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地域社会・
世界を俯瞰する

歯学部長
長 塚 　  仁

岡山大学は、長い歴史を有し11学部からなる総合大学です。歯学部は、1979 年（昭和 54 年）に
国立大学法人としては最も新しい歯学部として設置されました。総合大学の特性を生かし、医療系だ
けでなく自然科学から人文、社会科学的な分野までの幅広い学系を取り入れた文理融合教育、研究を
実践しています。入学試験でも前期・後期入試の他に推薦入試、外国人留学生入試、学士入試（２年
次編入）など多様な入試制度を活用し、個性を有する多彩な人材を求めています。

歯学部の教育目的は、教育・研究を通した世界最高水準の歯科人材育成にあります。地域社会に貢
献できる歯科医師を養成するのはもちろんですが、その活躍の場を大学教員、研究職、行政職、さら
に海外にまで広げていける人材の養成を行っています。そのようなグローバルな活動力と連携力を有した
「実践的歯科医療人」の育成を目指し、日々 教育カリキュラムの改革・改善を行っています。新時代の
歯科医師に必要な現場力、実践力のために課題解決型学習やアクティブラーニングを推進し、岡山県
歯科医師会や岡山市歯科医師会とも有機的に連携しながら新たな教育カリキュラムを展開しています。
また、高度な歯科医療の提供、研究、教育のために、医学部、薬学部、岡山大学病院との密接な連
携により、多職種連携や医療支援、周術期管理などを強化し、超高齢化社会に対応できる広い視野
を有する歯科医師育成のため、さまざまな取り組みを続けています。

海外大学とのネットワークも重視しています。全国に先駆けて開始された短期海外派遣制度
（ODAPUS）は 20 年の歴史を有し、2019 年度には３年生の60％がこのカリキュラムに基づきアメリカ、
カナダ、オーストラリア、アジア、そして南米など世界で学び、国際感覚を体験しています。また、この
プログラムでは海外からも多くの留学生を受け入れていますので、多様な国々の留学生と直にふれあうこ
とで、グローバルな活動力と実践力を身につけることが出来ます。

岡山大学歯学部の卒業生は、国際的な医療基準に立脚した知識、技術と医療態度を身につけ、高
い評価を得て活躍しています。皆さんも岡山大学歯学部で学び、医療の分野で世界を牽引する実践力
を身につけ、地域のみならず世界で活躍する歯科医療人を目指しましょう。

グローバルな活動力と
連携力を有した
「実践的歯科医療人」の育成
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沿革 昭和 52 年  ４ 月
昭和 54 年 10 月
昭和 55 年  ４ 月
昭和 56 年 12 月
昭和 57 年  ４ 月
昭和 59 年  ４ 月
昭和 63 年  ４ 月
平成 12 年  ４ 月
平成 13 年  ４ 月
平成 14 年  ４ 月
平成 15 年  ４ 月
平成 16 年  ４ 月
平成 17 年  ４ 月
平成 23 年  ４ 月
平成 26 年  ６ 月
平成 26 年  ８ 月
平成 27 年  ４ 月
平成 28 年  ４ 月
平成 29 年  ９ 月

学部
歯学部創設準備室設置
岡山大学歯学部設置
歯学部第一期生受入（入学定員 80 人）
歯学部校舎および附属病院棟新営工事竣工
歯学部専門課程の授業開始
18 講座設置完了
入学定員 60 人となる／大学院歯学研究科設置
入学定員 55 人となる
大学院医歯学総合研究科（博士課程）を設置
歯学部学士入学第一期生受入（３年次編入；入学定員５人）
大学院医歯学総合研究科（修士課程）を設置
国立大学法人岡山大学へ移行
大学院医歯薬学総合研究科（博士課程・修士課程）を設置
入学定員 48 人となる
先端領域研究センターを設立
国際バカロレア入試を開始
歯学教育・国際交流推進センターを設置
歯学部学士入学編入年次変更（２年次編入）
応用情報歯学分野を設置

昭和 55 年  ４ 月
昭和 57 年  ４ 月
昭和 58 年  ４ 月
昭和 59 年  ４ 月
平成  ５ 年  ４ 月
平成  ７ 年 11 月
平成 13 年  ４ 月
平成 14 年  ２ 月
平成 14 年 12 月
平成 15 年  ４ 月
平成 15 年 10 月
平成 16 年  ４ 月
平成 19 年  １ 月
平成 21 年  ４ 月
平成 22 年 12 月

平成 25 年  １ 月
平成 27 年  ５ 月
平成 29 年  ５ 月
平成 30 年 10 月

病院
歯学部附属病院創設準備室設置
附属病院棟新営工事竣工、歯学部附属病院設置、診療開始（７科、20 病床）
診療科増加（９科）、病床数増床（40 床）
診療科増加（10 科）
診療科増加（11 科）
特殊歯科総合治療部（院内措置）を設置
特殊歯科総合治療部（省令措置）および地域医療支援室（院内措置）を設置
口腔インプラント外来および顎関節症 ・ 口腔顔面痛み外来を設置
卒後臨床研修センターを設置（院内措置）
審美歯科外来を設置
歯学部附属病院と医学部附属病院を統合、医学部 ・ 歯学部附属病院を設置
国立大学法人岡山大学へ移行
医学部・歯学部附属病院が岡山大学病院に改称（医療法上）
医学部・歯学部附属病院が岡山大学病院に改称（組織上）
特殊歯科総合治療部を廃止、スペシャルニーズ歯科センターと医療支援歯科治
療部を設置
口腔検査・診断センターを設置
口唇裂・口蓋裂総合治療センターを設置
侵襲性歯周炎センターを設置
デンタルインプラントセンターを設置　

明日の医療における歯科医療を創出しよう！
全身と心の健康に満ちた生活を支えるための口腔機能を追求する
歯科医師や研究者を育成します。
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アドミッションポリシー

2O21DENTAL SCHOOL

　
文系・理系を問わず、次のような熱意のある人を求めています。

◉ 歯学教育を受けるに十分な基礎学力を持っている人
◉ 他人を思いやる優しさと高い倫理観を持っている人
◉ 何事にも意欲的に取り組むことができる人
◉ 生命、健康科学に強い好奇心と探究心を持っている人
◉  歯科医師として国民の健康、福祉・介護、さらには国際医療に貢献したいという明瞭

な目的意識を持っている人

【入学後の学修のため、高等学校段階までに習得してもらいたいこと】
　高校では特定の科目に偏ることなく、授業に意欲的に取り組んでください。知識を習得するだけでなく、様々
な社会の問題に関心を持ち、そして自分の考えをもって行動する姿勢は、歯学分野において社会に貢献す
るための基礎となる全人的な能力の育成に必要不可欠なものです。

求める人材

　歯学部の使命は、良き歯科医療人を育成し、歯科医学を研究し、発展させる
ことです。社会のニーズの多様化と国際化が急激に進む中で、歯科医療もます
ます高度化しつつあります。歯学部では「国民への高度な歯科医療の提供」と

共に「先端的な歯科医療の研究開発」を重視した人材育成を行っています。
　歯科医学は幅広い総合的な学問領域です。歯学部では自然科学から人文・社会科学的な分野の教育と研
究も行われています。文系・理系に関わらず、さまざまな学生が活躍できる学部です。

教育内容
・特色

明日の医療における歯科医療を創出しよう！
全身と心の健康に満ちた生活を支えるための口腔機能を追求する
歯科医師や研究者を育成します。

※歯学部のアドミッション、ディプロマ、カリキュラムの各ポリシーは歯学部ホームページでご覧ください。
（https://www.okayama-u.ac.jp/user/dent/policies_j.html）



第１学期 第２学期 第３学期 第４学期

教養教育科目
早期見学実習

モノ・コトデザイン演習
人体発生学入門

実践歯科医療学

講義シリーズ

総合歯科医学

死生学・認知症

歯科医療演習

医療コミュニケーション学演習 解剖学実習

EBM とプロフェショナリズムへの覚醒

医療法学・社会福祉学

シミュレーション実習

在宅介護歯科医療実習

シミュレーション実習

在宅介護歯科医療実習

情報処理入門

細胞学

チュートリアル
（問題発見解決型学習法）

※1

※2

※3

※7

※6

※8

講義シリーズ ※8

※9

※10

※10

※11

※4

※5

隣接医学講義

全
国
共
用
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（
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・
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S
C
E
）

全
国
共
用
試
験

（
C
B
T
・
O
S
C
E
）

臨
床
実
地
試
験

臨
床
実
地
試
験

一
斉
技
能
試
験

一
斉
技
能
試
験

専門歯学基礎科目
講義・実習

専門歯学基礎科目
講義・実習

自由研究演習（研究室配属）
歯学国際交流演習（ODAPUS）

専門歯学臨床科目
講義・実習

診療参加型
臨床実習

診療参加型
臨床実習

総合歯学演習 卒業
判定
卒業
判定

 臨床技能
実習 進級

判定

進級
判定

進級
判定

進級
判定

進級
判定

国家
試験
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テーマに沿った話題について、グループ
ごとに討論、発表することで、自己学習
能力を習得します。

