授　松尾　敬志

研究紹介

　顎関節症の画像診断学的研究、歯科放射線学の教育に関する研究ならびに X線検査の適正化に関する
研究を行っています。とりわけ、X線検査には最近、防護の適正化のための診断参考レベル（Diagnostic 
Reference Level; DRL）の適応という概念が導入されています。検査の質を落とすことなく、被曝の低
減を図るためのもので、歯科領域への利用を模索しています。

歯科放射線学分野 教授　誉田　栄一適切な放射線利用

　予防歯学分野では、病気が生じてからの治療法ではなく、発症しにくくするために健康力を高める方
法（疾病の第 1次予防）として、免疫力と酸化ストレスに対する抵抗力に関する研究を行っています。
また発症しても自覚症状が現れる前の、ごく初期の段階で発見するため（第 2次予防）の唾液の検査に
関する研究を行っています。

予防歯学分野 教授　伊藤　博夫未病へ挑む：予防歯学のチャレンジ

　当分野では、文字通り “口腔保健 ”を “ 支援 ” するための研究活動を様々な視点から展開しています。
具体的には口腔感染症の予防・治療に寄与する基礎・臨床研究や、歯周疾患の病因・病態の解明を目指
した先進的な研究を進めています。また一昨年からは、医療・介護連携の視点から地域高齢者の口腔保
健を支援する ICTシステムの構築と、普及を目指した実証研究にも取り組んでいます。

口腔保健支援学分野 教授　尾崎　和美“ 口腔保健を支援 ” する研究・事業の推進
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ご 支 援 、 誠 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。

医療法人 ぬまたデンタルクリニック　理事長　沼田　昌宏　様

▢ 転　出
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

▢ 昇　任
（平成30年4月1日～平成31年4月1日）
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寄附者のご紹介 平成 30年 3月 1日～平成 31年 2月 28日

　「徳島大学歯学部教育研究基金」
は、2016年の創立40周年を機に
創設されました。ご寄附をいただい
た方には、この歯学部だよりにご
芳名を掲載させていただき、20口
（一口5,000円）以上の方は校舎に
掲示させていただきます。詳しくは
ホームページをご覧ください。

徳島大学歯学部
教育研究基金への
ご協力のお願い

https://www.tokushima-u.ac.jp/dent/donation.html

学生実習用の顕微鏡が
新しくなりました！

　皆様からの40周年基金により微生物学実習、組織
解剖学実習、病理学実習で使用する光学顕微鏡を購入
させていただきました。「観察すること」は患者様を「診
る」ことの第
一歩です。優
秀な医療人
の育成に向け
て多くの学生
が大切に使
わせていただ
きます。

「人　地域をはぐくみ　未来をつくる」徳島大学の挑戦を応援してください！
　徳島大学は今年、創立70周年を迎えます。これを機に、「創立70
周年記念事業基金」を設け、講演会などの記念事業のほか、キャンパス
の環境整備、教育・研究・社会貢献事業を推進します。未来を創造する
徳島大学の実現に向けて、皆様からのご支援をお願い申し上げます。

詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.tokushima-u.ac.jp/anniversary_70th/

広 告 募 集
「歯学部だより」では広告を募集しています。1枠（縦5cm×横9cm）2万円から。詳細は下記までお問い合わせください。
［徳島大学歯学部総務係 ： TEL.088-633-7940 ／ E-mail. isysoumu2k@tokushima-u.ac.jp］

※日　時 ※分　野 ※職　名 ※氏　名 ※内　容

平成31年  3月31日 口腔外科 講　師 玉谷　哲也 退　職

平成31年  3月31日 歯科保存学 教　授 松尾　敬志 定年退職

受
賞
一
覧

平
成
30
年
4
月
〜
平
成
31
年
3
月

年　月 受　賞　名 受賞者

平成30年  5月 40th Asia Pacifi c Dental Congress Outstanding Oral 
Presentation Finalist Award

Junhel 
Dalanon

平成30年  5月
（5月30日-6月1日）

39th Conference of the International Association for 
Human Caring
39th IAHC Shirley C. Gordon Shared Vulnerability 
Award

Junhel 
Dalanon

平成30年  6月
Allergic contact dermatitis caused by titanium screws 
and dental implants
JPR Best Paper Award（Original Article 部門）

細木　眞紀

平成30年  7月 平成 30年度 日本骨代謝学会研究奨励賞 日浅　雅博

平成30年  7月 第 53回 四国歯学会例会ポスター発表 最優秀発表賞 松田はるか

平成30年  8月 先端歯学スクール 2018 最優秀賞 大塚　邦紘

平成30年  8月 第 27回 硬組織再生生物学会学術大会 優秀発表賞（口演） Resmi Raju

平成30年  9月 第 48回 公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会
優秀研究発表賞 秋田　和也

平成30年  9月 第 29回 近畿・中国・四国口腔衛生学会 最優秀ポスター賞 河野　りか

平成30年  9月
6th Meeting of Mongolian Association of 
Orthodontists　Best Poster Prezentation in Basic 
Science category

Khurel Ochir 
Tsendsuren

平成30年  9月 未来博士 3分間コンペティション 優秀賞 Khurel Ochir 
Tsendsuren

平成30年10月 平成 30年度 徳島県科学技術大賞 若手研究者部門 大島　正充

平成30年10月 第 31回 日本放射線腫瘍学会学術大会 優秀教育展示賞 工藤　隆治

平成30年11月 IADR Travel Award: International Association for 
Dental Research Hatton Award Finalist 天眞　寛文

年　月 受　賞　名 受賞者

平成30年11月 50th Congress of the International Society of Pediatric 
Oncology Poster Award 中村　美紀

平成30年11月 第 77回 日本矯正歯科学会大会 優秀ポスター賞 Khurel Ochir 
Tsendsuren

平成31年  2月 第 11回 義歯ケア学会学術大会 優秀口演賞 岩脇　有軌

平成31年  2月 AOSC（Association of Orthodontists（Singapore）
Congress） Poster Competition Research Winner

Islamy Rahma 
Hutami

平成31年  2月 平成 30年度康楽賞 藤猪　英樹

湯本　浩通

新開　瑞希

藤多　　睦

前田さおり

宮脇　真衣

平成31年  3月 第 1回 日本オープンイノベーション大賞 選考委員会特別賞 宮本　洋二

平成31年  3月 平成 30年度学生表彰 Khurel Ochir 
Tsendsuren

Resmi Raju

中山慎一朗

松林　拓身

妻鳥　壮佑

バレーボール部

平成30年  4月  1日 口腔外科 講　師 大江　　剛 昇　任

平成30年  4月  1日 歯科放射線科 講　師 前田　直樹 昇　任

平成30年  4月  1日 口腔保健衛生学 講　師 福井　　誠 昇　任

平成31年  4月  1日 口腔外科 講　師 栗尾　奈愛 昇　任

平成31年  4月  1日 口腔保健教育学 准教授 吉田　賀弥 昇　任


