
平成28年度　入学式
ご入学おめでとうございます！
　神奈川歯科大学並びに神奈
川歯科大学短期大学部合同
の入学式が平成 28 年４月５
日（火）に挙行され、歯学部
114 名（内編入生８名）、短
期大学部 201 名、（歯科衛生
学科 115 名、看護学科 86 名）
総勢約 315 名の新入生が大き
な期待を胸に、大学生活の第
一歩を踏み出しました。

　開式後の
歯学部学長
式辞で平田
幸 夫 学 長
は、「 皆 さ
ん、ご入学
おめでとう
ご ざ い ま
す。また、ご家族の皆様方を
はじめ、関係者の皆様方につ
きましては、ここまでの労に
対して敬意を表しますと共
に、心からお祝い申し上げま
す。さて、皆さんは『医療人
を目指す』という共通の目標
で本学に入学されたと思いま
すが、その道はとても過酷で
あり、その第一歩が今日であ
ります。３年間または６年間、
勉学に励み、最終的には国家
試験に合格できる実力を身に
付けていただきたいと思いま

す。」と激励の言葉を述べら
れました。

　続く短期
大学部学長
式辞で長谷
徹 学 長 は、

「ようこそ
短期大学部
へ。短期大
学部を代表

いたしまして、お祝いの言葉
を述べさせていただきます。
さて、皆さんは、歯科衛生士、
看護師、歯科医師を目指し、
一生の職に就く覚悟で本学に
入学されました。すなわち、
明日からの勉強内容は皆さん
の記憶に強く残さなければい
けない内容となります。記憶
力（メモリー）とは、一人で
勉強するのではなく、様々な
人と関わることで、より強固
にすることが出来ると言われ
ております。皆さんは、ご家
族、教員、先輩、後輩、同級
生、そして臨床の現場に出れ
ば患者様と関わることになり
ますので、それらの方々と関
わることで、皆さんの記憶力

（メモリー）を磨いていただ
き、素晴らしい医療人になっ
ていただきたいと思います。」
と述べられました。

　続く理事
長告辞で鹿
島勇理事長
は「 新 入
生・編入生
の 皆 さ ん、
ご入学おめ

でとうございます。また、ご
父兄並びに関係者の皆様方、
本日は誠におめでとうござい
ます。ご父兄の皆様方に対し
ましては、数ある医療系大学
の中から御子息・御息女の学
び舎として本学をご選択頂き
ました事に対し、心よりお礼
申し上げます。さて、初めに
皆さんに伝えておかなければ
いけないことがあります。そ
れは、本学は歯科衛生学、看
護学、歯科医学の教育を提供
する場でありまして、進級試
験、卒業試験、国家試験を担
保・保障するものではありま
せん。それらは、これから
の３年間あるいは６年間を通
して、身に付ける知恵と知識
をもとに、自ら皆さんが勝ち
取らなければならないもので
す。その目的を達成する為に、
私共は最大公約数で皆さんを
支援してまいります。そして、
最終的に国家資格を取得する
ことが、長きに渡って物心共
にご支援くださるご両親への
一番の恩返しであり、親孝行
であり、恩を受ける一人の人
間としての仁と義であること
を肝に銘じていただき、３年
間または６年間を待ったなし
で駆け抜けていただきたいと
思います。」と告辞を述べら
れました。
　更には、来賓
祝辞で衆議院議
員小泉進次郎先
生より「ご入学
おめでとうござ
います。様々な
技術と知識を会

得し、皆様が大きく飛躍され
ることを心から願っておりま
す。貴校のますますのご発展
とご参集の皆様のご健勝ご多
幸をお祈りいたします。」と
のメッセージも届けられ、新
入生は将来の自分の姿を描き
ながら聞き入っていました。
　新入生代表宣誓では、「入
学後は後進の模範となるよう
人格の涵養、学業の研鑽につ
とめることを誓います」との
宣誓がありました。最後に
神奈川歯科大学校歌が斉唱
され、約１時間半の式典は
無事終了しました。式典終
了後、新入生の入学を祝し、
SEVEN VOJA によるミニコ
ンサートが開催され、『The 
Real Party』『Free Yourself』

『Joyful Joyful』『Oh Happy 
Day』『Hello Hello』…etc と
いったゴスペルからポップス
まで明るくエネルギッシュに
歌っていただきました。演奏
中は来場された方々も手拍子
を合わせて一緒に音楽を楽し
んでいました。