講義シリーズ（生活習慣病と口腔・
急性期医療・在宅介護医療）

超高齢社会に対応するための課題解決
型講義。e-Learningでいつでも繰り返
し学ぶことができます。

1年次

2年次

4年次

6年次

3年次

5年次

世界に通じる全人的医療人を育成します。カリキュラム

新入生が医療施設の見学や
体験実習、患者さんのエス

コート実習を行い、医療人として
の自覚を持ちます。

対人コミュニケーション実習で得た知識
やスキルを活用して、各症例に沿った問
題を発見し、グループ討論を行います。

マネキンを患者と想定して、様々な
歯科臨床技術を習得します。

一般入学

編入学（学士入学）

※1 ※3

※7

※8

※9

※2

プロフェッショナルと
して臨床事実に基づ

く歯科医療を行うための
基礎を修得します。
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各研究分野において学生が自ら実験研
究に参画し、科学的視点を身につけます。

海外の大学の聴講生として短期留学し、
広い視野を身につけます。

実際の臨床の現場にて、教員の指導
のもとで臨床技能と態度を養います。

臨床実習を終え、
これまでの歯学教育
内容を整理し、歯科
医師国家試験のため
の準備を行います。
　

岡山大学医学部から講
師を招き、臨床医学につい
て学びます。

第113回（令和元年度）
歯科医師国家試験

合格率88.6％
（全国平均79.3％）

10年平均87.0％

※詳細および編入学（学士入学）については歯学部ホームページを参照してください。https://www.okayama-u.ac.jp/user/dent/

※10

※11

※6

※4 ※5

リカレント
教 育 生涯教育
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カリキュラム

カリキュラムポリシー・カリキュラムマップに基づく体系的カリキュラム編成

私は国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究
センターで約２ヵ月間お世話になりました。普
段踏み入れることのない研究施設で、学生生活
ではできないことをしたいという動機で臨みま

した。指導してくださった先生の「研究の一連を
学んでほしい」という方針で、実験だけでなく研究

会での口頭発表も経験させて頂きました。研究を進め
るうちに、まだ誰も知りえない事実や法則を発見し、そ
れを世の中に伝えるという研究の楽しさを知ることがで
きました。この２ヵ月は、研究者の方々と意見を交換す
るために研究分野の基礎知識や実験結果を自分の言葉で

石井 麻未　3 年次生（新 4 年次生）
お茶の水女子大学附属高校出身

自由研究演習（研究室配属）

歯学部学士教育課程の構築と
独自の専門教育

■専門教育（科目の構成）
▶モデル・コア・カリキュラム準拠

　（全国共通能力基準をクリア）　………………60 〜 70％
▶独自のカリキュラム　（多彩な能力を修得）　……………30 〜 40％

■独自のカリキュラム
１　早期見学実習　１年次（図１）
２　チュートリアル（問題発見解決型学習法）　１年次（図２）
３　自由研究演習（研究室配属）または歯学国際交流演習（ODAPUS）３年次
４　医療コミュケーション学演習　３年次
５　EBM とプロフェッショナリズムへの覚醒　４年次
６　在宅介護歯科医療・シミュレーション実習（図３）　５・６年次
７　診療参加型臨床実習　５・６年次（図４）

図１　早期見学実習

図２　チュートリアル

図３　シミュレーション実習

図４　診療参加型臨床実習

学士課程教育の構築：進化しつづけるカリキュラム

多様化する社会のニーズに即応した教育内容

アクティブ・ラーニングの積極的応用

60 分授業化と単位の実質化促進

研究マインド育成プログラムの設定

グローバル人材育成科目の導入

ディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）の設定と見直し

各ポリシー等は、https://www.okayama-u.ac.jp/user/dent/policies_j.html を参照してください。

表現する力が身に付きました。お世話になった先生や研
究員の方との素敵な出会いによって、有意義な時間を過
ごすことができました。研究に興味がある人、日常では
できない体験をしたい人は是非参加してみてください。



提携大学（2019 年度予定）
・カリフォルニア大学ロサンゼルス校（アメリカ）・オハイオ州立大学（アメ
リカ）・チャールズスタート大学（オーストラリア）・西ブルターニュ大学（フ
ランス）・シンガポール大学（シンガポール）・大連医科大学（中国）・ハ
サヌディン大学（インドネシア）・ハイフォン医科薬科大学（ベトナム）・サ
ンパウロ大学（ブラジル）・台北医学大学（台湾）・マヒドン大学（タイ）・
香港大学（中国）・フィニステラエ大学（チリ）・ソウル大学（韓国）・ニッ
テ大学（インド）・ハノイ医科大学（ベトナム）・オタゴ大学（ニュージーラ
ンド）・チェンマイ大学（タイ）

9

EUROPE ASIA/PACIFIC

OCEANIA

NORTH AMERICA

MIDDLE AND
SOUTH AMERICATHE MIDDLE AND

NEAR EAST
AFRICA

2O21DENTAL SCHOOL

グローバル教育

ODAPUS と は Okayama University Dental School Short-
Term-Study-Abroad Program For Undergraduate Students 
の略称で、１〜５年次生が、海外の大学に聴講生とし
て参加できる短期留学制度です。岡山大学特有の制度
で、派遣大学から受講証明書を取得することで単位と
して認定される選択科目です。現在は、世界各国の有
力大学歯学部への留学が可能となっています。

　2019 年 10月の１か月間、私はオランダの首
都アムステルダムにあるACTAという歯科大学
に留学しました。様々な科や４・５年生の臨床
実習での治療、珍しい症例や研究指針につい

てのミーティングなどを見学できました。６年間を通
じ実習特化型の歯科医学教育が行われていると
ころや、知り合った同世代の友人たちが意欲的
に取り組む姿に大変感銘を受けました。休日
には国内の名所に足を運んだり、友人に食事
や若者が集う場に招かれたりして風土や生活
文化にも触れられました。これらの体験から
進路の選択肢の多さや日本とは異なる問題点
に気づき、今後の勉強へのモチベーションが高
まりました。学生のうちに海外の歯科の現場を
見られるこの機会を是非活用してみてください。

　「グローバル人材育成特別コース」（Gコース）
とは，アクティブラーニング形式のカルキュラ

ムを通して，国際的な知識を学び，活かせる人
材になれるプログラムです。デスカッションベースの

授業に参加することで，ユニバーサルな視野や行動力が養われます。
　私自身，初の歯学部バカロレア入試生として，沢山の国際的な活躍の
場を頂けたり，交換留学生との異文化交流を通して切磋琢磨できるのは

「Gコース」の醍醐味だと感じました。私は，第４回岡山医療教育国際シ
ンポジウムでの司会，交換留学生のサポート，授
業外での研究，震災ボランティアや海外医療ボ
ランティア等にも携わる機会を頂きました。将
来の医療従事者として，常に向上心を忘れず，
日々自己啓発していきたいと思っております。
皆さんも，是非「Gコース」に挑戦してみませんか。

　私は、2019年３月にベトナムでの活
動に、同年９月にはフィリピンでの活
動に参加させていただきました。ボ
ランティアの対象となるのは貧しくて
公立の学校に通えない子ども、いわゆるス
トリートチルドレンと呼ばれる子どもたち

で、私は診療の手伝いや歯
磨き指導などを行いまし

た。「子どもたちの健康
のために何ができるのか」
を自分の頭で考え続け、行動に移すことができまし

た。活動を通して、まだライセンスのない私でも医療
者としての第一歩を踏み出せたと感じて
います。また、現地ボランティアの方々や、
性別や年齢も様々な日本人のメンバーの
方 と々関わる中で、新たな発見や将来の
歯科医師像のヒントを多く得ることがで
きました。皆さんも、学生のうちから貴
重な経験をしてみませんか？

夏目 和歩　４年次生
岡山県立岡山大安寺中等教育学校出身

棚井 あいり　３年次生
Seisen International School （東京）出身

栗田 大輝　３年次生
名古屋市立 菊里高校出身

グローバル人材育成特別コース

海外ボランティア

ODAPUS

グローバル人材育成特別コースでは、入学した学部に所
属しながら、コースのカリキュラムに則して英語力養成、
海外研修・留学などのプログラムを履修します。各学部
において、将来有望な人材を発掘し、グローバルリーダ
ーシップを育むためのコースです。

岡山大学の一期生の先生が中心となって、
DNOW（Dentist Network from Okayama to 
the World）というボランティア団体が設立さ
れています。この活動には、開業されている先生や大
学職員など、様々な場所で活躍しているメンバーが参
加します。歯学部の学生も参加可能で、平成 31 年２
月にはベトナム・ホーチミンでのボランティア活動に
１年次生と２年次生の学生が１名ずつ参加しました。
DNOW の活動は様々な場所で活躍している歯科関係
者が参加することもあり、それぞれの視点からよりよ
く活動を行うための情報交換を行って活動に参加しま
す。ベトナムの現地ボランティアの方々をはじめ、活
動に関わる多くの人とのつながりを通して、日常臨床
の視野も広がっていきます。今後もこのような活動を
発展させていけたらと思っています。

平成20年卒業　藤田麻里子
岡山大学　歯学部　客員研究員
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研修医
センター

卒後臨床研修センター歯科研修部門長

鳥井　康弘　 教授

大阪府立高津高等学校  昭和 50 年卒業

卒業後の進路

充実した歯科医師卒後臨床研修の提供

卒後臨床研修センター
　　　　歯科研修部門

平成 18 年から歯科医師法が改正され、新たに歯科医師免許を取得した歯科医師は 1
年以上の臨床研修を受けることが義務化されました。これに対応して、岡山大学病院で
は、1 年間の充実した歯科医師臨床研修を行うことが可能なプログラムを提供しています。

