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摂食機能療法学講座

・開設からの沿革
当講座は，2004 年 4 月に摂食機能療法学講座として開

設された。全国に 29 ある歯科大学の中で，単科の講座
として歯科治療と摂食嚥下リハビリテーションを行う診
療科は当講座のみである。開設当初の医局員は植田耕一
郎教授を含め，助教 1 名，大学院生 2 名の 4 名からのス
タートであった。当初は医局と診療室もなく，生理学教
室のご厚意で研究室の一画をお借りして医局の代わりに
し，診療室にいたっては改装前の使われていない診療医
控室をお借りして，3 号館の地下 4 階の倉庫から長机と
椅子を運んで仮設の診療室とし，なんとか診療体制を整
えた。患者もゼロからのスタートで，教授に着任された
ばかりの植田教授を慕って，新潟などの遠方から外来で
いらっしゃる数名の患者をポツポツと拝見するというと
ころから診療がスタートした。当講座では全身疾患の中
の摂食機能障害という捉え方をしているので，当時隣接
していた旧駿河台日本大学病院との連携は不可欠と考
え，脳神経外科の病棟に入院中で，義歯の不適合を訴え
ていた患者をきっかけに，摂食嚥下リハビリテーション
を施し，経管離脱そして，経口摂取を再獲得していく事
例を積み重ねていった。このような流れの中で脳神経外
科をはじめとする診療科の先生や看護師の皆さんには，
患者の紹介から合同の勉強会の開催など多岐にわたるご
厚意をいただき，その信頼関係が今の講座の発展を支え
ている。当初の日大病院からの診療依頼内容は歯科治療
の依頼がほとんどであったが，耳鼻科からの摂食嚥下障
害の患者の紹介を皮切りに脳神経外科，内科，循環器科，
小児科などからの紹介患者が徐々に増加していった。歯
科ユニットもなく訪問診療というシステムが確立されて
いたわけでもない状況で，病院の事務の方々や他科の先
生方，歯科衛生士さんと試行錯誤を繰り返しながら日々
の診療に夢中で取り組んでいた。今でこそ「摂食嚥下」と
いう言葉が広く認識され，多職種に違和感なく浸透して
いるが，2004 年当時は「摂食嚥下」という言葉自体が歯科
でも馴染みがなく，当病院においても一体どういった内
容の診療をする診療科なのか，なかなか理解が得られに
くい面があった。医学部病院から車椅子の利用患者の搬

送や，外来に車椅子でいらっしゃる患者に対する診療な
ど，歯科病院で車椅子に座っている患者を目にすること
が全くなかっただけに，当初その光景は非常に特殊に見
えたようである。教授を含めた 4 名が必死に毎日の診療
を行う中で，特に植田教授自らが車椅子を押して，旧駿
河台日大病院から歯科病院に搬送してくると，他の診療
科の先生から教授にそんなことをさせるなんて…とご注
意を受けたこともあった。しかし，その姿が功を奏した
のか，ある日，歯科病院入口横の駐車場と隣接していた
旧駿河台日大病院の間に設けられていた高さ 30 cm 程度
の仕切りが撤去され，車椅子の患者の搬送時に，車道を
迂回する必要がなくなった。歯科病院側のご厚意による
ものだったが，たった 30 cm 高さの仕切りがなくなった
ということが，我々にとっては非常に大きな一歩であっ
た。さらに診療室は通常の歯科診療室に加えて，口腔だ
けでなく全身的なリハビリテーションを行うことを目的
として，ベッドやレッグプレスを配置した機能訓練室が
できあがった。こうして，他科の先生方や歯科衛生士の
皆さん，また病院事務の方々に多大なご理解とご協力を
頂き，最初の診療体制をつくり上げることができた。（第
1 図，第 2 図）
そして，当講座は今年度で開設 11 年目を迎えること
となり，現在は教授以下 30 名の医局員による大所帯の
講座に成長した。患者数も 2015 年現在では毎月の患者
数が 400 ～ 500 名前後となり，医局員は毎日休む間もな
くめまぐるしく診療に励んでいる。これまで 49 名の医
局員が誕生し，9 つの歯科大学に当講座出身の人材が配
置されるまでになっている。

第 1 図　第 5 総合診療室
摂食嚥下機能評価や口腔領域のリハビリテーション，全身
的な摂食嚥下リハビリテーションを行う機能訓練室と，一
般歯科治療や摂食嚥下リハビリテーションを行う歯科診療
室
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歯科で行う「摂食嚥下リハビリテーション」が認識され
始め，今では看護師との勉強会や月 1 回のペースで脳神
経外科の担当医，看護師，理学療法士とのカンファレン
スを行うまでになり，医科領域の医療スタッフとの多職
種連携が進んでいる。また，訪問歯科診療についても病
院，介護福祉施設，在宅などからの依頼が年々増加して
おり，地域での歯科診療と摂食嚥下リハビリテーション
の需要が高まっている。このように，歯科医師が行う摂
食嚥下リハビリテーションはこれからの歯科の重要な分
野の一つであり，また今後は様々な医療・介護職種との
関わりが強くなるなかで，歯科医師は歯科領域のみにと
どまることなく，医療・介護と多岐にわたる知識と感性
を持つことが求められるだろう。

・教育について
教育に関しては，卒前教育として第 3 ～ 6 学年の学部

生への講義・実習，附属歯科衛生士専門学校での講義・
臨床実習を行っている。また，卒後教育として研修医に
対して，研修期間中の外来診療の見学，日大病院や口腔
外科の病棟への往診，在宅を含む学外への訪問診療へ同
行し，実際の診療現場の見学といった臨床研修を行って
いる。さらに，大学院生に対しては，患者への対応や治
療の手技などより専門性の高い内容を日々取得すると同
時に，研究テーマを与え，理念と理論に基づく教育を行っ
ている。中でも学部生への教育に関しては，平成 24 年
度より第 6 学年を対象として，口腔ケア・摂食嚥下間接
訓練・嚥下内視鏡検査・治療計画の立案・KJ 法によるグ
ループディスカッションとプレゼンテーションを行う基
礎実習と，外来診療の見学，病棟や施設への往診への同
行といった臨床実習を行っている。また，平成 26 年度
からは文部科学省の課題解決型高度医療人材養成プログ
ラム（健康長寿社会の実現に貢献する歯科医療人養成）選

定事業の一環として，高齢者歯科学・摂食機能療法学の
双方の要素を取り入れた顎歯模型を開発し，第 6 学年の
実習に導入している。卒前教育の段階では様々な ADL
の有病高齢者の口腔内はイメージしにくく，学生の理解
度が充分でない部分もあったが，この顎歯模型を導入し
たことで，6 年間学んできた臨床教育の知識を応用させ
ながら実習に取り組むことができるようになった。また，
臨床実習では，日大病院の病棟往診や特別養護老人ホー
ムなどの施設への訪問診療に同行することで，歯科の知
識だけでなく，看護師や施設スタッフとのコニュニケー
ションの取り方なども必要であることを体験し，学べる
環境を整えている。さらに歯科衛生士専門学校において
も平成 26 年度から外来見学のみの臨床実習が始まって
おり，歯科衛生として幅広い知識を持った歯科衛生士の
育成の要素の一つになっていると考えている。
卒後教育としては，研修医に対して当講座での研修期
間中に外来診療の見学だけでなく，病棟や居宅を含む学
外への訪問診療へ同行してもらい，実際の臨床現場でど
のような手技，知識，コミュニケーション能力が必要か
を学部生よりさらに実践的な内容を学べる環境を整えて
いる。また，大学院生には実際に患者を配当し，診療方
針や手技を学ぶと同時に，研究テーマを与えている。ま
た，毎週月曜の診療前の時間に論文の抄読会を行い，多
くの研究論文を読む機会を設けている。4 年間の大学院
生活の中で，臨床に対する理念と理論を学ぶ環境を提供
している。