歯学部
学長　平田幸夫

短期大学部
学長　長谷　徹

理事長　鹿島　勇 SEVEN VOJA
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平成27年度　卒業式
ご卒業おめでとうございます！
　平成 28 年３月 17 日（木）
に神奈川歯科大学歯学部並び
に神奈川歯科大学短期大学部
合同の卒業式が大講堂で挙行
されました。今年度の卒業生
は歯学部 67 名、短期大学部
168 名（歯科衛生学科 89 名、
看護学科 79 名）総勢 235 名
でした。
　卒業生の前で平田幸夫学長
は「卒業生並びにご家族・関
係者の方々、ご卒業おめでと
うございます。また、これま
で学生支援にご尽力頂いた教
職員の方々へこの場をお借り
して御礼申し上げます。本日
皆さんにお渡しした学位記は
卒業証明という意味だけでは
なく、一定の成果を上げ、身

に付いたものに対する『称号』
です。皆さんは明日以降、国
から国家試験免許を付与され
ます。付与された暁には、能
力を十分に活かし、人々の健
康維持に貢献していただきた
いと思います。」と式辞を述
べられました。
　続く鹿島勇理事長は「卒業
生の皆さん、ご卒業おめでと
うございます。また、ご家族・
関係者の方々、本日は誠にお
めでとうございます。卒業生
の皆さんは今日のよき日を迎
えるにあたり、長きに渡って
物心共にご支援下さいました
ご両親に対する感謝の気持ち
を決して忘れてはなりませ
ん。皆さんは４月から研修医
として、歯科衛生士として、

看護師として仕事に就くこと
になります。その仕事を通し
て、夢中になれることを何か
１つ見つけ出していただきた
い。夢中になることで自然と
知識が積算されていきます。
知識が蓄積されますと正しい
方法論と時間、そして、持続
的な努力を積み重ねればスキ
ルは習得することができま
す。一方、センスは自分の頭
を使い、能動的に考え行動す
る習慣を身に付けることから
始まります。何かに夢中にな
れば、その延長線上の先にあ
る違うものを求めて、創意工
夫、発想、閃き等が自然と湧
いてきます。スキルとセンス
がある程度身に付きますと、
その人に特徴が出てきます。
その特徴はやがて本物の個性
へと進化していきます。その

個性こそが、これからの時代
を勝ち抜く為の皆さんにとっ
て強力な武器となりえます。」
と告辞を述べられました。
　また、神奈川県歯科医師会
副会長土屋松美様（会長鈴木
駿介様代理）、国家公務員共
済組合連合会 横須賀共済病
院院長長堀薫様よりご祝辞を
頂きました。式終盤には昨年
より始まった卒業生からご家
族へ「感謝のことば」が伝え
られ、卒業生・保護者ともに
走馬灯のように本学での日々
が思い出され、涙する方もい
らっしゃいました。式終了後、
卒業生たちはこれからの希望
に満ちた日々へ期待を寄せた
表情で講堂を後にしました。

大学院歯学研究科入学式
　平成 28 年４月５日（火）
午後２時より、神奈川歯科大
学大学院歯学研究科の入学式
が挙行され、新入生 19 名（本
科生 13 名、社会人大学院生
６名）が新たなスタートを切

りました。入学式では平田幸
夫学長より式辞が述べられ、
槻木恵一研究科長よりご挨拶
をいただきました。新入生た
ちは期待に胸を膨らませてい
ました。

【来賓紹介】
◆社団法人横須賀市歯科医師

会　副会長　原秀一様
◆特定非営利活動法人　神奈

川県歯科衛生士会　会長
　堀正子様

◆神奈川県看護協会　横須賀
支部理事　横須賀市立うわ
まち病院　看護部長　宇治
橋俊美様

◆横須賀商工会議所　総務渉
外課長　袖山信彦様

◆総合病院　衣笠病院　副病
院長兼看護部長　秋山みつ
え様

◆横浜南共済病院　看護部長
　新妻昌代様
◆聖ヨゼフ病院　看護部長　

　山本良子様
◆神奈川歯科大学　同窓会　

会長　大舘満様
◆神奈川歯科大学短期大学部 

同窓会　会長　名取すみ子
様
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大学院学位授与式
　平成 28 年３月 17 日（木）
大学院学位授与式が挙行され
ました。今回学位を授与され
たのは、【甲種】石黒梓、石
田直子、中向井政子、岩田将、
金子悠、加藤桃子、田中優作、
松本安紀子、梅澤伸夫、前田
賢太、天川丹、一條幹史、福
山卓志、井出桃、菅谷洋子、
平嶺倫子、藤田茉衣子、栗本
勇輝、舩木誠子、有井丈朗、
上田剛史　【乙種】平井直樹、 