本院での研修の目標は、医療人である歯科医師にとって必要な態度、知識および技能
を習得し、生涯研修の第一歩とすることです。この目標を達成できるように、机やロッカ
ー、パソコンを設置した研修歯科医室など充実した研修ができる環境も提供するととも
に、歯科臨床のみならず、セミナー、カンファレンス、さらには救急救命講習等を組み
込んだ魅力的なカリキュラムとしています。また、研修歯科医が日々の診療を振り返るこ
とにより多くの気付きが得られ、歯科医師としてのプロフェッショナリズムを学ぶ手助け
になるように、パソコンを使った独自の研修教育システムも活用しています。

このような本院での卒後臨床研修は、社会から期待される歯科医師となるための礎と
して研修歯科医各自の将来に向けて有効に役立ててもらえるものと確信しています。

富澤　一仁　熊本大学　大学院生命科学研究部　研究部長・教授

（平成元年卒業）　  大学院医学教育部　教育部長
医学部　医学部長

（徳島県立脇町高等学校　昭和 58 年卒）

熊本大学で医学部長などを拝命し、医学教育や糖尿病の分子機構な
どの研究に従事しています。大学卒業後は医学部で研究を行ってきて、
現在に至っています。卒業後の進路は、歯科医師になるだけが選択肢
ではありません。幅広い知識と見識を身につけて、様々な分野あるい
はグローバルに羽ばたいていただきたいと願っています。

チャレンジを恐れずに、自分の目指す歯科医師像に向かって突き進
みましょう！！

ＯＢ・ＯＧは今…



コースワーク
○臨床専門医コース（歯学系）
○分子イメージング教育コース
○ Post-O-NECUS
○連携大学院
　・国立感染症研究所
　・国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター

特色ある教育プロジェクト

◯大学院教育改革推進プログラム
「医療系大学院高度臨床専門医

養成コース」

◯�岡山分子イメージング高度専門
人材育成事業

11

大学院

多様化する社会の要請に応える工夫された課程

初期研修医
（歯学系１年） 後期研修医 社 会 人▶

在
学
中

卒 

業
国家
試験

医療職　　
研究職　等
行政職　　

授与される学位の種類
博士（歯学）
博士（学術）
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医・歯・薬の３学部が連携して次世代のヘルスサイエンスを開拓する

大学院医歯薬学総合研究科

　大学院では、海外からの留学生、あらゆる学部の卒業生、社会人として活躍中の人々
が、今までの歯科医学の枠を超えた斬新な視点から日夜研究を進め、ヘルスサイエンス
の明日を導く旗手として世界中の注目を浴びています。

堀内　美希　国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
研究公正・法務部（兼）
国際事業部　安全保障輸出管理グループ　調査役
弁護士・歯科医師

（土佐高等学校　平成 10 年卒）

　卒業後に大阪大学（法科大学院）へ進学し、現在は研究機
関の環境整備など日本の医療研究をサポートする公的機関で
弁護士として働いています。在学時、先輩や留学生の研究補
助を行いました。先輩方が診療後に研究に没頭し、何年もか
けて研究成果を出す姿を目の当たりにしました。この姿を心に
留め、日本の医療研究の発展のため自己研鑽に励んでいます。

ＯＢ・ＯＧは今…

大学院博士課程
（標準修業年限 4年）

［各自の研究実施計画に基づいた長期履修制度や
優れた研究業績による早期修了制度があります］

生体制御科学専攻
病態制御科学専攻

機能再生・再建科学専攻
社会環境生命科学専攻

国際部（鹿田分室）

学生の国際交流・留学を
手厚く支援します

（平成 19 年卒業）
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同窓会のご案内

活躍する先輩たち
岡山大学歯学部の卒業生は、さまざまな分野で活躍しています

平成19年度卒業　伊東　孝
厚生労働省 医政局 経済課 医療機器政策室　室長補佐

医系技官として医療機器の保健適用及び安定供給に関
する職務に従事しています。前職では岡山大学病院の新
医療研究開発センターで様々な臨床研究や基礎研究を
行いました。歯学部を卒業しても歯科医療現場だけが進
路ではありません。歯科医師として日々 の臨床に携わるだけではなく、臨床現
場を作るために必要とされる色々な所へ飛び込んでみてください。岡山大学
にはあなただけにしか体験できない世界への入り口がきっとあります。

平成元年卒業　舩橋　誠
北海道大学大学院歯学研究院 口腔生理学教室 教授 
北海道大学 脳科学研究教育センター 教授（兼任）

生理学の教育と悪心･嘔吐の神経機構に関する基礎研
究に従事しています。生理学は人体の正常機能に始まり
自然哲学に通じるのが魅力です。世の中がAIを駆使した

Society 5.0 へ激変する中、学問の世界には普遍的価値を見いだすことがで
きます。後輩の皆さんがそれぞれの学問の世界を極めて、ずっと幸福であり
ますよう願っています。

平成８年卒業　西谷　佳浩
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
歯科保存学分野　教授

最近は、教員も学生も海外の大学と交流する機会が増え
ています。年々増加する国際交流関連の仕事を担当す
る教員として、米国の大学で17年間勤務してきた平間雅

博先生（岡山大学11期生）が私たちの仲間に加わりました。学生の皆様も、
ぜひ海外の方 と々積極的に交流してください。将来、国際社会で活躍されま
すことを楽しみにしています。

平成８年卒業　恒石　美登里
日本歯科総合研究機構　主任研究員

日本歯科医師会に設置された日本歯科総合研究機構
で、主任研究員をしています。歯科医師を目指す方々に
とって魅力ある歯科医療・口腔保健政策の維持・向上を
目指し、最終的に国民の健康な生活の確保に少しでも貢
献できればと考えています。

平成４年卒業　犬飼（林崎）　順子
愛知学院大学 短期大学部 歯科衛生学科　教授

最近は教育の質保証という名のもとに私立の短期大学
でも大学の改革が迫られており、多忙な日々 を送っていま
す。愛知学院の歯科衛生士の養成は歴史と実績があり、
充実した質の高い教育を提供し学生が誇りを持って卒業

できるように心がけています。岡山大学歯学部の学生・卒業生のみなさんも、
誇りを持って活躍されることを期待しています。

平成２年卒業　梶浦　靖二
島根県 雲南保健所　所長

歯科医師としては、全国で4人目となる保健所長をしていま
す。地元の市長や町長、病院長や医師会長等とともに、保
健医療福祉施策に取組み、『行政』という仕事の醍醐味を
味わっています。岡山大学で学ぶ「Public Health Mind」
は、各方面で活躍できる医療人としてのコアとなります。皆さんとともに仕事が
できることを心待ちにしています。

平成９年卒業　高木　洋志
カナダ オンタリオ州　一般開業医 （Coldwater Dental Office）

岡山大学歯学部に在籍時から海外での生活を目標の一
つにしており、卒後カナダへ移住。Western University
歯学部を卒業し、現在はカナダオンタリオ州のColdwater
という町で一般開業医として地域医療に携わっていま

す。歯科医師という仕事を通じて異国の地で生活ができる事に喜びを感じな
がら日々 の生活を送っています。

昭和６３年卒業　松香　芳三
徳島大学　大学院医歯薬学研究部

顎機能咬合再建学分野　教授

歯科補綴（ほてつ）学分野において、口腔組織の再生・再
建、口腔顔面痛、睡眠時歯ぎしり、歯科金属アレルギーな
どに関する教育・臨床・研究を行っています。岡山大学歯
学部での学生生活は鮮明な記憶として残っており、現在の私の基礎になって
います。素晴らしい学生生活を満喫し、様 な々分野で活躍できる人材となって
ください。

大学と同窓会は車輪の両輪。連携
と協調を礎に活動しています。卒業
生にとって同窓会は “ふるさと”です。
日本各地の同窓会県支部・地区支
部が同窓生をサポートします。同窓
会は奨学金制度など在学生の福利・
厚生も支援しています。

歯学部同窓会長
千原　敏裕
昭和63年卒業

学生たちを見守る温かい手

心と身体の健康管理を
サポートします。

保健管理センター
（鹿田室）

学務課教務グループ（歯学部担当）

快適な学生生活を
力強くバックアップします。
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骨や歯を形づくる
細胞・組織の美しさを知る

形態学あるいは解剖学は、形・構造に着目し
て生体の営みを解明する生命科学の基礎をなす学
問です。教育では、歯や歯周組織を含む全身の細
胞・組織の微細構造と機能について講義と顕微鏡
実習を担当します。研究では、骨や歯を構成する
細胞・組織の発生メカニズムおよびホルモンや機
械的刺激への応答について、光学顕微鏡・電子顕
微鏡や最新の分子生物学的手法を用いて解析して
います。骨や歯を中心とした細胞・組織の営みを
ミクロの眼で探求し、歯科領域疾患の病因解明や
治療法開発の基礎を築くことを目指しています。