・研究について
摂食嚥下機能回復のためのリハビリテーション医学と
いう考え方は全く新しい学問で，口腔領域独自の考え方
に基づいた治療というものがまだ明確にされていなかっ
た。そこで，当講座では 2 つの大きな柱を掲げて研究を
すすめている。当講座では，発足当初から 2 名の大学院
生が在籍していたが，臨床研究の基礎がまだ整っていな
かったこともあり，まず第一に，生理学や薬理学の分野
から摂食嚥下機構の解明を目的として，動物を用いた基
礎研究をスタートさせた。生理学分野では神経損傷後の，
主に痛みに関する異常感覚のメカニズムや，唾液分泌作
用の研究，薬理学分野では摂食嚥下障害と関わりの深い
パーキンソン病に関して，ドパミンやアドレナリン，ノ
ルアドレナリンの分泌調節機構の研究，食事の際に味覚
や嗅覚が大脳皮質でどのような影響を及ぼしているのか
といった研究を進めてきた。さらに，今年度からは生化
学分野でリハビリテーションに関わる機械刺激が筋肉組
織や骨細胞にもたらす変化に関する研究を開始してい
る。そして，第二に，ヒトへの応用が可能な治療法の開
発を目的とした臨床研究も進めている。脳血管障害を始
めとする全身疾患における摂食機能障害の臨床的診療法第 2 図　病棟での口腔ケアの様子
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や，診断，評価手段の確立に関する研究を行っている。
摂食嚥下スクリーニングテストとして咳テストの有効性
の検討や，リハビリテーションによる嚥下圧の変化，嚥
下間接訓練として考案した開口訓練の有効性の検討に関
する研究を行ってきた。また，口腔乾燥症患者に対する
唾液分泌誘発装置の開発とその有効性の検討についての
研究や，分泌唾液成分と自律神経の関連性についての研
究を行っている。今後も基礎と臨床研究を両軸とした研
究を行い，口腔領域の機能に基づく摂食嚥下リハビリ
テーション医学の成熟に努めたいと考えている。

・その他（人事関係）
現在の構成は植田耕一郎教授以下，平場久雄准教授，

阿部仁子助教，中山渕利助教，佐藤光保助教，専修医 2 名，
大学院生 10 名，社会人大学院生 2 名（言語聴覚士），研究
生 3 名，兼任講師 3 名，非常勤医員 24 名である。（第 3 図）

第 3 図　講座開設 10 周年記念式典にて
1 期生から現在にいたる全ての医局員が集合した（平成 27
年 2 月 21 日撮影）

医療人間科学分野

医療人間科学は日本大学歯学部の教育理念をもとに創
設された人文社会科学系の教育研究分野である。「幅広い
教養と総合的な判断力を身につけることの意義を意識す
ること」，および「早期より 歯科医療などの現場を体験
することにより，将来の目標を確認し，医療人としての
良識と豊かな人間性を体得すること」の 2 つの教育目標
のもとに開設された。
医療人育成を目的に設置された教育分野である。医療

人間科学分野は，歯学部の 1 年次から 4 年次，6 年次に
おける医療人育成の教育活動を実施している。

･ 昭和 54 年以降の沿革
平成 12 年度から導入された本学部カリキュラムでは，

歯学教育モデル・コア・カリキュラムを基盤としており，
学生の問題解決能力と自己学習能力の向上に重点が置か
れて改組された。特に医療人としての人格形成を促すた
めの授業科目として，従来の人文・社会分野の科目と歯
科臨床科目を統合した医療人間科学，自然分野の科目と
生命科学を統合した基礎自然科学を設けるなど，教養教
育と専門教育との融合を図った。
当教室は，本学部の教育改革に伴い平成 14 年度 4 月
に新たに開講した人間科学分野である。翌年に心理学研
究室と統合して行動科学も教育研究に包括して今日の教
育体制に至っている。日本大学歯学部の教育課程では，
生命を尊重する心，人に対する深い理解と愛情，倫理感
の高揚，有機的な世界観，加えて人格形成と自己の資質
の向上が達成し得る教育を，関連する様々な学問をとお
して実践することを教育の理念としている。
現在までの教室の人事は以下のとおりであった。
平成 14 年 4 月に尾崎哲則が教授として就任した。平
成 16 年に山﨑晴美が心理学研究室から助教授として移
籍した。同年に上原裕美子が助手として入室した（平成
17 年に退室）。平成 17 年，平成 18 年に上原　任と三澤
麻衣子（旧姓：押川）がそれぞれ助手として入室した。平
成 23 年に 4 月に中島一郎が教授として就任した。

･ 教育について
（1）カリキュラム配置
医療人間科学では，多様な患者心理と安全管理を学ぶ
ために 1 年次から 3 年次まで，地域医療，病院，福祉施
設などの見学実習から始まり，4 年次では医療面接を課
題とするコミュニケーション演習が行われている。同演
習では，患者の語る「病の体験の物語」を傾聴し尊重する
態度教育を主眼としている。学生や模擬患者の参加した
ロール・プレイが実施され，臨床実習開始前に必須な医
療コミュニケーションの基礎が習得される。臨床実習の
終了した 6 年次では、今日の医療格差時代における問題
と対応について，国際保健・医療協力と医療の情報化の
事例から，学修する科目を配置している（第 1 図）。

第 1 図　医療人間科学のカリキュラム配置
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（2）カリキュラムの学修目標
医療人間科学のカリキュラムの研修目標は，以下のと

おりである。
医療と社会（医療人間科学Ⅰ）：歯科医師という職業に

対する理解を深め，自らの歯科医師像を確立する。前半
では，夏季に行われる歯科医院での見学実習に向けた知
識を習得するとともに，社会人としての技能・態度を身
に着ける。後半では，患者における医療の意味を理解し，
医療人としての自己の在り方を考え，社会における人と
人との関わりについて理解を深める。
医療史（医療人間科学Ⅱ）：歯科医療とは何かを，その

歴史的展開の中で理解する。また，現代の医療の抱える
課題，新しい時代での医療は何を指向すべきかといった
問題に対しても，過去の歴史を参考に理解を深めていく。
医療と倫理（医療人間科学Ⅲ）：かけがえのない命と個
人の尊厳を守るために，生と死とのかかわりを考えなが
ら医療における倫理，患者の権利などについて理解を深
める。
プロフェッショナリズムと行動科学（医療人間科学

Ⅳ）：近年の欧米における歯科医療のあり方を検討する
中で，プロフェッショナリズムが大きな課題となってき
た。我が国における歯科医療のプロフェッショナリズム
について理解するとともに，医療倫理との関連について
知る。また，歯科医療現場での人の意識と行動との関係
を科学的に理解し，プロフェッションとして健康支援を
行うことの意義について理解する。
医療と福祉（医療人間科学Ⅴ）：わが国の社会保障制度

は現在主に，「社会保険」「公的扶助」「公衆衛生及び医療」
「社会福祉」の 4 部門から成り立っている。この 4 部門に
おいて医療がどのように提供されているかを知り，わが
国の社会保障制度における医療と福祉等との関連につい
て理解を深める。また，社会福祉施設を訪問することに
より社会福祉の実情を理解する。
医療コミュニケーション（医療人間科学Ⅶ）：医学を人
体に対して実践していくのが医療であるが，そこには，
患者という人格が存在する。患者と医療者の関係を調整
する唯一の方法であるコミュニケーションについて，基
礎的な知識を中心に，医療の倫理や人間理解も含めて理
解する。基本的なコミュニケーション技法については理
解のみでなく実践できるようにし，第 4 学年の医療面接
への準備とする。
医療面接（医療人間科学Ⅶ）：歯科診療では，患者の多

様な価値観を理解し共感する態度と適切な臨床能力が求
められている。初診から，診査・診断，治療計画，治療，
メイテナンスまでの医療場面における医療面接の理論的
側面を理解し，演習を通じて理解を深める。
医療の情報化・国際化（医療人間科学Ⅵ）：今日では保