佐久間秀二、一瀬昭太、長澤
孝浩の 25 名です。
　学位授与式では、麻酔科学
講座松本安紀子さんと梅澤伸
夫さんは学長賞、口腔衛生学
講座の石黒梓さんと災害医療
歯科学講座法医歯科学金子悠
さんは研究科長賞をそれぞれ
授与されました。学位授与式
の後には、懇談会も行われ、
会食をしながら学位授与者と
教員が歓談されました。

～成績優秀者～
【歯学部】
相馬聡宏、武井佑里子、
奥田光

【歯科衛生学科】
鈴木聖奈、坪井美南子、
阿漕真代

【看護学科】
桑原真咲、瀬戸口綾野、
髙田綾乃

【学長賞】
今兼大樹（歯学部）　
楠本真紀（看護学科）

～企業賞受賞者～
【ストローマン・アワード】
口腔外科：金森慶亮

【デンツプライスチューデン
ト・アワード】
補綴：木内由紀子
保存：小路眞理香

【パナソニックヘルスケア・
アワード】
歯科優秀：桝田直哉

【モリタ・ハノー補綴学賞】
補綴：住吉美咲

【日本小児歯科学会学部学生
優秀賞】
小児：吉田成緒
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横浜クリニック
歯周病とナッシュの関連につ
いて記事になりました
　神奈川歯科大学附属横浜ク
リニック高度先端口腔医学講
座・鎌田要平助教と横浜市立
大学附属病院肝胆膵消化器病
学・結束貴臣医師（神奈川歯
科大学附属横浜クリニック特
任講師）の歯周病とナッシュ
に関する内容が、日経新聞と
日刊ゲンダイに掲載されまし
た。
　歯周病の害は歯だけにとど
まらず、心筋梗塞、糖尿病、
胃がん、動脈硬化、アルツハ
イマーなど全身の様々な疾患
のリスクを高めることが報告
されていますが、さらに最近
の研究で、肝疾患の一つで
あるナッシュ（Non alcoholic 

steatohepatitis; NASH）も歯
周病によって悪化することが
報告されています。ナッシュ
とは、アルコールを摂取しな
い、あるいは摂取しても適量

（日本酒換算で１合以内）な
のに脂肪肝となり、さらに肝
硬変や肝臓がんに進行する非
アルコール性脂肪肝炎のこと
を意味します。
　もともと、腸内に存在し全
身に悪影響を及ぼす細菌が、
血管を介して肝臓に至り、肝
炎を引き起こすことは知られ
ていました。ナッシュの患者
の唾液中には、歯周病菌の中
で最も悪性度の高いギンギバ
リス菌が存在することがわか
りました。鎌田助教によれば、
健常者と比べてナッシュの患

者では、感染率が約２倍高く、
腸内の細菌が肝炎を引き起こ
すのと同様に、ギンギバリス
菌などの歯周病菌が肝炎を引
き起こすと考えられました。
　「そこで、ナッシュの患者
で歯周病が未治療の 10 名を
対象に歯垢除去や歯周ポケッ
トへの抗生物質塗布など一般
的な歯周病治療をおこなった
ところ、翌月から順調に数値
の低下が見られました。」（結
束医師）
　ナッシュの薬物治療を受け
ても正常上限値より２～３倍
高い人が、歯周病治療によっ
て４カ月後には平均して約半
分まで数値が下がり、また正
常値になる人もみられまし
た。
　歯周病とナッシュを関連付
けた今回の研究は、まだ開始

したばかりですが、今後横浜
市立大学附属病院と神奈川歯
科大学において、20 歳以上
でナッシュと歯周病を患い、
食事運動療法と薬物が効かな
い 200 人を対象に臨床試験を
開始する予定です。