岡村 裕彦 教授
三重県立
　宇治山田高等学校
平成４年卒業

口腔形態学
口腔機能解剖学分野の仕事

顔は、消化器系の口・顎・顔面で構成し、呼
吸器系の鼻、特殊感覚の味覚（口）・視覚（眼）・
嗅覚（鼻）・平衡聴覚（耳）の窓口があります。
口は、顎の骨・筋と舌筋、歯の協力で咀嚼し、顎
下腺などの大唾液腺や口の粘膜と舌の中にある小
唾液腺の唾液で消化・嚥下させます。また、口は、
歯・口腔・鼻腔の協力で会話のための音をつくり
ます（構音）。通常、口は閉じていますが、呼吸
の補助としても機能します。私たちはこのような
多種多様な器官が常態を制御するために、相互の
ネットワークをどのように機能させているかを探
求しています。

沢 　禎彦 教授
北海道札幌西高等学校
昭和 57 年卒業

口腔機能解剖学

生命分子のネットワークを解明し
次世代の歯科医療に道を拓く

現代の生化学は、今や分子生物学、ゲノム学
にまで広がる広大無辺な学問です。当分野では皆
さんに生命の分子基盤とともに、歯科医療に特化
した生化学を学べる講義を提供します。また、能
動的学習プログラムである演習、先端技術である
DNA 診断、遺伝子操作が体験できる実習も用意
しています。研究面では世界有数の CCN ファミ
リー分子研究の拠点として、グローバルに共同研
究を続けています。この分子は様々な生体分子を
ネットワーク的に操り、組織再生、癌などの難病
に深く関わる重要分子で、再生医療への応用もい
ま期待されているところです。

久保田 聡 教授
ヴィアトール学園洛星
高等学校
昭和 55 年卒業

口腔生化学
口腔機能の解明から
健康長寿への道筋を開く

我々の体は様々な器官・臓器から構成され、
また各器官は様々な細胞から構成されます。生理
学では、分子、細胞、器官、個体レベルでの機能
を追求するとともに、それらを統合するシステム
も重要な研究対象です。当分野では、全身及び口
腔に関する多彩な機能とその土台となる様々な機
構を理解するための講義・実習を行っています。
研究では、口腔機能としての味覚や唾液、摂食に
関わる神経機構などを分子レベルから個体レベル
に至るまで追求し、その理解に基づいた健康増進
のための新たな方策を模索していきます。

吉田 竜介 教授
京都府立
　八幡高等学校
平成４年卒

口腔生理学

研究室
紹介

疾患を診る・病気の
原因とメカニズムの解明を目指す

人間は多種多様な病気に罹患しますが、病気
の原因（病因）、病気の成り立ちと経過（病態）
を知ることなしに治療は不可能です。病理学とは
疾患の病因と病態を探究する学問で、患者が罹患
している病気の診断（病理診断）を行う重要な役
割を担っています。講義では身体に生じる様々な
疾患について学び、実習では顕微鏡を用いて病変
部組織を観察し理解を深めます。研究では口腔腫
瘍の病態メカニズムの解明と口腔組織の再生に取
り組んでいます。組織形態学と分子生物学的手法
を元に幹細胞を用いた組織再生、腫瘍病態の研究
を進めています。

長塚 　仁 教授
開成学園高等学校
昭和 56 年卒業

口腔病理学
微生物と身体のせめぎ合いを
分子レベルから追及する

我々は数多くの微生物に囲まれて生きていま
す。有益な微生物も多いですが、一部の微生物は
病原体として我々に感染症を起こします。歯科領
域にも種々の感染症が起こり、口腔内の代表的な
感染症がう蝕や歯周病です。当分野では病原体と
なるウイルス、細菌あるいは真菌などの微生物、
病原体から体を守る免疫をはじめとした防御機
構、感染症が生じるしくみに関する講義や実習を
担当しています。そして病原体の検出法や感染症
の診断法の確立、抗微生物薬の開発、またワクチ
ンを始めとする予防法の開発を目指した幅広い研
究を行っています。

大原 直也 教授
大阪府立
　市岡高等学校
昭和 58 年卒業

口腔微生物学
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接着、審美、再生歯学を
総合した歯科治療を目指す

歯科保存修復学分野では、むし歯の治療を中
心とした歯科保存修復学の教育、臨床、研究を担
当しています。

教育は、歯学部学生に歯科保存修復学の講義
と、最新のシミュレーションシステムを使用した
実習を行い、臨床実習を担当しています。

臨床では、審美性修復材料によるう蝕治療や
知覚過敏の治療、歯内治療などを行っています。
研究としては、象牙質や歯髄を再生させる治療法
を開発するとともに、歯に接着する審美性修復材
料を用いた新しいう蝕治療法の開発を行っていま
す。さらに新しいう蝕診断法 OCT の開発も行っ
ています。

𠮷山 昌宏 教授
大阪府立
　茨木高等学校
昭和 51 年卒業

歯科保存修復学

「人材育成、社会に役立つ研究、
SoLAを目指す臨床」そんな想い
で活躍している研究室です。

口の中のバイオフィルム感染症（歯周病と歯 
内疾患）は、口腔のみならず全身の臓器に悪影響
を及ぼします。私達は、「歯の保存」から「全身
の健康」へと、歯周感染の病態や制御方法を教育・
研究します。そして、広く医・薬・工・農学領域
の研究者と連携し、多面的に口腔感染を制御しま
す。さらに、地域の病院においても医科歯科連
携医療を展開し、SoLA（Soft-Landing Aging）
を目指した臨床・研究を実践して、生涯を支える
医療人を育成しています。また、研究成果の社会
実装を目指しています。

詳細は、『岡山 歯周病態学』で検索！

髙柴 正悟 教授
広島県立
　福山誠之館高等学校　
昭和 55 年卒業

歯周病態学

「楽しくおいしく食べる」を
ストラテジーに超高齢社会を迎え撃つ

私たちの教室は、総入れ歯とか部分入れ歯といっ
た有床義歯の講義と実習を担当しています。

実際の治療は、一般的な入れ歯から、インプラ
ント、摂食嚥下障害、顎顔面補綴や顎関節の治療
といった多岐にわたる治療を行っています。そし
て、それを支える脳機能研究、口腔軟組織や骨組
織の生化学的研究とバイオエンジニアリング、摂
食嚥下障害や顎関節症の治療に関する研究を行っ
ています。また世界に先駆けて、ガンで舌を失っ
た人が会話を取り戻すための『夢の会話プロジェ
クト』を立ち上げて活動しています！

一度 HP（http://www.cc.okayama-u.
ac.jp/~2hotetsu/）をご覧下さい。

皆木 省吾 教授
岡山県立
　岡山操山高等学校
昭和 51 年卒業

咬合・有床義歯補綴学

臨床事実に基づき、
分子生物学的手法を駆使して
新しい歯科補綴学を切り開く

当分野は、インプラント義歯・クラウンブリッ
ジ補綴学の講義、実習を担当しています。補綴学
とは、歯や口の中の組織の欠損により喪失、障害
した形態と機能の回復を目的とした学問ですが、
我々は人工物で欠損回復してきた従来の手法を大
きく改革し、バイオエンジニアリングを駆使して
歯や口の中の組織再生を誘導する技術を開発すべ
く努力しています。また、顎関節症・口腔顔面痛、
睡眠時無呼吸症候群などに対する先進的な治療法
開発や、デジタル技術を統合した高度補綴治療、
高齢者の栄養障害の問題解決などにも精力的に取
り組んでいます。

窪木 拓男 教授
岡山県立
　井原高等学校
昭和 55 年卒業

インプラント再生補綴学

未来の歯科医療を見据え、
新しい材料、技術を創る

医療情報を適切・有効に利活用し、
歯科医学・医療の発展に寄与する

生体材料学分野では、歯科医療において重要
な役割を担う医用材料、医用技術の開発を行って
います。逆の観点でいうならば、新しい材料や技
術を開発することで、新しい歯科医療を創ること
ができます。近年、材料工学に機械工学、電子工学、
細胞生物学、分子生物学など様々な学問、知識を
組み合わせることが進んでいます。その結果、こ
れまでにない次世代の材料、技術の創出機運が高
まっています。一緒に新しい歯科医療を創り、世
界中の人々の幸せに貢献してみませんか？

2017 年、新規に設置された分野で、歯科医療
情報学、医療経済学、医療倫理学、そして歯科法
医学を担当しています。当分野は医療情報学と情
報工学を駆使することで、歯科医療と歯学教育・
研究における諸課題を解決し、その持続的発展に
寄与することを目標としています。医療人として
適切かつ高い倫理観を備え、さまざまな領域に応
用可能な情報活用能力を身につけた医療人を育成
します。また、近年、必要性が高まっている有事
の歯科医療体制への協力や身元確認（歯科的個人
識別）への協力を可能とすべく、人材育成と研究
を行っています。

松本 卓也 教授
高槻高等学校　
平成元年卒業

柳 　文修 教授
兵庫県立
　長田高等学校　
昭和 63 年卒業

生体材料学

応用情報歯学

癌から骨疾患まで、
新薬創出を目指す !