健医療は国境を越え国際協力分野の活動になっている。

また，医療情報は医療従事者と患者ともに共有される時
代となってきた。本教科では，医療の情報化・国際化時
代における医療の在り方について理解を深める。

･ 研究について
（1）地域医療プロジェクト基盤型の教育研究
医療人間科学分野では，地域保健医療，医療行動科学
など医療人育成に関わる幅広い教育研究活動が行われて
いる。特に，地域医療活動を通じてプロジェクト基盤型
の医療人育成を機軸研究としてきた。
文部科学省（平成 17 年度地域医療等社会的ニーズに対
応した医療人教育支援プログラム）によって選定された
本学部・付属歯科病院の教育プログラム「離島歯科診療
の支援基盤となる卒後臨床研修」は，卒業時での学生の
専門的能力を重視したアウトカム基盤型教育モデル形成
の事業である。医療人間科学は，本学部の臨床実習運営
協議会，歯学部保存学教室，総合診療科（前卒直後研修科）
との連携による東京都の離島（新島，式根島，利島，神
津島）でのアウトカム基盤型教育を構築した。
平成 24 年度の日本大学学長特別研究「遠隔医療システ

ムを活用したアジア基盤型 EBM研究の構築」において，
医療人育成を機軸とした国際教育研究活動を展開してい
る。
医療の情報化・国際化時代の社会的ニードとして各種
疾患や治療に関する情報のデータベースの構築や診療ガ
イドラインの策定などが推進されている。情報通信技術
（Information and Communication Technology）を医療
人教育に導入することで，医療供給状態の不足している
地域や国におけるヘルスプロモーションの展開や研究活
動を実践できる人材開発を実施している。本研究プロ
ジェクトの目的は東南アジア地域に位置しているラオス
において遠隔医療システムを活用した EBM研究を推進
し，保健医療情報のデータベースを構築することにある。
現在も日本とラオス間においてリアルタイムのカンファ
レンス機能を有する遠隔医療システムを活用した研究を
歯学部放射線学教室と医学部小児科学教室と小児の健康
情報に関する研究データベースを構築している。
（2）医療コミュニケーションの教育開発
歯科臨床では，患者自身は病気に対する様々な考えや
思いがあり，さらに医行為の中で各種検査・治療などの
医療行為に伴う苦痛や不快さを体験している。学生は患
者に対する心理的配慮や安全管理のための言葉かけを学
ぶ必要があるが，ロール・プレイの体験だけでは真に理
解するのは困難である。学生が診療参加型臨床実習に臨
む前に，患者の心理変化を知り，常に自らの行動を省察
する態度の修得が求められている。
そこで，本教室では以下の教育研究を実施している。
① コンピュータシミュレーション開発：患者の心理状



教室史

171

態や安全管理に配慮するためのコミュニケーション
の在り方を身につけるため，コンピュータ上に仮想
患者を構築して，歯科診療のクリニカルパスウエイ
をシミュレートシステムを開発している。

② 医療コミュニケーションの教育効果：日本大学芸術
学部，医学部および歯学部で学部連携を機軸教育と
した医療面接の授業を実施している。本教室では，
芸術学部学生が模擬患者を演じる教育効果に関する
研究を実施している。芸術と医療分野に共通したプ
ロフェッショナリズムに資する教育効果の検証を研
究課題として学部連携教育の基盤形成に取組んでい
る。

今日では，日本を含めて世界的な社会・経済分野での
グローバル化が進み，へき地・離島と都市，開発途上国
と先進国間の医療格差が深刻な問題となっている。医療
人間科学分野の社会的ニーズはこのような保健医療分野
で問題解決能力を発揮できる教育研究者を育成すること
にあると考えている。医療人の自己対応能力，対人対応
能力，状況対応能力の向上等に資する教育の推進が本教
室の教育研究ミッションである。

･ その他（人事関係）
現在の医療人間科学分野は，中島一郎教授，尾崎哲則

教授，山﨑晴美准教授，上原任助教，三澤麻衣子助教が
在籍している（第 2 図）。

第 2 図　医療人間科学分野 教室員（平成 27 年度）

心理学研究室
戦後，歯学部予科において，人文科学の教科として「心

理学」の講義が開設され，昭和 26 年 4 月，妻倉昌太郎が
講師として赴任した（29 年専任講師，32 年助教授，37 年
教授に昇格）。その後 6 年制の新制歯学部において，「心
理学」は進学課程の社会科学教科として設けられた。そ
の後妻倉昌太郎は文理学部に移り，43 年 3 月までは兼任
講師として講義を続けた。
昭和 43 年 4 月に，東京工業大学を退職した宮城音彌

が研究所教授として赴任し，翌 44 年 4 月に歯学部教授
となっている。昭和 48 年 3 月から総合科学研究所教授，
53 年 3 月に定年後，兼任講師。その後，文理学部佐藤誠
が兼担講師として講義を受け持った。
平成 2 年 4 月より山﨑晴美が助教授として赴任した。
なお，第 2 学年において通年で行われていた「心理学」
であるが，セメスター制の導入に伴い，山﨑は平成 5 年
より第 1 学年後期の教科「心理学」と，総合科目形式の第
2 学年前期「人間関係論」の 2 教科を担当した。その後，
平成 12 年度からは，第 1 学年から第 4 学年まで展開す
る「医療人間科学」の中で，心理学関連領域について講義・
演習を行うとともに，歯科医院・歯科病院・社会福祉施
設への見学実習を担当している。
平成 16 年 4 月 1 日以降の教員組織区分の改編に伴い，
人文科学・社会科学・外国語及び保健体育を統合，さら
に医療人間科学を加えて，人間科学系研究室とすること
となり，心理学研究室の名称は医療人間科学との統合に
伴って使用されなくなった。

外国語分野

・昭和 53 年までの沿革
英語（外国語）分野は，歯学部予科専任教授（英語科）の
名のもとに，昭和 22 年 11 月に，本橋寿太郎が教授となっ
ている。以降，予科廃止に伴い，昭和 31 年 4 月から本
橋寿太郎は歯学部進学課程教授となるまで，長年に渡り
歯学部に大きな貢献を残している。昭和 44 年 4 月には，
原田哲夫が着任した。数年後にあたる昭和 46 年 3 月末
にて，本橋教授は歯学部勤務を解き，松戸歯科大学歯学
部勤務となっている。

・昭和 54 年以降の沿革
昭和 54 年 7 月には，原田教授は退任したが，次ぐ年の
昭和 55 年 4 月には，水庭進が教授として歯学部に着任し
ている。水庭教授は日本放送協会（NHK）勤続 34 年の後，
日本大学歯学部に就任されており，平成元年の 3 月末ま
で勤続の後，退職されている。同平成元年 4 月より，細
川幸正が教授に就任され平成 13 年 3 月末に退職されて
いる。細川教授も，日本放送協会国際部にて英語アナウ
ンスや番組制作（英語）の放送全般に従事していた経験豊
富な持ち主で，その間カナダ・モントリオール・オリンピッ
ク大会にて放送，英国放送協会（BBC）海外放送の日本語
部にて放送に従事されていた。細川教授退任後の，平成
13 年 4 月より，教授として就任した C.S. ラングハムが
現在（平成 27 年度）までに至っている。英国出身の C.S. 
ラングハム教授は，応用言語学を専門とし，各国での英
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語教育に従事してきており，非常に経験豊富である。英
語を教育することを専門研究分野としており，日本大学
歯学部の英語分野では，稀な存在といえよう。尚，昭和
49 年に助手として着任した佐藤治夫は，平成 25 年 3 月
に准教授として退職されるまで，長年に渡り，日本大学
歯学部に貢献し続けてきていたことを申し添えておく。
現在は，C.S. ラングハム教授に加え，平成 19 年に専

任講師として着任し，平成 25 年より准教授の田嶋倫雄
の 2 名が常勤としている。

・教育について
英語分野は，教養知識としての英語，実践的に使用で

きるコミュニケーションを中心とした英語，また歯学とい
う特化した分野での学術的側面も持つ医療系の英語とい
うように，多面性を要求される言語能力の向上を視野に
入れた英語教育を施すことを主眼としている。歯学部で
の英語学習期間は必修科目だけをみると，第 1 学年から
第 3 学年の前期までであるが，この短期間で実際に通用
する英語力を習得するのが非常に困難であることは言う
までもない。そこで，英語分野としては，期間中に英語
力を習得し，完成することを目的とするよりも，第 3 学
年が終了し，さらにまた大学を卒業しても通用する，持
続可能な学習技術の鍛錬も教育内に入れ込むようにして
いる。そうすることによって机上の学問というだけの英
語から，学習技術を身につけた実践するための言語習得
へと，学生の意識を向けることができると期待している。
学習技術習得そのものを学習目標に入れるというの