タイの大学生が来訪
　平成 28 年２月３日（水）
にバンコク日本人商工会議所
主催で国際交流の目的で来日
した 10 名のタイの大学生が
神奈川歯科大学を訪問しまし
た。一行は、タイ国の奨学金
により今日来日したとのこと
です。附属病院と資料館も見

学し、その後模型の歯を削る
などの体験実習を行いまし
た。学食で歯学部学生との交
流を行いながらの昼食会を
行った後、貴重な体験であっ
たと多くの学生から感謝の言
葉をいただきました。

各賞受賞
日本歯科審美学会　
平成26年度優秀奨励論文賞
　平成 27 年 11 月 22 日（日）、
う蝕制御修復学講座の飯塚純
子助教が優秀奨励論文賞を受
賞しました。（論文名：エナ
メル質表層下脱灰病巣におけ
る唾液由来有機質ラマン分析
とブリーチングによる変化－
審美的な再石灰化療法の開発
を目指して－）

横須賀市消防局長表彰を受賞
　 平 成 28 年 １ 月 10（ 日 ）、
横須賀市消防より、本法人
に「事業所の多年にわたる火
災予防に尽力をした功績」に

対して、横須賀市消防局長表
彰を受賞いたしました。当日
は、中村一義顧問（防災担当）
が大学を代表し授与されまし
た。
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新任挨拶

　平成 27 年４月１日より神
奈川歯科大学短期大学部副学
長としてその運営の一翼を担
わさせて頂いてまいりました
が、この度、学長として短大
運営全般を任されることとな
りました。ここに謹んでご挨
拶申し上げます。
　これまでの短期大学部は必
ずしも順風満帆とは言い難
く、３年制に移行した歯科衛
生学科においては入学者数
が 41 名まで低下し、当時の
理事会は定員数を 60 名へと
半減させる決定をした程でし
た。しかし、その後に就任し
た鹿島理事長の強いリーダー

シップの下、120 名定員の堅
持と入学者確保の大号令が発
せられ、教員一丸となった取
り組みが始動いたしました。
その結果、入学者数は増加に
転じ、28 年度の１年生は 119
名まで回復いたしました。日
本短期大学協会によれば、定
員を大きく下回った短期大学
が再び元の定員確保に至った
例は皆無に近いとの事です。
　一方、平田前学長のガバナ
ンスの下、教員自身の意識改
革から始まった教育改革は着
実に歩みを続け、本年度、い
よいよ４学期制導入を見越し
たカリキュラム改編の緒につ
きます。これらの改革が実を
結ぶことによって本短期大学
部の運営は磐石となり、神奈
川歯科大学の一員としての存
在意義は確固たるものになる
と確信しております。
　今後とも、教育レベルの向
上に努めていく所存でござい
ますので、皆様の御支援、御
協力の程、よろしくお願いい
たします。

新病院建設地鎮祭
　新病院建設に伴い、平成
28 年２月 12 日（金）に地鎮
祭を執り行いました。
　本学鹿島勇理事長を始め法
人関係者・本学関係者及び工
事関係者らが出席し、工事の

無事を祈りました。
　新病院は、地上 12 階・延
床面積約 15,700㎡の予定で、
平成 29 年秋に開院をめざし
ております。

　平成 27 年４月から、神奈
川歯科大学大学院全身管理医
歯学講座全身管理高齢者歯科
学分野にお世話になっており
ます森本佳成と申します。私
は、1986 年に福岡県立九州
歯科大学を卒業後、奈良県立
医科大学口腔外科学講座へ入
局しました。その後、島根医
科大学（現島根大学医学部）
麻酔科、大阪大学歯学部歯科
麻酔科、国立循環器病研究セ
ンター歯科、九州大学病院特
殊歯科総合治療部全身管理歯
科をへて、神奈川歯科大学へ
赴任しております。

　私の 30 年にわたる臨床は、
歯科麻酔学および口腔外科学
を中心に、全身の疾患や状態
から歯科学をとらえる目線で
行ってきました。歯科医師の
責務は、「歯科診療を通して
口腔および生体の健康を維
持・増進すること」です。一
方、麻酔学の神髄は、医療の
質と安全性をいかに確保する
かであり、この考えに基づい
て「重篤な全身疾患をどのよ
うに管理すれば、歯科医学的
に理想に近い歯科診療ができ
るか」という発想で、患者さ
んの診療に携わっています。
　この考え方は、超高齢社会
を迎えた我が国における要介
護者などの、厳重な全身管理
が必要な患者さんの歯科医療
に大いに貢献するものと考え
ております。今後、この領域
の新しい地域連携モデルを構
築することを希望しておりま
すので、皆様のご指導のほど
よろしくお願い申し上げま
す。