薬理学は、薬物が生体へ及ぼす影響や効果を
「薬の理（ことわり）」として分子レベルから個体
レベルまで総合的に明らかにし、薬物療法の科学
的な基盤を成す学問領域です。当分野では、将来、
歯科医師として活躍するために必要な薬物療法
の基礎知識だけではなく、医療現場で自ら的確に
判断し、安心・安全な薬物治療を提供できる歯
科医師の育成を重視して教育に当たっています。
また、癌や口腔領域における様々な疾患に対す
る新たな治療戦略の確立を目指した基礎医学研
究および創薬研究を進めています。

岡元 邦彰 教授
宮崎県立
　宮崎西高等学校
昭和 57 年卒業

歯科薬理学

審美、機能の両面からみた
最新の歯科矯正学を学ぼう

矯正歯科治療は歯並びを整えることによる機
能的な問題の解決のみならず、患者さんの審美的
な問題に対する要求を満たすことを治療目的とし
ています。これを成し遂げるために、当分野では
従来の矯正歯科治療法はもとより、歯科矯正用ア
ンカースクリューや歯の裏側からの装置を用いた
治療、骨延長術等を併用した最新の治療方法を用
いて患者さんの様々なニーズに応える治療を行っ
ています。また、「口唇裂・口蓋裂総合治療セン
ター」を医科・歯科連携のもと設置し、患者さん
の出生直後から成人までの長期間にわたる一貫し
た総合治療も行っています。

上岡　寛 教授
徳島県立
　城ノ内高等学校
昭和 58 年卒業

歯科矯正学
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健康人を創造し、
健康社会を実現する

困っている人を救うのは医療人の醍醐味です。
一方、「いつまでも健康でいられる人」を一人で
も多く増やすことも医療人の責務です。それが予
防歯科です。

講義を通じて、環境問題、健康格差、医療経
済などの社会的問題を一緒に考えます。臨床では、
歯科疾患の予防法を習得してもらいます。予防に
繋がる研究であれば、咬み合わせ、唾液、栄養な
ど多角的な視点から取り組んでいます。最も特徴
的なのは、学外活動でしょう。保健所、学校、職場、
地域での集団健診や保健教育、そして大規模疫学
調査を通じて、社会全体の健康を追求します。

森田 　学 教授
広島大学附属
　福山高等学校
昭和 51 年卒業

予防歯科学

子どもたちの健全な口腔内環境
作りを目指した小児歯科医療

小児歯科学分野では、成長発育に伴い変化す
る口腔内環境を健全な状態に保つための歯科疾患
の予防と治療についての知識と技術を学びます。

小児歯科におけるゴールは健全な永久歯列の
完成です。乳歯列から永久歯列へと長期間にわた
り、むし歯の治療、外傷歯への対応および歯並び
に関する咬合誘導を習得します。研究面では、む
し歯の原因菌に関する分子生物学的研究を中心に
行っています。特に口腔内バイオフィルム（デン
タルプラーク）の形成メカニズムの解明に取り組
んでいます。

仲野 道代 教授
山口県立
　宇部高等学校　
昭和 61 年卒業

小児歯科学

提供する歯科医療の質の向上を
常に目指す歯科医師の養成

当教室は、歯科医療に携わる際に必要な基本的
事項についての講義を歯学部学生に行っています｡
また病院では､ 歯科医師法で必修化された歯科医
師免許取得直後の歯科医師の臨床研修での教育を
担当し、医療人としてのプロフェッショナリズム
や基本的な診療技能、また生涯にわたって自ら学
び知識と技術を向上させていく能力が習得できる
よう指導しています。このような教育、臨床、ま
たそれらに関する研究の成果を通して、提供する
歯科医療の質の向上を常に目指す姿勢を学んでも
らい、明日を担う歯科医師を養成したいと考えて
います。

鳥井 康弘 教授
大阪府立
　高津高等学校
昭和 50 年卒業

総合歯科学

支援を必要としている人たちに
安全・安心・快適な歯科医療を

超高齢社会です。高血圧、心疾患、糖尿病な
どの病気を持った患者様が増えてきました。この
ような患者様に安全、安心、快適な歯科治療を提
供すること、さらに、医療支援を必要としている
人たちが、その地域で十分な歯科治療を受けるこ
とができるような、成熟した地域医療システムを
構築することがますます重要になってきていま
す。

当分野は、歯科治療時の「安心」・「安全」・「快
適」を科学する歯科麻酔学と「スペシャルニーズ
歯科センター」と連携した特別支援歯学を専門と
する臨床歯学研究分野です。

宮脇 卓也 教授
兵庫県立
　小野高等学校
昭和 55 年卒業

歯科麻酔・特別支援歯学

Oral Science の探求とそれに
基づいた口腔外科医療の実践

咀嚼や嚥下、呼吸などの生命を維持する上で
重要な機能を担う口腔は、歯を支える顎骨やその
周囲の筋肉、神経など様々な器官が調和して、こ
れら複雑な運動を行っています。そして、構成す
る各器官のそれぞれに多くの疾患（先天異常、発
育異常、腫瘍、炎症など）が存在します。口腔外
科学は、これら口腔に発生する様々な疾患の治療
を行う分野で、われわれ顎口腔再建外科学は、特
に、機能や形態の復元・再建に専門性を置いた臨
床分野です。こういった疾患は、すべて生命科学
を基礎とした知識をもとに診断・治療が行われま
すが、当教室ではそれら口腔に関わる科学（Oral 
Science）を探求することを目標とし、これら科
学的見識を備えて、幅広く活動できる歯科医師を
育成することに力を注いでいます。

飯田 征二 教授
奈良県立
　奈良高等学校
昭和 54 年卒業

顎口腔再建外科学

画像診断 ･ 口腔癌保存治療を
テーマに歯科放射線の分野を切り開く

当教室は､ 歯科放射線学の講義と実習を担当
しています｡ 診療にはまず診断が必要であり､ 診
断の中で画像診断は非常に大きな比重を占めま
す。医用画像機器の種頬の豊富さと質の向上は目
覚しいものがあり、これらの機器を理解し､ 活用
できるよう指導します｡ また､ 審美性と機能性の
保全のために口腔癌の小線源放射線治療も行い､
口腔癌の保存的治療を目指しています｡

研究では､ 病変内の経時的血行動態を把握で
きるダイナミック MRl によって､ 口腔病変の非
観血的な質的診断能の向上を目指しています｡ 分
子イメージングおよび個人識別に関する研究も進
めています。

浅海 淳一 教授
愛媛県立
　今治西高等学校
昭和 52 年卒業

歯科放射線学

Save your Life, Keep your  
Smile を目指した口腔外科医療

当教室は口腔外科（病態系）を担当する臨床
系分野です。口腔外科は抜歯やインプラント、顎
の骨折や変形、口腔粘膜疾患、口腔癌や顎骨腫瘍、
顎関節症など口腔顎顔面領域の病気の診断・治療
が専門です。多くの病気を扱いますが、病因の理
解なくして診断・治療はもとより新医療は生まれ
ません。臨床教育では科学的根拠に基づく診断・
治療能力の習得を重視しています。臨床実習では
外来診療のみならず医科系と同じ施設で入院患者
の病棟実習や手術見学を行っており広い知識を習
得できます。詳細は HP（http://okomfsweb.ccsv.
okayama-u.ac.jp/index.php）をご覧ください。

佐々木 朗 教授
岡山県立
　岡山大安寺高等学校
昭和 50 年卒業

口腔顎顔面外科学
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サークル
紹介

◆卓球部　◆ボウリング部
◆サッカー部　◆ D.M.C

‥‥‥‥他

鹿田美術部
鹿田美術部は、医学部、歯学部、薬
学部の学生合計16名で、春と秋の
部展に向けて日々活動しています。
デッサン、水彩、油彩，さらには切り
絵、立体作品、アニメーションに到る
まで、幅広く創作活動を行いながら、有志でワークショップを行ったり、美術館を巡ったりしています。部室には美術に関する資料や道具も豊富にあるので、これから始めたいという方も、すでに経験のある方もとても楽しく創作できます。兼部をしやすく、いつでも参加でき、自分の好きな場所でマイペースに活動できるので、興味のある方は是非いらしてください。

ILOHA
国際医療勉強会（ILOHA）
は、国際から地域まで幅広
く医療について学ぶサーク
ルです。活動は週一回、毎週
木曜日に行っています。部員
同士で学びたいテーマを決め、ディスカッションやポスターセ
ッションを通して、様々なトピックについて理解を深めていま
す。また、長期休暇を利用してフィールドワークを行い、実際の
現場を自分の目で見るという体験も行っています。勉強会と
聞くと一見堅そうですが、部員は個性豊かで面白く優しい人
たちばかりです！ 少しでも興味のある方は気軽にいらしてく
ださい！ 私たちと一緒に、楽しく医療を学んでみませんか？

OSAL
Okayama Save A Life、略

してOSALです。OSALで

は、多方面で活躍される救急

の先生方によって行われる講

義やディスカッションを通して救

急救命を深く学んだり、先輩方から指

導を受けながらCPR（心肺蘇生法）、気管挿管、そして注射

のやり方などの臨床実技を練習したりしています。また、多く

の人に緊急事態にCPRを行ってもらえるように、一般市民の

方にCPRのやり方を普及させるなどの社会奉仕活度も行っ

ています。入学してすぐ臨床実技を学びたい方、救急救命に

興味のある方、是非OSALへ！

ボート部
ボート部です！ ボートって珍
しいかもしれません。ボート
は結構奥が深いです。漕ぐの
も楽しいですよ！ 皆で夏の大会を目指して頑張っています。
ほとんど大学から始めた人なので、大学に入って何か新しい
ことがしたいなと思っている人には特におすすめです。マネー
ジャーさんも大大大歓迎です！
ボート部の練習は基本的に朝練です！ 朝が苦手だなと思っ
た人、大丈夫です、慣れます（笑）。朝で終わるので、午後の時
間を自由に使えるし、規則正しい生活を送れます！
少しでも興味がある人、試乗会をしているので、是非漕いでみ
て下さい！