は，英語教育学分野では新しいことではないが，明示的
な技術を strategy とし，自動化された能力を skill とい
うような分け方は，日本ではまだ浸透した考え方ではな
いかもしれない。よって日本大学歯学部では，平成 14
年度より英語科目の教科名称に言語技術という意味を含
ませた skill という語を使用している。第 1 学年では「英
語 I」を Comprehension Ski l ls，「英語Ⅱ」を Basic 
Communicat ion Ski l ls，「英語Ⅳ」を Intermediate 
Communication Skills と包括的であり段階的に技術を強
化していくことが見て取れるような科目名を設定してい
る。しかし，言語は文化の一つであることも無視しては
ならないし，また切り離してもならないものであるため，
「英語Ⅲ」を Cultural Topics としてある。
第 2学年になると，「英語Ⅴ」をAdvanced Comprehension，

「英語Ⅵ」を Developing Communication，「英語Ⅶ」を
Advanced Communication としている。科目名から skill
という語は消えているが，第 1 学年の Comprehension 
と Communication を引き継ぎ，より向上させることを目
的としているのは，科目名から判断するだけでも容易に
分かるようにしてある。最終的には第 3 学年の「英語Ⅷ」
のMedical and Dental English へとより難易度の高い英

語学習への橋渡しとなるような科目配置をしている。医
歯学系の学術論文を教材替わりにし，専門分野の知識と
高度な英語力の習得を相乗的に狙った教科計画である。
第 3 学年を対象にしていた後期科目の Speaking Skills
は選択科目であるが，平成 27 年度より第 2 学年から第 5
学年の学生が履修することができる Speaking Skills へ
と変更した。これにより，受講できる生徒の幅が広げら
れたことになり，第 3 学年でなくても英語学習を継続で
きるように設定できた。とかく日本の英語教育で取りざ
たされる，日本人の英語コミュニケーション能力の低さ
であるが，日本大学歯学部では，コミュニケーション実
施の時間をできるだけ多く確保し，またプレゼンテー
ションの機会を第 1 学年から第 3 学年までにふんだんに
盛り込んである。
平成 25 年度より，第 3 学年のMedical and Dental 
English の担当責任者が保存修復科の宮崎真至教授より，
外国語（英語）分野の C.S. ラングハム教授に移された。
Medical and Dental English が歯学分野なのか英語科目
なのか，正式に判断されにくい場合もあるかもしれない
が，本分野でも題材は歯学分野のもので，英語を使用し
たプレゼンテーションやインタビューを多くこなし，実
践的英語コミュニケーション能力の向上にも学生が従事
できるような授業活動を多く取り入れるようにしている。

・研究について
C.S. ラングハム教授は主に 2 つの分野にまたがって多
彩に研究を進めている。英語教育学および応用言語学と
いう枠組みにおいて，まず教室環境での歯学英語を第 1
学年より第 3 学年までの間に，段階的に導入していく方
法に研鑽をかけている。意味内容豊富な学習環境を設置
し，意思疎通を図ることと，学習者が実際に学習活動を
通すことを優先させることによる，教育効果を質的に見
ている。具体的には，口頭発表やポスター発表を取り入
れた学習の効果や，歯学用語を豊富に取り入れた語学学
習の効果を研究している。ここ数年では，第 1 学年から
第 3 学年まで全員がタブレット PC を講堂に持参するこ
とを義務付け，1 名～4 名のグループにてマイクロプレ
ゼンテーションを繰り返し行い，その結果語彙習得およ
び習得した語彙力の定着に効果があることが，質的研究
ではあるが，はっきりとしてきている。
第 2 の研究分野として，談話分析やジャンル分析とし
て，科学英語を解析している。これには口頭発表やポス
ター発表から，査読結果，編集者や査読者とのやり取り
など，学術論文の投稿から発表に至るまでのプロセスに
係る特定領域の英語使用の分析に，特に着目している。
発表言語としての英語の特徴を一般化し，記述描写する
ことは，ジャンル観察することによって解説することが
可能になってきている。査読者や編集者とのやり取り自
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体は，ジャンル的にデータとして収集することが容易で
ないため，これらの分野では観察や一般化だけでなく，
指南書の作成も困難となる。しかし，長年の経験と多く
の研究者の協力のもと，医歯薬出版より刊行されている
『国際学会 English』シリーズや『国際論文 English』などに
代表されるような著書もあり着実に結果を出している。
同じく田嶋倫雄の研究分野も英語教育学を中心に進め

ている。意味内容を中心として言語習得活動に，音声学
的要素を明示的に教育に組み込むことの効果や，歯学分
野の英語語彙レベル解析，英文リーダビィリティ確認，
社会心理言語学として学習者の「動機づけ」，「不安」，「態
度」などが及ぼす学習への効果を統計的に分析，さらに
教育工学としてさまざまな機器が学習効果に及ぼす影響
や教材開発に着目している。前述の通り，学生は第 1 学
年から第 3 学年まではタブレット PC を持参している点，
さらに日本大学全体で使用している NU-Mail と
NU-Apps の環境も整っている点もあり，教室環境でな
くても学習に打ち込みやすい教材開発と授業との連携の
効果の研究が以前より容易になりつつある。平成 20 年
度短期 B 海外派遣研究員として，「医学英語教授法の研究
および教材開発用資料収集」として英国を中心に欧州へ
の海外研究も実施している。
田嶋はまた医学・歯学系に留まらず，英語教育学の分

野に絡ませながら地域別に異なる英語表出の研究もして
いる。兼任講師の根木英彦氏と石川英司氏との協同で全
国語学教育学会での発表や，アメリカ合衆国ニューヨー
クに籍をもつニューヨーク市立大学バルーク校にて開催
される American Society of Geolinguistic での研究発表
も実施し，学習目的とした英語の概念研究もしている。
同学会の American Society of Geolinguistics は，平成
27 年に 50 周年を迎え，東京大会を 4 月に開催するに至っ
た。学会活動としてはさらに英米文化学会では例会担当
理事を経て，現在では事務局長・常任理事を務めている。
C.S. ラングハムと田嶋倫雄は，学会での共同発表だけ

でなく，共著として英語教材も出版している。研究と教
育の分野を橋渡しする重要な活動であり，双方の分野に
貢献しているといえる。
現在では退職されている佐藤治夫は，平成 25 年度ま

で英米文化学会で理事長を務めており，多くの著書を学
会編の編者として業績を残してきたこともここに記して
おく。

・その他（人事関係）
前述の通り，現在の専任教員として所属長の C.S. ラン

グハム教授と田嶋倫雄准教授が，英語科目に従事してい
る（第 1 図）。その他，兼任講師に関しては，平成 11 年
あたりから英語を母国語とした（昨今ではネイティブス
ピーカーという用語が使われている）講師陣が多く歯学

部にて教育に従事してきている。平成 11 年より 19 年ま
で Eric George， 平 成 15 年 よ り 21 年 ま で は Sarah 
Moeto，平成 19 年より 21 年まで Caroline Omori，平成
19 年から 23 年まで Daniel Waldhoff，平成 21 年から 23
年まで Jean-Pierre Cretin および Grant Mitchell，平成
23 年から 25 年まで Eric Wong および Patricia Yallow，
そして平成 25 年から 27 年度現在では，アメリカ人講師
1 名の Eric Lerstrom，オーストラリア人講師 1 名
William Hay がいる。それに加え，日本人講師は，平成
23 年より石川英司と根木英彦，さらに平成 25 年より赤
木大介の 3 名が歯学部生の英語教育に従事している。