　平成 27 年 10 月に大学院口
腔科学講座社会歯科学分野の
教授を拝命いたしました。私
は、岡山大学歯学部卒業、大
学院歯学研究科修了の後、歯
学部予防歯科学講座の助手、
講師を務めました。そしてご
縁があって、平成 21 年から
本学に赴任させていただき、
社会歯科学講座歯科医療社会
学分野の講師、准教授を経て、
このたび教授に就任させてい
ただきました。
　本分野は平成 16 年設置の
社会歯科学講座歯科医療社会

学分野（初代教授：平田幸夫
現学長）を前身としていま
す。設置の背景として、保健
医療を取り巻く社会環境の重
要性が挙げられます。特に最
近では人口構造や疾病構造の
急速な変化に対して、医療機
関完結型から地域完結型の地
域包括ケアシステムの構築が
求められています。歯科医療
においてもかかりつけ歯科医
機能、在宅歯科医療や周術期
口腔機能管理の推進への期待
が高くなっています。
　こうした時代の要請に応え
られる歯科専門職を輩出でき
るよう、学部・大学院教育に
力を注いでまいります。研究
では「一生自分の歯で食べら
れる社会の実現」を目指し、
政策に寄与する成果を発信し
ていきます。今後ともご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。

神奈川歯科大学短期大学部学長

長谷　徹

神奈川歯科大学大学院
全身管理医歯学講座　教授

森本佳成

神奈川歯科大学大学院
口腔科学講座　教授

山本龍生

大学側
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ヤンゴン歯科大学を訪問して
　平成 28 年３月４日（金）
に、ミャンマーの旧首都であ
るヤンゴンにあるヤンゴン歯
科大学を訪問しました。ミャ
ンマーには２つの国立の歯学
部があり、年間に 300 名程度
の歯科医師を輩出していま
す。ミャンマーの人口が概ね
5,000 万人であり、日本と比
べれば十分な歯科医師の需給
がなされているとは言い難い
状況で、今回同行した KDC-
SAS によれば、ボランティ
ア活動の一環で行っている歯
科診療でも、抜歯が中心に
なっているということでし
た。今回はヤンゴン歯科大学
の招待により、日本における

歯学教育、特に本学の取り組
んできた教育改革を中心に講
演を行ってきました。ミャン
マーは軍事政権から脱却し、
現在多くの民間企業が進出し
てきており、まさにこれから
の成長が期待される国とされ
ています。市街地に入りまず
驚くことは、多くの日本車

（全体の、６－７割と思われ
る）が走行していることで、
多くは中古車を安価で輸入し
ているということでした。ま
た歯学部で使用されている診
療用のユニットに関しても、
日本で使用されていたものを
援助基金の一環として輸入し
たものだそうで、実際の診療

に活用されていました。ミャ
ンマーの国民の多くは親日的
であり、今後は国家レベルで
の関係の向上も期待できると
感じました。今回の訪問は、
本学 KDC-SAS の医療ボラン
ティアの方々と同行させてい
ただき、短時間でしたが、ミャ
ンマーの歯科事情を中心に
様々な様子を知ることができ

た貴重な体験になりました。
今後は本学とヤンゴン歯科大
学との学術、教育における交
流や、KDC-SAS による歯科
医療での貢献を通じ、両校、
両国の関係が発展していくこ
とが期待されます。
 （副学長　菅谷　彰）

KDC株式会社　平成27年度事業報告
　 平 成 27 年 度（ 平 成 26 年
10 月～ 27 年９月末）の決算
内容は以下の通りです。
１．平成 27 年度（平成 26 年
10 月～ 27 年９月）営業実績
　売上高　
 224,014,897 円
 （前年比 1.37）
　売上総利益
 174,327,452 円
 （前年比 1.50）

　販売費及び一般管理費
 177,940,489 円
 （前年比 1.70）
　経常利益
 － 3,613,037 円
 （前年比）
　当期純利益
 － 3,558,451 円
 （前年比）
　上記の如く本年度は増収・
減益で、現執行部になって５