バスケットボール部
私達は、毎週水・木・土曜日の19
時半～22時まで、津島キャンパ
スの清水記念体育館で活動を
しています。男子12名、女子７
名、マネージャー５名と人数は多くはないのですが、男女で共にウォーミングアップをしたり、引退された先輩やOB・OGの方々に来ていただいたりして、活気のあるものになっています。また、8月の全日本歯科学生総合体育大会（通称デンタル）に向けて、例年広島や九州への遠征や合宿等も行いながら、大会で上位成績を目指して活動に励んでいます。部員は初心者が大半を占めているので、気負いせず是非入部してください。お待ちしています。

歯学部バドミントン部
私たち歯学部バドミントン部は、毎年夏に開催されるオール

デンタルという大会に向けて日々練習に励んでいます。

全員が出場することができるので、一丸となって盛り上がりま

す！ 大学から始めた人も多く、お互い教え合いながら活動し

ています。前回の福岡デンタルではなんと、男子団体は決勝

リーグ進出、女子団体はベスト７という結

果を残しています！練習以外にも海、

スキー、そして遠足など様々なイベ

ントがあり、楽しい部活です。

バドミントンの経験の有無問わず

楽しめる部活なので、是非一度遊

びに来てみて下さい！

歯硬式庭球部
こんにちは。歯学部硬式庭球
部、通称歯硬庭です。
私たちは夏の大きな大会を目
指して、週に３回、鹿田キャンパスの近くのテニスコートで練習をしています。歯学部の部活の中では１番人数が多く、みんなで楽しく、互いに高め合いながらテニスをしています。大学から始めた先輩もたくさんいるので、初心者の学生も大歓迎！ テニス経験者で上手な先輩が一から教えてくれます。もちろん経験者も大歓迎です！歯硬庭は、海、キャンプ、そしてスノボなどのイベントも多く、先輩-後輩間もとても仲が良いです。ぜひ一度遊びに来てください！

鹿田ピアノ部
私たち鹿 田ピアノ部

（SPF）は、岡 山 大 学
唯一のピアノ部です！
学内のJホールを借りた年３回の定期演奏会の他に、毎週の
院内演奏会、幼稚園、病院、そしてショッピングセンターでの
演奏など、様々な場で活動しています。お客様のすぐ近くで
演奏できるのも一つの魅力です。鹿田ピアノ部という名前で
はありますが、100人近くの学生が在籍しており、その中に
は津島の学生も、管楽器、弦楽器、和楽器、そして声楽の学
生も多数います。音楽が好きな方であれば、誰でも大歓迎で
す！もちろん兼部もオッケー！ 皆さんと一緒に音楽を楽し
めるのを心待ちにしています。

歯学部弓道部
私達歯学部弓道部は、基

本的に医学部弓道部と共

に、鹿田弓道部として活動

をしています。普段は自主

練習が主体で、各々が自分のペースで練習をします。鹿田弓

道部に在籍する部員の殆どが大学から弓道を始めた初心者

ですが、練習を積み、経験の有無を問わず様々な試合で好成

績を残しています。

弓道の格好良さに惹かれた方、スポーツに自信は無いけれど

何か新しいことに挑戦したい方、個性あふれる弓道部で楽し

い時間を過ごしてみませんか？ 勿論、もっと弓を引きたい経

験者も大歓迎です！ 是非、弓道場に来てみてください！

鹿田空手道部
私たち鹿田空手道部は、医
学部･歯学部の計21人で、月
･水･金曜日の６時～８時に
鹿田キャンパスの武道場で
練習を行っています。部員の
ほとんどが初心者で、女子も多数在籍しています。大きな大
会は年に２回あり、夏の大会では優勝することができました。
｢空手をやっている人って怖そう…｣と思うかもしれませんが、
優しくて面白い先輩ばかりで、和気あいあいとクラブ活動をし
ています！ 他にもキャンプやスキーなど、イベントが豊富に
あります。空手が初心者の人も経験者の人も楽しめる部活な
ので、ぜひ1度武道場に来てみてください！

歯学部剣道部
私たち歯学部剣道部は、週３回鹿
田キャンパス武道場で稽古を行っ
ています。歯学部部員の人数は現
在少ない状態ですが、医学部の学生
と合わせて20名程で、学部や学年で分け
隔てなく仲が良く、活気のある雰囲気で活動しています。春・秋の関西医歯薬学生剣道大会、中四国医歯薬学生剣道大会、そして夏のオールデンタルと年間を通じて多くの大会があり、鹿田剣道部は男女とも各大会の上位を席巻しています。最近では初心者から剣道を始める部員も多く、そのような部員も大会で好成績を収めており、充実した活動を展開しています。

鹿田軽音楽部
私たち鹿田軽音楽部は、部

員同士が学科や学年の枠を

超えて様々なバンドを組み、

定期的にライブ活動を行って

います。
練習時間はバンド単位で調

整できる為、バイトや遊び、勉強などとの両立も非常にしやす

く、有意義な学生生活を送ることができます。また、組みたい

人同士でバンドを組む為、全員が年に数回以上ライブに出る

ことができ、経験者はもちろん、初心者も大活躍できます！

音楽好きな、バンドや楽器経験者の方や新しく始めてみたい

初心者の方、是非一緒に大学生活を楽しみましょう ！！！

鹿田弦楽アンサンブルanimato
私たちは鹿田唯一の弦楽サークルで、年に３回、岡山大学病院
で患者さんのためにコンサートを開催しています。Animato
とは、「明快に」とか「快活に」という意味の音楽用語です。そ
の名前の通り、音楽を通して患者さんに元気を届けることを
目標に活動しています。大学行事など
で演奏することもあります。メンバーは
歯学部・医学部の学生だけでなく、津島
キャンパスの学生なども参加していま
す。練習は、コンサートの１、２ヵ月前か
ら週に１回ほど、集中して行います。そ
のため予定が立て易く、部員のほとん
どが他のクラブと兼部をしています。

鹿田柔道部
火・木曜の週２日に２時間、練習し

ています。年３回試合があり、また

昇級昇段の試験の機会も多くあ

るので、自分の目標を決めて練習を

頑張れます。部員の多くが大学から柔

道を始めているので、柔道を全くやった事が

無くても、運動経験が乏しくても大丈夫です。基礎から丁寧

に先輩方が教えてくれます。経験者の方もその経験を生かし

て活躍したり、更に技を磨いたりする事ができます。柔道以外

には、練習後にご飯を食べに出かけたり、夏休みに夏旅行に

出かけたりという楽しみがあります。男女関わらず、どなたで

も興味がある方は是非来てください。

鹿田水泳部
鹿田水泳部は、医学科、歯学部、保健学科の合同の部活として活動しています。人数が多く明るい部活で、練習や行事などを通じて学科や学年に関係なくすごく仲良くなれます。水泳部というと初心者が少ないイメージかもしれませんが、泳力別に分かれて練習を行うので半分以上の人は大学で水泳を始めた人です！ 全く泳げないと思っている人も，先輩が優しくしっかり教えてくれるので安心してください！ マネージャーさんにはタイムを測るなどの練習の補助をしてもらっています！大学生活の青春を一緒に水泳部で過ごしませんか？ お待ちしています！

準硬式野球部
私たちの準硬式野球部は、夏に行われるオールデンタルとい

う大会で毎年好成績を残しています。

そんな野球部ですが、大学から野球を始めた部員もいます。

また、人数も少ないので効率よく練

習ができるように、工夫して協力し

合っています。このように全員が一

丸となって取り組んでいるため、部

員同士の仲が良く、部活動以外に

もイベントを行っています。

こんな野球部に興味のある方はい

つでも大歓迎なので、ぜひ遊びに来

て下さい。

鹿田茶道部
私たち鹿田茶道部には、医学
科、歯学科、保健学科の３学科
の学生が在籍しています。ほ
とんどの部員が大学から茶道を
始めた初心者ですが、みんな仲良く楽しく活動しています！
週２回の活動では、冷暖房完備の部室で、美味しいお菓子と
ともに稽古をしています。５月と11月には、お客様を招いてお
茶会を開催しています。茶道を通して礼儀作法を学ぶことは
もちろん、着物の着付けも身につけることができます。さら
に、茶道に関する道具や和菓子を作る体験など、楽しいイベン
トも沢山ありますよ！ 少しでも興味のある方は、ぜひ茶道部
へ！
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岡山エリア

県南・備前エリア倉敷エリア

2O21DENTAL SCHOOL

交通アクセス
岡山駅まで JR 利用
▶新大阪から新幹線で約47分▶神戸から新幹線で約31分
▶広島から新幹線で約34分▶高松からJRで約１時間
岡山駅から

・岡山駅東口バスターミナル「４番乗り場」から「２H」系統の岡電バス「大学病
院」行きが構内に入ります（地図内  線）　他・岡電バス

・岡山駅前（ドレミの街または高島屋入口）から循環バスで「大学病院入口」下車
・岡山駅前タクシー乗り場からタクシーで約 10 分
・岡山駅前から「清輝橋」行き路面電車で 12 分「清輝橋」下車、西へ徒歩