第 1 図　田嶋倫雄准教授と C.S ラングハム教授

健康科学分野

・昭和 53 年までの沿革
昭和 22 年日本大学歯学部 3 年制予科が開講された際
に「体育科（体操）」が初めて，学科課程に組み込まれた。
第 1 学年から第 3 学年までの必修科目として 1 時間開講
され，教育にあたったのは，デンマーク体操や国鉄体操
指導者である兼任講師の森田徳之助（秋田県師範学校出
身，後の東海大学教授）であった。昭和 25 年 2 年制予科
に改組された際には，必修科目として，体育講義が第 1
学年前期に 1 時間（1 単位），体育実技は毎週 1 時間を履
修し，第 1 学年の後期，第 2 学年の前期・後期の 1 年半
を以て 1 単位が認められた。当時，授業を担当したのは，
在学中に箱根駅伝に出場した星野順（専門部歯科 14 期）
であった。府中で開業しながら，昭和 43 年 3 月まで保
健体育の兼任講師として本学の教育に携わった。また，
星野の先輩であり，専門部歯科を卒業した後に法文学部
（現法学部）へ進学した森本一徳（専 10）は，星野と共に昭
和 10 年，11 年の日本大学の箱根駅伝初優勝・連覇に貢
献した。その後，日本大学本部職員として勤務しながら，
歯学部の体育教育に携わるにとどまらず，文理学部保健
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体育教科書の編纂に携わるなど，日本大学の保健体育教
育に尽力した。
昭和 30 年 4 月の学校教育法一部改正にともない，2 年

間の進学課程が設置された。学科科目として，体育講義
と実技が開講された。講義は第 1 学年で 1 時間 2 単位，
実技は第 1 学年 1 時間と第 2 学年 2 時間で 2 単位，計 4
単位であった。引き続き兼任講師の星野が授業を担当し
た。昭和 39 年 10 月旧病院が進学課程校舎となってから，
大学は一般教育を重視し，軽視されがちな保健体育には
その充実を期した。
まずは人員面での充実が図られた。昭和 33 年 4 月，

世田谷の教養部に代って文理学部が誕生し，教育学科体
育学専攻の課程（昭和 37 年より体育学科）が発足した。
当時の歯学部長であった鈴木勝と森本は「歯学部の体育
教育にあたり，専門教育を受けた教員が必要であろう」
と，文理学部体育学科長であり，昭和 5 年の箱根駅伝を
森本と共に走った平野平三教授に相談。昭和 40 年 4 月，
体育学科 4 期生の河原正昭が助手として歯学部に就任，
保健体育初の専任教員となった。その頃，星野兼任講師
の陸上部の後輩であった歯科保存学専任講師の山村惠吉
が授業の補助をおこなっていた。その後，昭和 42 年に
川島淳一（体育学科 6 期）が助手に就任し，昭和 43 年に
は太見義壽（体 7）が副手に就任，山村が体育学助教授と
なった。河原は昭和 46 年に設立された日本大学松戸歯
科大学に異動したが，その後も兼担講師として授業を担
当した。逆に山村，川島，太見も松戸歯科大学の授業を
担当した。
施設面では，昭和 40 年 5 月に横芝セミナーハウス（平
成 18 年生産工学部へ移管）が完成。昭和 42 年 6 月には
25 m，6 コースのプールが完成し，夏の水泳実習に利用
された。昭和 48 年 1 月，松戸に日本大学歯科体育施設
として待望の体育館が竣工するまで，本学部専用の体育
館はなかった。そこで，アイデアマンであった山村は，
近隣の商業施設を利用することを思いつき，ボウリング

やローラースケート等を実技種目として取りいれた。葦
の茂った松戸河川敷を整備し授業に使用したこともあっ
た。昭和 49 年には，松戸に 400 m トラックを備えたグ
ラウンド，テニスコート，バスケットボールコート等が
完備された。

・昭和 54 年以降
昭和 57 年，水落文夫（体 18）が助手に就任。山村教授，
川島助教授，太見専任講師，水落助手，総勢 4 人の専任
教員が保健体育学研究室に在籍し，教育にあたった。体
育実技においては，松戸歯科体育施設を中心に，後楽園
ゆうえんち（現東京ドームシティ）内の施設を利用し，ボ
ウリング，ローラースケート，アイススケートなど実技
としては珍しい種目も展開された。また校外実習として
ゴルフ実習や，毎年 7 月に 2 泊 3 日の日程で横芝セミ
ナーハウスにて水泳実習が行われ，希望者によるスキー
実習も後期授業終了後に新潟県燕温泉スキー場にて行わ
れた。実習では，一人一人のフォームを撮影し，映像に
よるフィードバック指導を行うなど，当時としては最先
端の授業が実施された。水泳実習には，当時文理学部で
水泳指導に当たっていた古橋廣之進教授のもとで活動す
るライフセーバー部員が，補助学生として参加したこと
もあった。水泳以外に地引網やキャンプファイヤーなど
も行われ，学生にとっては忘れがたい思い出となったよ
うである。
平成 3 年 7 月の学校教育法等の一部改正により，平成
4 年 4 月から「進学課程」は廃止され「一般教育」へと変更，
その後，平成 5 年にカリキュラムが新しくなった。それ
に伴い，スキー実習は平成 4 年度，水泳実習は平成 6 年
度に開講されたのが最後となった。
平成 12 年にも新たなカリキュラムが導入され，授業
科目が「保健体育」から「健康科学」へと変更された。それ
まで第 1 学年前期・後期に開講されていた実技が前期の
みとなり，前期の実技，後期の講義という現行とほぼ同

第 1 図　スキー実習 第 2 図　水泳実習
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様のカリキュラムとなった。授業の実施場所は，松戸歯
科体育施設が中心ではあったが，学生の交通費負担を軽
減するために，3 号館地下 3 階道場での授業回数が増や
された。
平成 16 年度には学科目に沿った教員組織へと改変，

保健体育から人間科学系の健康科学分野へと変更され
た。同じ年，初めての女性体育教員である佐藤紀子（体
33）が，助手として就任した。平成 22 年 3 月川島の定年
退職後，専任教員は佐藤 1 人となった。平成 27 年現在，
実技（生涯スポーツ）については，松戸歯科体育施設を中
心に，地下 3 階道場，東京ドームボウリング場において，
兼任講師の鮫島千惠子が共に教育にあたっている。

・教育について
歴代の保健体育教員は，学生生活委員会，学生相談室，

クラス担任など生活面からの学生教育に尽力した。昭和
41 年にできた松戸俊英学寮の寮長補佐に，助手であった
河原が就任し，学生の指導にあたった。昭和 53 年から
宿泊を伴う新入生オリエンテーションが実施されたが，
その企画・運営には当時学生生活委員会委員であった川
島専任講師が，生化学の専任講師であった大塚吉兵衛学
長らと共にあたった。同じ頃，「青少年期に基礎体力を充
分に養っておくことは歯学部での厳しい勉学に耐えるた
めには勿論，将来歯科医師として社会で活躍するために
も必要なことである」とトレーニング用具を整備したり，
リーダーズキャンプの実施など様々な新しい試みが始め
られた。太見と水落も同様に学生相談室やクラス担任を
歴任，歯学部生の生活面での支援に従事した。初代教授
である山村は，一般教育担当やカリキュラム改正の時代
に学部次長を務め，日本大学歯学部の進学課程，一般教
育を担ってきた。
学部の教育に加え，衛生専門学校，技工専門学校の保

健体育も体育館・グラウンドのない校舎において，様々
な工夫によって授業を展開した。
新制大学がスタートした昭和 24 年から，講義 2，実技

2 の計 4 単位が保健体育科目として卒業必修単位と定め
られていた。その後，平成 3 年のいわゆる設置基準の大
綱化で，授業科目区分が廃止され，保健体育科目が卒業
要件から除外されたが，本学部では現在も健康科学Ⅰ「生
涯スポーツ」，「健康と運動の基礎理論」，「健康と栄養・休
養の基礎理論」という，かつての保健体育実技，講義に
準ずる教科が必修として開講されている。現在の実技で
は，健康の維持増進のため運動・スポーツを生涯にわた
り継続していく重要性を認識し，実践する態度を身につ
けると同時に，スポーツの実施を通してコミュニケー
ション能力や協調性を養うことを目的として，授業を展
開している。