年目にして初の赤字決算にな
りました。
２．この結果当社の純資産額
は 31,489,941 円（前年比 0.90、
対資本金比 3.50）となりまし
た。
３．各事業別の成績は下の表
に示した通りです。すなわち
病院売店事業、学生寮管理事
業および資料館管理事業を除
いていずれの事業も前年比減

収でしたが、特に食堂管理事
業およびアナトミアート・ラ
イセンス化事業、ジャカラン
ダ祭りへの寄付等の支出が大
きく、結果として事業収益は
前年比 33.66% に留まりまし
た。

平成27年度事業別収支
収　入 支　出 収　益 前年度比（%）

１ 病院売店事業 21,842,824 13,589,687 8,253,137 134.15%

２ 自販機設置事業 8,642,729 0 8,642,729 96.98%

３ 施設管理事業 110,004,478 110,804,009 － 799,531 －　

４ 教科書販売事業 38,698,465 37,349,039 1,349,426 0.49%

５ 学生寮管理事業 29,254,892 19,275,475 9,979,417 149.60%

６ 生涯研修事業 1,261,558 1,030,949 230,609 30.53%

７ 食堂管理事業 413,448 6,837,828 － 6,424,380 －　

８ 資料館管理事業 4,720,000 3,412,277 1,307,723 112.54%

９ アナトミアート
ライセンス事業 0 8,616,218 － 8,616,218 －　

10 寄付（ジャカランダ祭） 0 3,029,659 － 3,029,659 －　

総　計 214,838,394 203,945,141 10,893,254 33.66%
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教学部だより

歯学部

男子バスケットボール部・ゴ
ルフ部へ記念品贈呈
　第 47 回全日本歯科学生総
合体育大会が行われ、本学で
は男子バスケット
ボール部・女子ゴ
ルフ部団体が優勝
しました。この栄
光を記念し、学長
賞としてバスケッ
トボール部へロン

グＴシャツ、ゴルフ部へス
ポーツタイツが平田学長より
贈呈されました。これからも
チームワークを大切にし、来
年の大会でも素晴らしい成績
を残してくれることを期待し
ています。

第一回海外入学試験説明会
　平成 28 年２月６日（土）
韓国ソウルのプラザホテル、
３月 20 日（日）台湾の台北
喜来登大飯店にて平成 29 年
度外国人留学生特別入学試験
の入学説明会が開催されまし
た。菅谷副学長より大学紹介
や教育システムについて説
明がありました。そ
の後、質疑応答や個別
相談ブースを設け、多
くの方々が本学に興味
を持ってくださいまし
た。 韓 国 で は 19 組、
台湾では 50 組の方に

ご参加いただきました。
　次回は６月 25 日（土）韓
国プサン、６月 26 日（日）
韓国ソウル、７月 16 日（土）
に台湾高雄、７月 17 日（日）
台湾台北にて入学説明会が行
われます。また 8 月 6 日（土）
にはソウルと台北にて入学試
験が行われる予定です。

短期大学部

「第25回研修」
神奈川歯科大学短期大学部　
海外事情１欧米
　毎年 12 月下旬に行われて
いる神奈川歯科大学短期大学
部　海外事情１ヨーロッパ研
修は、パリ同時多発テロ事件
によりパリでの実施は中止に
なりました。しかし、ヨーロッ
パ文化に接し見聞を広める
ことは教育上好ましいこと、
ヨーロッパ文化に触れるのは
国内でもある程度は可能であ
ること、希望者が半数以上い
たことなどを考慮し三日間、
国内で実施しました。対象と
した施設は、倉敷市の大原
美術館、京都市美術館、US J
です。

　初日の大原美術館は古い町
並みが残る美観地区の中にあ
り、絵画はモネの睡蓮など西
洋・日本美術、主に 1900 年
前後の作品や陶芸、工芸など
を見学しました。
　二日目は US Jに移動。園
内は、ハリーポッター、ジュ
ラッシックパーク、アメリカ
の古い町並みなどのテーマエ
リアに分れ、観客動員が多い
映画が大項目として多数存在
するので変化に富んでいま
す。TDL は大項目がディズ
ニーで、各キャラクターごと
のアトラクションが小項目と
いう構成で対照的です。 動
く観る聞くというハード的に
は同じでもソフト的な構成で
全く違う効果が出ることを自
然に体得できるので研修とし
て US Jを選択した意義があ