５〜 10 分
岡山空港から

・「岡山市内方面」行バスに乗車、「岡山駅」で下車、岡山駅からは上記交通
機関を利用
岡山まで山陽自動車道利用

・岡山 IC で降り岡山市内方面へ、または、早島 IC を降り岡山市内方面へ

岡山市は、日本三名園の一つである後楽園など豊か
な緑と文化が調和した生活しやすい都市空間が魅力で
す。市内はほぼ平地であるため、自転車での移動もラ
クラクです。また、マスカットや白桃などフルーツの産
地としても全国的に知られています。「晴れの国おかや
ま」と言われるほど晴れの日が多く、台風などの災害も
少ないとても暮らしやすい街です。

本学の学部生・大学院生は、学生証を掲示すれば、それぞれ
［大原美術館本館、分館、工芸・東洋館、児島虎次郎記念館］
［岡山後楽園、岡山県立博物館、岡山県立美術館］に、
何度でも無料で入館、入園できます。

大原美術館「学校メンバーズ制度」（平成 19 年６月加入）

岡山後楽園等「キャンパスメンバーズ制度」（平成 27 年１月加入）

白壁の町、文化の町として有名な倉敷。
美観地区の町並みは、古き情緒を今も
色濃く受け継いでいます。白壁の屋敷、
倉敷川沿いの柳並木、日本初の私立西
洋美術館「大原美術館」…、そんな倉
敷の象徴的な風景は風情があります。
また、駅と直結したアウトレットモール
など、あたらしい魅力もいっぱいです。

西の軽井沢と称される蒜山高原や、
湯原・湯郷などの温泉地など、自然
の魅力がいっぱいの県北エリア。
県北の中心都市津山市の鶴山公園
の桜や、最近では蒜山焼きそばや
津山ホルモンうどんなど全国でも人
気のＢ級グルメも有名です。

我が国最初の庶民学校で国宝指定されてい
る閑谷（しずたに）学校や、千年の歴史を
持つ備前焼で有名な備前エリア。また、日
本のエーゲ海と称される牛窓や、海水浴場
など穏やかな瀬戸内海で、ちょっとしたリゾー
ト気分も味わえます。 
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▶新たな仲間と共に充実した時間を ……歯学部１年次生（大阪府出身）M君の場合【自宅外通学】
■収入の部
奨学金 ￥0
バイト代 ￥0
仕送り ￥110,000
その他 ￥0
■支出の部
家賃 ￥54,000
光熱費 ￥10,000
食費 ￥35,000
通信費 ￥5,000
交通費 ￥0
貯蓄 ￥0
その他 ￥6,000

■収入の部
奨学金 ￥0
バイト代 ￥42,000
仕送り ￥0
その他 ￥0
■支出の部
家賃 ￥0
光熱費 ￥0
食費 ￥10,000
通信費 ￥0
交通費 ￥1500

( レンタル自転車 )
貯蓄 ￥0
その他 ￥10,000

■収入の部
奨学金 ￥0
バイト代 ￥32,000
仕送り ￥0
その他 ￥0
■支出の部
家賃 ￥60,000
光熱費 ￥10,000
食費 ￥20,000
通信費 ￥8,000
交通費 ￥0
貯蓄 ￥0
その他 ￥0

▶自由度の高い時間を有意義に …………歯学部２年次生（岡山県出身）I さんの場合【自宅通学】

▶積極的に『自分の時間作り』………歯学部３年次生（兵庫県出身）Oさんの場合【自宅外通学】
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わたしの岡大ライフ

私は鹿田キャンパスの近くで一人暮らしをしていま
す。初めての一人暮らしなのでとても不安だった
のですが、６年間お世話になる新たな仲間もでき、
新生活にもすぐに慣れると思います。また、１年
次のうちは比較的カリキュラムに余裕があり、空
いた時間でアルバイトをして後々のために貯金を
増やしたり、自動車教習所に通って免許をとったり
と、有意義な時間を過ごせます。今年は新型コロ
ナで予定が大きく変わってしまいましたが、待ちに
待った大学生活、恵まれた環境に感謝して頑張り
たいと思います。 ■通学時間／６分（自転車）

私は自宅生です。家が少し遠いので、バスとレン
タル自転車の「ももちゃり」を使って登校していま
す。歯学部は人数が少なくタテもヨコもつながり
が強いので、まずは新歓で同級生や先輩と交流を
深めるのがおススメです。今年は新歓が遅れます
が、ぜひ参加してみてください。１年生は最も自
由時間が多いので、この間に自動車免許を取った
りバイトをしたりと、今しかできないことをたくさ
んしておくべきだと思います。高校と比べてはるか
に自由度が高く時間もたくさんあるので、ぜひ有
意義な１年にしてください。
 ■通学時間／ 60 分（バス・自転車）

大学から自転車で 10 分程の所で、一人暮らしをし
ています。３年次からは、授業数が格段に増え、
なかなか自分の時間を作ることができなくなりま
す。その為、家に引き籠もりがちな休日には、約
束を作って外に出るようにしたり、時間を見つけて
好きな小説を読んだりして、２年次よりも積極的に

『自分の時間作り』に取り組んでいます。１年間
が４学期に区切られているため、試験のことばか
りを考えてしまいがちですが、こうして意識的に勉
学から離れる時間を作ることにより、将来医療人と
して働くための品格や感性が磨かれていくのだと
思います。 ■通学時間／ 10 分（自転車）

Information of Campus Life 
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■収入の部
奨学金 ￥0
バイト代 ￥40,000
仕送り ￥0
その他 ￥0
■支出の部
家賃 ￥0
光熱費 ￥0
食費 ￥15,000
通信費 ￥0
交通費 ￥0
貯蓄 ￥10,000
その他 ￥10,000

■収入の部
奨学金 ￥0
バイト代 ￥40,000
仕送り ￥100,000
その他 ￥0
■支出の部
家賃 ￥45,000
光熱費 約￥10,000
食費 約￥40,000
通信費 ￥0
交通費 ￥0
貯蓄 ￥20,000
その他 ￥25,000

■収入の部
奨学金 ￥113,000
バイト代 ￥0
仕送り ￥20,000
その他 ￥0
■支出の部
家賃 ￥80,000
光熱費 ￥16,000
食費 ￥18,500
通信費 ￥5,000
交通費 ￥3,500
貯蓄 ￥10,000
その他 ￥0

▶忙しい日々でも充実した生活を …………歯学部４年次生（岡山県出身）S�君の場合【自宅通学】

▶臨床実習開始で新たな時間転換を�…歯学部５年次生（大阪府出身）O�さんの場合【自宅外通学】

▶国家試験全員合格を目指して！……歯学部６年次生（兵庫県出身）Yさんの場合【自宅外通学】
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４年次からは、今までの基礎科目に加えて臨床的
な学問が増え、それを踏まえた実習も多くなってき
て、本格的に歯科医師としての将来の自覚が芽生
えてくる時期なのではないかと思います。私は実家
から通学しており、自転車で通っています。もちろ
ん交通費もかかりませんし、食費もそれ程高くない
です。その他、家事なども一人暮らしより負担がな
く自由時間がとりやすいため、アルバイトや自主学
習の時間に費やす事ができます。これから忙しくな
るうえで、自分の時間を大切にしながら、友人たち
と日々精進していきたいです。

■通学時間／ 30 分（自転車）

４年次までは、授業を受けた後は部活とアルバイ
ト中心の生活で、テスト期間に勉強をするという
生活を送っていました。5 年次では、7 月までは
今までと同じように授業と実習があり、7 月に CBT

（Computer-Based Testing） と OSCE（ 客 観 的 臨
床能力試験）という試験があります。それに向け
て 5 年次からは、アルバイトや自由時間を勉強の
時間に転換していこうと思います。また部活では
キャプテンもしているので、５年次からは部活と勉
強が中心になると思います。

■通学時間／ 10 分（自転車）

6 年次では、5 年次に引き続き、9 月まで臨床実
習を受けます。講義や実習で学んだ知識と技能を
元に、実際の臨床の現場に踏み込んでいく事にな
ります。新たに覚える事柄や課題も多いので慣れ
るまで大変ですが、患者さんのご理解と担当の先
生方のご指導を受けながら日々勉強させて頂いて
います。実習後には卒業試験と国家試験が控えて
いるため、実習での課題に加えて、それらの勉強
もしていく必要があります。同級生と助け合ってモ
チベーションを維持しつつ、時間を有効に使って
いきたいです。 ■通学時間／５分（自転車）



大学病院入口
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SHIKATA CAMPUS

患者様を含めて、とても多くの人が出入り
する門です。構内へのバスも通ります。

❸

❹

❼

❺

❻

❽
鹿田キャンパス

鹿田キャンパスは、歯学部、医学部および薬学部の一部からなる医療系キャンパスです。
明治 3 年 (1870) 岡山 藩医学館に始まる歴史あるキャンパスで、大正時代の赤れんがの
医学部正門など、当時を思わせる建築物も多く点在しています。
岡山 市中心部にあり、交通の便もよく周囲には大型スーパーや飲食店などもたくさん
あり、生活しやすい立地です。