・研究について
山村を中心に研究室として本学部生の運動能力や日常
生活の現状を把握し，保健体育教育やクラブ活動の改善
へとつながる研究がなされた。川島はバスケットボール，
太見はボクシング，それぞれ保健体育審議会の監督，コー
チを務め，日本オリンピック委員会強化スタッフや国際
大会帯同コーチを歴任しており，スポーツ方法論やコー
チングの分野における現場に直結した研究を行った。水
落は発育発達，心理学分野の研究，スキー選手のサポー
ト等を行い，現在は文理学部でスポーツ心理学の教授を
務めている。佐藤は障害者スポーツに携わり，障害者ス
ポーツ普及に関わる研究を中心に行っている。

・その他（人事関係）
専任教員について入室順にまとめる。河原正昭は昭和
40 年体育助手に就任，昭和 46 年松戸歯科大学に異動し，
松戸歯学部保健体育の初代教授：総合口腔医学（健康ス
ポーツ科学）講座教授となり，平成 20 年 3 月定年退職を
迎えた。川島淳一は昭和 42 年体育助手に就任，昭和 49
年専任講師，昭和 56 年助教授（平成 19 年准教授）に昇格，
平成 21 年 10 月，山村に続き 2 人目の教授となり，平成
22 年 3 月に定年退職を迎えた。山村惠吉は昭和 43 年保
存学専任講師から，体育学助教授に異動・昇格し，昭和
53 年保健体育における初代教授となり，平成 8 年 3 月に
定年退職を迎えた。太見義壽は昭和 43 年 4 月副手に就
任，昭和 46 年助手，昭和 52 年専任講師に昇格したが，
在職中であった平成 9 年 6 月，51 歳の若さで逝去した。
水落文夫は昭和 57 年助手に就任，平成 3 年講師（専任扱）
に昇格し，平成 14 年文理学部体育学科助教授に割愛さ
れ，現在は教授を務めている。佐藤紀子は平成 16 年助
手に就任，平成 18 年講師（専任扱），平成 19 年専任講師，
平成 23 年 10 月准教授に昇格し現在に至る。

基礎自然科学分野（化学）

・昭和 53 年までの沿革
本学部の前身である東洋歯科医学校は，大正 5 年 4 月
佐藤運雄によって創立され，当初化学の授業は赤羽英雄
が担当していた。大正 10 年，東洋歯科医学校は日本大
学と合併し，翌年 6 月には日本大学専門部歯科として正
式認可された。当時から入学選抜試験が行われており，
試験科目は国語，英語，化学，物理であり入試選抜料金
は 5 円だったそうである。専門部の講義を受ける前に予
科課程があり，その化学・医科学の講義を赤羽英雄が行っ
ていた。大正 15 年には，日本大学歯科医学校（夜間部）
の設置認可をうけ，高橋学而，早川堅太郎が化学の講義
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と実習を行っていた。昭和 22 年 6 月，日本大学専門部
歯科から日本大学歯学部として設立・認可をうけ，入学
した学生は，大学予科 3 年制を終えた後，学部 4 年制の
7 年制歯学部として単位を履修した。大学予科には化学
の授業があり，近藤一二，松本太朗が講義を担当してい
た。昭和 30 年，学校教育法の一部改正に伴って歯学教
育の進学課程において，近藤一二が退職まで化学の講義
と実習を行っていた。昭和 44 年 4 月からは生化学の鈴
木貫太郎，細菌学の林邦雄が化学分野の講義と実習を担
当していたが，昭和 49 年 4 月からは野元成晃が化学の
講義と実習を行うようになった。同年，野元成晃は助教
授となり，化学教室には，助手の成川勝一，菊池道夫，
柴忠一の 3 名が担当し，1 学年の化学の授業（講義と実習）
を行い，2 学年の化学の講義は生化学の大塚吉兵衛が担
当していた。

・昭和 54 年以降の沿革
昭和 55 年に野元成晃が教授に就任し，教室員として

専任講師の柴忠一，助手の宮木了，副手の横瀬勝美で化
学の授業を行った。授業は進学課程 1 学年の理論化学，
2 学年の有機化学講義および化学実習を担当していた。
昭和 58 年には藤原忠夫が 1 年間化学の授業を分担した。
その後，進学校舎（現在の歯学部 3 号館）の新校舎建て替
えが行われた。昭和 59 年 12 月に建設が始まり，新校舎
は昭和 61 年 12 月に完成する工事であった。この 3 年間
は 1 学年と 2 学年が松戸の仮校舎（現在の日本大学学生
寮）で講義と実習を受けることになった。この松戸仮校
舎は，旧歯学部寮を改造した校舎で江戸川のすぐ脇にあ
り，そこで進学課程の授業を受けることとなる。平成 7
年に，生化学から桑田文幸が赴任し，化学の講義と実習
を任され，平成 15 年度には野元成晃が退職し，その後
平成 16 年から桑田文幸が教授として化学教室を引き継
いで 1 学年と 2 学年の授業を担当した。当時，教室員は
横瀬勝美 1 名だったが，平成 21 年から中野善夫が九州
大学大学院から准教授として着任し，化学の講義と実習
を分担した。平成 27 年 3 月に桑田文幸が退職したが，
現在は特任教授として化学分野の教育に携わっている。

・教育について
昭和 20 年代は予科課程として 1 ～3 学年の 3 年間を人

文科・外国語科・数学科・理学科とあり，その中の理学
科として化学，理論化学と講義が行われていた。
昭和 30 年 4 月からは，学校教育法の一部改正に伴っ

て，専門課程に上がる前の進学課程 2 年間の講義を担当
することとなった。進学課程の教育は「理科教育を軸と
し，基礎科学・外国語のほか，人文科学・社会科学など，
国際的教養をもつ歯科医師となるに必要な一般教育を与
えること」，さらに「一般教育は，細かく専門家しつつあ

る現代社会のなかで，自分で物を考え，自由に思想を交
流し，適切な判断を下し，価値の選択を行う力を養うの
にぜひ必要なのである。そうした力を学生に与えること
が進学課程の使命である」と記されている。昭和 50 年代
に入ると，進学課程の化学では 1, 2 学年対象の講義と実
習を行っていた。1 学年は理論化学を 1 年間学び，その
間の小テストは基準点を取得するまで毎週のように再試
験が繰り返されるほど厳しいものであった。2 学年は，
有機化学の講義と化学実験が行われた。化学実験は定量
分析が主に行われていた。定量分析において学生は，正
確な測定データが出るまで何回も繰り返し測定を行わな
ければならないため，学生にとっては遅くまで時間のか
かる実験であった。同時に教員も最後まで測定につきあ
い，学生たちに勉学の場を与えていた。歯科医師となる
ための専門科目を学ぶために必要な化学的思考の足がか
りをつける教育を行っていた。
平成元年，進学課程と専門課程の枠が廃止され，学士
課程教育は現在も 6 年一貫教育として実践されている。
平成 5 年 4 月から，1 ～6 学年に授業科目のシラバス（授
業計画）が作成され，講義時間は 1 時限が 90 分から 50
分に変更された。平成 8 年度にカリキュラム変更が年度
をおって少しずつ行われ，2 学年前期の一部には，新た
に基礎分野との共同で課題別専門科目が設置されて化学
分野を担当した。平成 9 年度末から，学生による講義（演
習・実習等）に関する調査が実施され，その結果は授業
担当者と学生に公開して今後のシラバス作成や教員の教
授指導改善に反映されることとなった。
平成 12 年には，自己学習能力を育むことを目標とし
た大幅なカリキュラム改革が実施され，現行のように授
業は人間科学，基礎科学，生命科学，口腔科学，総合科
学の 5 区分となり，化学は基礎科学系の基礎自然科学分
野を担当することとなった。1 学年には前期に化学講義，
後期に化学実験が実施されることとなった。また，本学
部の一般入試科目の理科は物理・化学・生物の中から 1
科目を選択するようになっていたため，1 学年は基礎自
然科学演習（現在の理科リメディアル）を，入学後に基礎
自然科学の科目（物理・化学・生物）の知識を補充するリ
メディアル教育が行われるようになった。さらに，2 学
年前期には基礎科目との統合（生化学・化学・生物）した
授業科目「生命基礎科学」が新たに設定され，その分野を
化学が担当した。