りました。
　最終日は京都市美術館で

「フェルメールとレンブラン
ト：17 世紀オランダ黄金時
代の巨匠たち－世界劇場の女
性－」を見学し、大原美術

館が 1900 年前後の作品が多
かったのに比較し趣の違いが
はっきり見て取れました。そ
の後清水寺にまわり清水の舞
台と言われる本堂も見学し終
了しました。

大学院ニュース
　学生の専門医志向の高まり
や研修医制度の導入等によ
り、大学院へ進学が減少して
います。一方、歯科医療の多
様化は、高度な専門性を必要

とされる能力の養成、高い研
究マインドを備えた指導的臨
床医の育成、グローバル化に
対応した柔軟性の醸成などが
求められています。このよ

うな背景を踏まえ
本学では、大学院
の高度化に向けた
改革を行ってきま
した。特に「研究
能力を備えた高度
な臨床歯科医養成」
を念頭に置いて教
育 改 革 し て お り、
その一環として内
外に向けた大学院
教育を考えるシン
ポジウムを開催し
ます。ご興味のあ
る方はぜひ参加を
お願いいたします。京都市美術館大原美術館
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教員紹介

歯学部

大学院

短期大学部

研究科長

槻木恵一
神奈川歯科大学のブラン
ドを示す臨床研究の充実
に取り組みます。

教学部教務担当部長

藤野富久江
溌剌とした学生生活を
送っていただけるよう教
育環境を整えます。

歯科衛生学科長

鈴木幸江
より豊かで充実した学生
生活環境を築いていきた
いと思います。

教学部学生担当部長

林田丞太
安心して学修し、充実し
た学園生活を送れるよう
全力で支援致します。

看護学科長

前山直美
社会人基礎力と強靭な
チーム力の育成を教員一
丸となり支援します。

2016 年度オープンキャンパス日程
歯学部

日　程 内　容

7 月  9 日（土） 歯科医師体験実習

7 月 24 日（日） 歯科医師体験実習

8 月  4 日（木） 歯科医師体験実習

8 月 28 日（日） 歯科医師体験実習

9 月 25 日（日） 歯科医師体験実習

11 月 27 日（日） 模擬講義【入試対策講座】

短期大学部

日　程 内　容

6 月 26 日（日） 体験授業、学科・入試説明、学内見学、個別相談、先輩と話そう
入試対策講座＆保護者説明会

7 月 17 日（日） 体験授業、学科・入試説明、学内見学、個別相談、先輩と話そう

8 月  7 日（日） 体験授業、学科・入試説明、学内見学、個別相談、先輩と話そう

8 月 28 日（日） 体験授業、学科・入試説明、学内見学、個別相談、先輩と話そう

9 月 11 日（日） 体験授業、学科・入試説明、学内見学、個別相談、先輩と話そう

2017年3月19日（日） 体験授業、学科・入試説明、学内見学、個別相談、先輩と話そう

ミニオープンキャンパス
日　程

11 月 20 日（日） 12 月 18 日（日）

 ※詳細は HP にてご確認ください。 
 URL  http://www.kdu.ac.jp  　　

教学部学生担当部長

菅谷　彰
本学の更なる教育の充実
を目指し、日々継続した
努力を続けます。

教学部教務担当部長

櫻井　孝
新学期が開始しました。共
通の目標を目指し、学生・
教職員が一丸となり邁進
すべく尽力いたします。

各学年の主任
1 年生：　川上正人
2 年生：　浜田信城
3 年生：　荒川浩久

4 年生：　山田良広
5 年生：　山本信治
6 年生：　河田　亮

ジャカランダフェスティバル　～市民感謝デー～
☆2016・６・19（sun）　☆雨天決行

集大成の 3 年目！　魅力的なイベント満載で開催致します！

　今年は、日本を代表する世界的
ジャズトランペッター 日野皓正率
いる最強実力派ジャズグループ初
登場！
　そのハイクオリティな演奏と華
やかで熱いステージを是非お楽し
みください。

この度の熊本地震による震災に対し、
心からお見舞い申し上げます。

皆様の一日も早いご復興をお祈りいたします。
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