鹿田キャンパスも津島
キャンパスも、キャンパ
ス敷地内は建物内外
を問わず全面禁煙です。

❽ グラウンド

❹ 医学部正門❶ 歯学部棟・外来診療棟
この建物では歯学部の授業が行われ
る他、岡山大学病院・歯科の外来診
療棟を兼ねており、１日平均 650 人
以上の患者さんが診療に訪れます。

赤煉瓦の医学部正門は、大正 11
年岡山医科大学が設立した頃の
もので、岡山藩医学館を起源と
する歴史を感じさせます。

❸ 歯学部・岡山大学病院正門

医学資料室

体育館

医学資料棟
地域医療人育成
センターおかやま
（MUSCAT�CUBE）

   大学病院・外来診療棟

校友会クラブ棟

❶

❷



大学病院入口

大学病院

岡大西門

福居入口

岡山大学筋

岡大入口

国道53号線
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TSUSHIMA CAMPUS

❻ 医歯薬融合型教育研究棟
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キャンパス紹介

津島キャンパスは、JR 岡山 駅から北に約 2.5㎞、岡山 市街地に総面積
635,308㎡の自然豊かな広大な敷地に、９学部と研究施設、附属図書館
中央館、テニスコート・野球場・陸上競技場等の体育施設、食堂・カフェ
テリア・コンビニ等の生協施設などが整備されています。
大学へのメインストリートの南北道路 ( 岡山 大学筋 ) は、附属図書館の時
計台を正面に、左右のいちょうの並木道が岡山 大学へと誘ってくれます。

津島キャンパス

❺ 医学部記念会館

中央、鹿田分館合わせて 200 万冊を
超える図書と 4 万種の雑誌、様々な
電子資料及び映像音響資料を所蔵。
情報化、国際化、生涯学習に対応し
た開かれた大学図書館としてサービ
スを提供しています。
新装後はカフェテラスも設置され、
ますます利用しやすくなりました。

記念会館には、食堂や大学生協の
コジカショップ、保健管理センター

（鹿田室）等が入っています。コジ
カショップでは、医歯学系の専門書
やパソコン用品もあります。

法医学解剖関係施設、共同実験室、医歯薬各分野の研究室・演習室やチーム医療シ
ミュレーション教育、臨床能力のスキルアップのための設備を整備した医療教育統合
開発センター等が入る医・歯・薬学の専門知識を集結した学際的研究・教育施設です。

（生体材料学分野が配置されています。）

❼ 附属図書館鹿田分館

❶ 一般教育棟

❷ 大学会館

❸ マスカットユニオン

❺ ピーチユニオン

❹ ピオーネユニオン

医学部・歯学部の学生も
教養教育科目はここで受
講することになります。
学生支援センターや国際
センターなどもこの建物
の中にあります。

交通アクセス▶

喫茶コーナーやラウンジ、
カフェの他、課外活動施
設にはホールや各種集会
所があり、サークル活動
等に活用されています。

津島地区にある福利厚
生施設で、生協のレス
トランやカフェの他、コ
ンビニやブックストア
などが入っています。

❻ 時計台

❼ Jテラス

❶❷

❸

❹❺

❻

❼
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歯科系代表副病院長
宮脇　卓也　 教授

兵庫県立小野高等学校
昭和 55 年卒業

病院紹介
高度な医療をやさしく提供し、優れた医療人を育てる

岡山大学病院（歯科）
“ 高度な医療をやさしく提供し、優れた医療人を育てる” は、岡山大学病院の理念です。

岡山の土地柄にとても合っています。
岡山大学病院は、医学部の附属病院として 140 年余にわたる歴史と伝統を有している

国内屈指の大学病院です。臓器移植などの先端的な医療で有名ですが、中国・四国地区
で唯一の臨床研究中核病院に選定されており、全国的にも有数の先進的医療の要となっ
ています。岡山大学病院の中での歯科系診療部門は、矯正歯科や予防歯科などの 12 の
専門診療科と、スペシャルニーズ歯科センターおよび医療支援歯科治療部など、歯科特有
の中央施設また医科と連携したセンターがあります。さらに、最先端の専門外来が 12 も
あり、全国でも有数の充実した診療体制を整えています。特に、病院が医科と歯科が統
合している利点を活かし、教育、研究、および診療の分野で医科との連携が非常に強く
なっており、それが岡山大学歯学部の特徴のひとつになっています。

このような充実した診療体制のある病院で、歯学部の学生の皆さんは１年次に早速、“ 早
期見学実習 ”という科目で、臨床の現場に触れながら勉強することができます。５～６年
次には、“ 診療参加型臨床実習 ”という科目で、教員の指導のもと“Student Dentist”と
して患者さんと接しながら、歯科医師になるのに必要な実践力を習得します。岡山大学
ではこの臨床教育に力を入れており、この中では “ 在宅・訪問歯科診療実習 ” もあり、社
会の高齢化の進展に対応できる臨床能力を涵養するためのカリキュラムが組まれていま
す。卒業後の卒後研修体制も岡山大学病院は大変充実しており、多くの学生がそのまま
岡山大学に残って研修をしています。

岡山大学で実践力を身に付け、高度な技術を学び、そして医科とも連携できる優れた
歯科医師となって、社会に貢献しましょう！

診療科等案内
総合歯科
むし歯科
歯周科
クラウンブリッジ補綴科
咬合・義歯補綴科
口腔外科（再建系）
口腔外科（病態系）
歯科放射線・口腔診断科
歯科麻酔科 
矯正歯科
予防歯科
小児歯科
スペシャルニーズ歯科センター
　特別支援歯科部門 
　摂食・嚥下リハビリテーション部門

卒後臨床研修センター（歯科研修部門）
医療支援歯科治療部 
　高度医療支援歯科部門  
　周術期管理歯科部門 

診療科連携部門（センター）
　頭頸部がんセンター
　小児医療センター
　小児頭蓋顔面形成センター
　成人先天性心疾患センター
　糖尿病センター

歯科総合診断室（予診室）
歯科地域医療支援室
口腔検査・診断センター
口唇裂・口蓋裂総合治療センター
侵襲性歯周炎センター
デンタルインプラントセンター
専門外来

審美歯科外来
顎関節症・口腔顔面痛み外来
顎顔面補綴外来
特殊義歯外来
口臭外来
口のかわき・味覚外来
口腔がん外来
夢の会話プロジェクト外来
歯科金属アレルギー外来
スポーツ歯科外来
母と子の歯科外来
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曽我　賢彦　医療支援歯科治療部　部長・准教授
　　　　　　　　（滋賀県立彦根東高等学校　平成 4 年卒業）

医療支援歯科治療部の紹介
歯科医師の専門性は、病院医療の意外なところで驚くほど役に立ちま

す。岡山大学病院では高度な医療が日々展開されています。その中には、
口の中の適切な管理が不可欠なものが少なくありません。臓器移植医療
に伴う免疫抑制状態や、がん治療（とりわけ白血病等の血液悪性疾患）
そして心臓血管外科の手術などでは、口の中の感染対策や経口栄養摂
取のサポートが極めて重要です。私たちは、本院で行われる高度な医療を歯科の専門性からサポー
トする医科歯科連携の拠点として、歯科系の多くの科の応援歯科医師や歯科衛生士等とともに活動
を展開しています。広い見識をもった医療人を育成するため、この医療連携の場を学生の間から積
極的に知ってもらい、若い豊かな感性に何か良い影響を与えることができればと考えています。

医療現場の一線で活躍する医師などのスタッフと歯科医師が協働する姿を目の当たりにし、歯科
医師が医療を構成する一員であることを身を持って感じることができると思います。楽しいですよ！

江草　正彦　スペシャルニーズ歯科センター　センター長・教授
　　　　　　　　（岡山県立岡山大安寺高等学校　昭和 56 年卒業）

地域の障害児者、高齢者の口腔の QOL 向上に貢献
スペシャルニーズ歯科センターは、身体的、精神的、そして心理的に種々

の障害や疾患のある歯科的に「特別に支援の必要な人」に対して、キュア・
ケア・リハビリテーションを医療・保健・福祉などの他の領域とも連携して行
っています。また、地域で生活する乳幼児から高齢者まで多くの人達に対す
るシームレスケアの実現に向けたシステム作りの第一歩として、現在「地域連
携クリニカルパス」を開発しています。このように当センターは、歯科のみな
らず医療全般の領域において、生活に密着した地域連携のフロントランナー
をめざしています。

当センターには、特別支援歯科治療部門（障害児者歯科治療）と摂食・嚥
下リハビリテーション部門があります。特別支援歯科治療部門では、歯科麻
酔科との連携によって、中四国地方では数少ない全身麻酔・静脈内鎮静法
等での障害者の歯科治療を行っています。また、自閉症関連では世界的に有
名な TEACCH プログラムよる行動療法なども実践しています。

また摂食・嚥下リハビリテーション部門では、医科からの紹介患者（乳幼児から高齢者まで）も多数で、
医科歯科連携の要の一つになっています。家庭や学校で家族や友達と一緒に食事を食べたい、自分の
口から美味しさを味わいながら食べたいと、摂食・嚥下機能に障害のある誰もが望んでいます。当部門
では、障害のある人を中心にした口腔領域の医療・保健とその家族を含めた食生活の支援も行っています。

▲摂食・嚥下リハビリテーション

▲外来での全身麻酔下歯科治療

▲ ICU での口腔ケア
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