・研究について
野元成晃は，就任当初から口腔内修復物（歯科用金属）

腐食機構の解明を研究してきた。口腔内の修復物（異種
金属）を口腔内溶液（唾液）によってできる口の中の電池
と考えた研究である。口腔内にできた電池は電圧（極電
位）を測定することにより，修復物の劣化の状態などと
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関係している様子を見ることができ，いろいろな修復物
がさまざまな状態で，生き物のように変化する電池を造
りだす有様を追跡することに興味を見いだし，退職まで
永い間研究を続けた。日本歯科保存学会，日本歯科理工
学会，日本歯科基礎医学会，日本口腔機能水学会など永
年に渡り学会発表，論文掲載は数え切れないほどである。
また，生化学教室大学院生，保存学教室大学院生の学位
論文指導も行い，基礎系のみならず臨床系との共同研究
も数多く行っていた。
桑田文幸は，所属変更で平成 7 年 4 月化学教室に移り，

生化学で培った一連の基礎的な研究成果を臨床的に活用
する目的から，歯肉病変の機序，歯肉慢性疾患の再生と
創傷治癒過程に関する研究に発展させた。トロント大学
歯学部に留学中は，細胞培養から分子生物学的手法によ
る骨代謝研究を行い，得られた知見を基に歯周疾患の進
行やその治癒過程の生化学的機構および硬組織の石灰
化・再生機構の研究を行い，この領域の先進的な役割を
果たしている。また，教育研究分野においては，我が国
における国際的な「歯学教育の質保障の基盤形成に繋が
る「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」の草案からの
作成に携わり，医療系の共用試験制度の構築に本学の代
表者として尽力した。また，本学部の入学試験における
総合問題の在り方を研究課題として，アドミッションポ
リシーに則った試験の形態・規準などを研究し，本学部
に特徴的な総合問題を作成するための基盤をつくり，本
学部の入試に利用されている。さらに，文部科学省で選
定された医療人 GP の研究代表者，国際協力イニシアティ
ブおよび日本大学学長特別研究の発展途上国への教育支
援活動の業務担当者を担い歯学部の海外学術交流に寄与
した。社会活動においては，共用試験実施機構 CBT 委
員会歯科系問題作成分科会委員，医療系大学間共用試験
実施評価機構歯学系 CBT，FD 専門部会委員等を，学会
活動においては，日本歯科医学教育学会常任理事，日本
歯科医学会評議員等を歴任されていた。
中野善夫は，学位取得後から Streptococcus mutans の

グルコシルトランスフェラーゼ，Aggregatibacter acti-
nomycetemcomitans の莢膜多糖抗原の機能や構造の解析
をしていたが，近年は口腔内細菌叢と口腔の健康状態と
の関係の研究を始めたところだった。本学部に着任して
からは，他大学の歯学部との共同研究を続けて，主に口
腔内環境中から抽出した遺伝子の塩基配列データに基づ
き，パターン認識と機械学習等の情報解析的手法を用い
て菌叢解析や系統解析を行なっている。単一の細菌種で
はなく細菌叢を含む複合的な口腔内環境によって引き起
こされる現象，例えば口臭が口腔内由来の菌叢から抽出
した 16 S rRNA 遺伝子配列の制限酵素切断パターンか
らサポートベクターマシンというパターン解析の手法で
高精度で予測できることを示した成果などを発表した。

第 1 図　平成 26 年の化学教室員

横瀬勝美は口腔内金属に使用されている純金属及び合
金の腐食機構の解明を永年にわたり研究し，日本歯科理
工学会，日本口腔機能水学会などへ学会発表してきた。
そして，金属の腐食を基に各金属イオンが口腔由来上皮
細胞株や骨芽細胞の生細胞への影響，サイトカイン産生
への影響について研究を行い，日本生化学会へ発表を
行ってきた。

・その他（人事関係）
昭和 21 年日本大学が設立された初代化学教授には，
近藤一二が就任，昭和 55 年から二代目教授として野元
成晃が就任した。平成 15 年 3 月に退職し研究所教授を 5
年間勤めた。平成 16 年 4 月から桑田文幸が就任し，平
成 27 年 3 月に退職，現在は特任教授として勤務してい
る。平成 21 年 4 月から中野善夫が准教授として着任，
現在に至る（第 1 図）。

基礎自然科学分野（物理）

・昭和 53 年までの沿革
本学部は大正 5 年に東洋歯科医学校として創立され，
大正 9 年には東洋歯科医学専門学校の設立の認可を受け
た。当時の学則の学科科目には物理学が専門教科と並ん
で記載されており，蘭田逸郎が教員として授業と実習を
担当していた。
大正 10 年には日本大学専門部歯科が発足し，イリノ
イ州立大学卒業の田辺士提反が教授として物理学を担当
していることから，田辺が本教室の初代教授であると考
えられる。その後，昭和 2 年の学則改正では物理学の担
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当教員として福田邦三の記載がある。
また，専門部歯科とは別に創設された夜間教育による

「日本大学歯科医学校」においても学科「理化学」の課程の
中に物理学が存在し，昭和 2 年 4 月の教員組織には早川
堅太郎が物理学を担当していることが記載されている。
そして，早川は昭和 9 年に物理・化学の担当教員となっ
ている。早川が化学も担当することとなった背景には，
創設者佐藤運雄が化学教室を開設したとき，研究室に物
理専門学校卒の早川を助手として招き，唾液の生化学的
検索の研究を行って「混合唾液の物理化学的性質殊にそ
の齲蝕罹患性との関係に就て」と題する佐藤の学位論文
の基となる研究に深く関与していたためと考える。また，
早川は後に本学歯科理工学教室の教授に就任している。
この様に日本大学歯科医学校が生徒募集を行っていた昭
和 17 年までは，日本大学専門部歯科と日本大学歯科医
学校の両方で物理学の担当教員が存在していたことにな
る。
昭和 21 年，終戦による国内教育の大変革を機に「日本
大学歯学部」の設置が申請された。昭和 22 年に認可され，
晴れて日本大学歯学部となった本学は，大学予科 3 年制，
学部 4 年制のいわゆる 7 年制であった。この予科は日本
大学学則では予科理科丁類（3 年制）として開設され，日
本大学としての予備教育課程の一教科として第 3 回修了
生を出した昭和 26 年 3 月まで続いた。ただし昭和 25 年
4 月からは，2 年制予科として再発足している。その間，
予科の物理学は昭和 22 年からは専任教員として落合三
雄，福本正人，栗山隆が在籍し，昭和 25 年から 31 年 3
月までは桜井勇太郎，兼任教員の栗山隆が物理学を担当
していた。
昭和 30 年，本学は歯学教育の重要性を鑑み，進学課

程 2 年，専門課程 4 年の 6 年制の歯学部として新たに出
発することになった。これにより予科は廃止され，本学
に進学課程が設置された。進学課程の目的は「理科教育
を軸とし，基礎科学・外国語のほか人文科学・社会科学
など，国際的教養をもつ歯科医師となるのに必要な一般
教育を与えること」である。つまり，進学課程には旧制
予科と比べて，理科系の学科目の他に，人文系・社会系
の学科にも重きを置いている。この進学課程の物理学は，
専任教員の桜井勇太郎と兼任教員の栗山隆が旧制予科か
ら引き続き担当している。桜井は昭和 27 年 4 月に予科
の教授に就任後，昭和 31 年には進学課程の教授となっ
ており，本教室の第二代教授として昭和 35 年 9 月まで
本学に奉職した。
桜井勇太郎教授が退職された後は，昭和 34 年 4 月か

ら兼任講師として物理学を担当していた津野田修吉が昭
和 36 年 4 月に専任講師となり，翌 37 年 1 月には助教授，
そして 44 年 4 月に第三代教授として物理学を担当する
こととなった。

津野田は進学課程での物理学教育に尽力したことは言
うまでもないが，在任期間中，本学部の数多くの委員を
歴任した。とくに昭和 52 ～54 年は学務担当として本学
部全体の教学の発展に寄与した。津野田は音楽に造詣が
深く，とくに古典音楽をこよなく愛し，混声合唱団部顧
問としても活躍して，学生の薫陶にあたるとともに，桜
歯祭などでは自身でもチェロを弾くなど，学生との交流
を大切にする方でもあった。
津野田の在任中には，助手として昭和 36 年 11 月に鈴
木智哲が，昭和 46 年には山本茂年が着任し，3 人体制で
物理学を担当していた。鈴木は昭和 41 年に専任講師と
なり，昭和 46 年には日本大学松戸歯学部に転属して，
後年，教授となっている。また，山本は昭和 48 年 4 月
に専任講師，昭和 53 年 4 月に助教授に就任したが，昭
和 58 年に退職し，駿台予備校の教師に転職している。

・昭和 54 年以降の沿革
昭和 59 年 4 月には，専任講師として藤原忠夫が着任
し，同年 6 月に助教授に昇格した。この頃は，老朽化と
なった進学校舎新築の工事時期である。進学課程の講義
と実習は，新築工事に伴い昭和 59 年 4 月より代替校舎
となった松戸校舎で昭和 62 年 3 月まで実施された。こ
の間，助手として昭和 59 年 6 月に長瀬隆憲が，昭和 60
年 4 月には山岡大が着任し，専任教員 4 人体制となった
が翌年 7 月に長瀬が退職したため，物理学の講義と実習
は従来からの 3 人体制で行うこととなった。進学校舎は
昭和 62 年 4 月に歯学部 3 号館と改称されて，他教科と
の共同使用となった第 1 実習室にて物理学実習が行われ
ることとなった。平成 2 年 1 月 4 日，津野田が在任中に
病気にて逝去した。その後，平成 4 年 4 月に神山明生が
専任講師として着任した。
平成 5 年 6 月には藤原忠夫が第四代教授に就任し，そ
の在任中，山岡が平成 14 年 4 月に講師となり，平成 25
年 3 月には神山が退職した。藤原は平成 22 年 3 月に退
職となったが，平成 27 年 8 月まで特任教授として在籍
した。藤原は平成 5 年に施行された新カリキュラムの構
想と編成について，学務委員として深く関わっている。
このカリキュラムの改正以降，物理学の担当教員は物理
学のみならず，その課題別科目の中に設置された情報科
学，生体高分子の教科も担当することとなり，これまで
の教育手法から変革していく転換期となった。さらに，
チュートリアル教育の「教養演習」が新たな教科として実
施されたことに伴い，本教室の教員も当該教科の担当を
担うことになった。
現在は，平成 25 年 10 月に山岡が准教授となり，専任
教員 1 人となった。このため，新たに本学に導入された
特別非常勤講師を採用して物理学の講義・実験は 2 人体
制で実施している。
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桜井勇太郎教授　　　津野田修吉教授　　　　藤原忠夫教授
第 1 図　物理学教室の歴代教授

・教育について
昭和 54 年以前は，学則などの資料によれば，古典物

理学の講義に加え，その講義に即した実験が行われてい
た。平成 5 年の新カリキュラムが実施されるまでは，物
理学は第 1 学年と第 2 学年で講義および実験が行われて
いた。津野田は，進学課程での物理学教育について，物
理的世界観の二大主柱である「マクロとミクロ」の考えに
興味を持ってもらえるような授業構築を実践した。具体
的には，第 1 学年の前期は，物理を高校で事実上履修し
なかった学生を考慮して，一般力学の必要な部分の復習
を，後期は熱学と熱力学をマクロの立場から出発してミ
クロの分子論までを解説する講義を行っている。そして，
第 2 学年の前期ではマクロの電磁気学を，後期にはミク
ロの量子力学・原子核までの講義を行い，第 1 学年から
第 2 学年までの 2 年間で基礎物理学全般に及ぶ範囲の講
義を実施していた。一方，実験では将来の歯科医学への
進路を考慮して，医学に関連した実験項目である軟 X線
による物体の写真撮影，放射線（β線）の測定などを導入
して，いわゆる理工系大学の実験とは性質の異なる実験
を行っていた。
進学課程は平成 3 年 7 月の学校教育法等の一部改正に

伴い，平成 4 年に一般教育へと名称が変更された。平成
10 年 10 月には大学審議会から答申された「21 世紀の大
学像と今後の改革方策について」および「歯科医学教授要
綱（平成 11 年度）」の趣旨，指針を受け，平成 12 年にカ
リキュラムの改善が行われた。これに伴い，これまでの
教科名が「物理学」から「実験で知る物質の世界」に変更さ
れたのを機に，藤原の下，講義と実験が分離した教授法
から，実験説明と実験及び講義が一体化した教授法へと
変化させた。このような授業形態となった背景には，入
試選択科目が理科 1 教科となったこと，また入学以前の
初等中等教育のゆとり教育によって学生の資質が低下し
たことに大きく依存しており，旧来の知識・理論を修得
した後，実験により現象を理解するという手順よりも，
その逆の過程である実験により現象を体験してからの知
識・理論の修得といった教授法が現代の学生にとって知
識の定着が図れるとの考えがあったためである。
さらに，物理学の知識のみならず情報化時代に適合す

るために，実験で得られたデータの数理的分析やその考
察に必要とされる情報授受に必須となる能力を養うこと
をも教育内容に加え，パーソナルコンピュータを積極的
に実験に導入し，計測機器あるいは情報収集のツールと
して利用するなどの工夫も行われた。また，実験項目別
に専用の実験機器を開発するとともに，従来形式の実験
レポートを廃止して実験データ処理のためのシートを独
自に作成・提供することで，実験データの整理方法を会
得し，実験結果への科学的な理解を深めることを主眼と
した教授法に大きく転換させた。
平成 5 年 1 月の後期の定期試験から再試験が導入さ
れ，翌年度には授業内容の現代化に対処するためと，一
般教育科目と専門科目の有機的な関連を図るために，課
題別科目を設けた新カリキュラムによる教育が実施され
た。
平成 26 年 4 月に歯科医師国家試験の対策を基本とし
てカリキュラムの在り方を多角的に検討，改善したのに
随伴して，「実験で知る物質の世界」の教科名から「物理学
実験」に名称が変わった。教授内容に多少の変更はある
ものの，これまで培ってきた物理教育の教育理念を堅持
しつつ，歯科医学教育の準備教育との位置付けとした物
理学教育の展開を実施している。
また，平成 27 年度カリキュラムの改正では歯科学統
合演習の新科目が設置されたことにより，その教科担当
者の一翼も担っている。

・研究について
本教室の研究活動は，各個人がそれぞれ多様なテーマ
を持ち進められてきた。
津野田は理論物理の分野からテーマを選択して研究を
行っていた。1905 年に発表されたアインシュタインの「運
動している物体の電気力学について」の論文の中で用い
られているローレンツ変換の演算方法が明瞭でない点を
指摘し，その不備を取り除いたローレンツ変換を導き出
すことを目的とした内容を紀要に連載している。
山本は，理論・実験の両面を研究テーマとしており，
混層流のレオロジーの初心者向けの解説や物理学実験で
利用している精密化学天秤の性能を評価し，天秤の減衰
振動特性が，固体摩擦でありながら粘液抵抗型の性質を
持つことなどの物理実験をテーマした報告書がある。
藤原と山岡は教授法の変更を受け，学生実験で使用す
る実験機器の独自開発に関する研究や，情報科学の授業
構築など，教育に関する研究も行っている。
山岡は，歯科医療における医療機器の開発や口腔イン
プラント材などのバイオマテリアル試験の臨床に即した
検討など，研究テーマが歯科医学領域の多岐に及ぶため，
多くの講座との学内共同研究を行っている。とくに，電
気的根管長測定器に関する研究は，臨床現場で広く利用
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される成果として認められている。

・その他
本教室の名称は，昭和 30 年の進学課程設置時は，進

学課程物理学であったが，平成 12 年には一般教育物理
学，平成 25 年には基礎自然科学分野（物理）に改名され
ている。


