
平成31年度　入学式
ご入学おめでとうございます！
　神奈川歯科大学の入学式が
平成 31 年 4 月 3 日（水）に
挙行され、歯学部 118 名、短
期大学部 141 名、（歯科衛生
学科 77 名、看護学科 64 名）
総勢約 259 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 櫻
井 孝 学 長
は「新入生
の皆さんは
本日から将
来医療人と

して進むべき道を歩み始めま
す。その道は決して安易なも
のでもまた平坦なものでもあ
りません。本学ではその日の
授業が十分理解できなかった
学生、病気等で欠席した学生
のために全ての授業はビデオ
で録画し、いつでも自由に視
聴できるシステムを整えてい
ます。また各学年では最低５
人の教員を配置し、いつでも

皆さんの相談に乗れる体制を
整えています。学生そして教
職員が一丸となって皆さんの
将来を築いていきましょう。」
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

「物事の本
質をしっか
り 見 極 め、
なぜ今これ

が必要なのか、なぜこれを覚
えなければいけないのかを理
解した上で、前へ進んで行か
なければいけません。決して
楽な道ではありません。３年
後、６年後に立派に成長した
医療人となって卒業する皆さ
んを見られることを楽しみに
しております。」と激励の言
葉を述べられました。
　続く理事長告辞で鹿島勇理
事長は「ご父兄の皆様方には
数ある医療系の大学の中から
本学をご子息・ご息女の学び

舎として選
択いただき
ましたこと
に対し、心
より厚くお
礼申し上げ
ます。本学

は歯科医学、歯科衛生学、そ
して看護学の教育の場を提供
するものであって決して進級
試験・卒業試験・国家試験を
保障・担保するものではあり
ません。３年間あるいは６年
間を通して身につけた知識と
技術で自らが勝ち取っていか
なければなりません。その目
的達成のために私たちは最大
公約数で皆さんを支援いたし
ます。進級試験・卒業試験そ
して国家試験と一気に本学を
駆け抜けて行くことを願って
おります。」と述べられまし
た。

　更に、来賓祝辞として横須
賀市長代理副市長永妻和子様
より「皆様はこれから歯科医
療・口腔衛生・看護分野と専
門性は異なれど、学びを積み
重ねていくことでしょう。将
来市民一人一人の健康と暮ら
しを支え地域医療に貢献され
る専門職となられることを期
待しております。」　とお祝い
の言葉をいただきました。
　新入生代表宣誓では、「学
則を守り、大学の名誉を毀損
せず、後進の模範となるよう
自覚を持ち、学業に専念す
る」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。その
後、石田泰尚さんによるヴァ
イオリンと津田裕也さんによ
るピアノで祝賀コンサートが
開催されました。

大学院歯学研究科入学式
　 平 成 31 年 4 月 3 日（ 水 ）
午後 2 時より、神奈川歯科
大学大学院歯学研究科の入
学式が挙行されました。新入
生 19 名（本科生 12 名、社会
人大学院生 7 名）が新たなス
タートを切りました。入学式

では櫻井孝学長より式辞が述
べられ、槻木恵一研究科長よ
り挨拶を青木一孝教授より祝
辞をいただきました。新入生
たちは期待に胸をふくらませ
ていました。

歯学部
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平成30年度　卒業式
ご卒業おめでとうございます。
　神奈川歯科大学大学院学位
授与式および神奈川歯科大学
歯学部と短期大学部合同の卒
業 式 が 平 成 31 年 3 月 15 日

（金）に大講堂で挙行されま
した。今年度の修了生・卒業
生は大学院 14 名、歯学部 57
名、短期大学部 150 名（歯科
衛生学科 88 名、看護学科 62
名）の総勢 221 名でした。
　鹿島勇理事長より「卒業生
の皆さんは今日の良き日を迎
えるにあたり、長き期間に
亘って物心ともにご支援くだ
さいました、ご家族の方への
感謝の気持ちを決して忘れて
はなりません。イノベーショ

ンという言葉は、分野を問わ
ず普遍的なものですが、個人
に対しても、自己変革という
言葉で、これからの時代に対
応する上で大変重要なキー
ワードとなっています。これ
から皆さんを待ち受けている
超スマート社会の中で、医療
人、社会人、家庭人として生
きていく時、決断を迫られる
多種多様な状況が幾度もやっ
てきます。その時に正しい判
断ができるように、常に自分
をイノベートしていってくだ
さい。」と告示を述べられま
した。
　歯学部 櫻井孝学長は「大
学院修了式を迎えた皆さん、

博士を取得する過
程 で 身 に 付 け た
能力を充分に発揮
し、 研 究、 教 育、
社会貢献と様々な
場面において、ご
活躍いただきたい
と思います。歯学
部、短期大学部を
卒業される皆さん
は、これから様々
な医療の現場に歯

科医師、歯科衛生士、あるい
は看護師として立つことにな
ります。皆さんには様々な個
性を持ち、それぞれ悩みを抱
えた患者様一人一人に寄り添
える、愛の精神の実践が出来
る医療人として成長していた
だきたいと思います。」と激
励の言葉を述べられました。
　続いて短期大学部 長谷徹
学長は「大学生活を振り返れ
ば大変だったことも、皆さん
の大切な思い出になっている
と思います。それはここまで
やり遂げた皆さんだからこ
そ、辛い経験や努力も自分
の成長のために必要だったと
肯定的に考えることができる
からです。卒業して社会に旅
立つ皆さんにとって明日から
楽しい事ばかりではありませ
ん。そんな時こそ卒業という
大きなゴールをきった自分の
姿を想像してください。これ
まで得た知識と経験を忘れず

に自信を持って社会の海に帆
を進めていってください。」
と式辞を述べられました。
　また、横須賀市長 上地克
明様、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
病院長 長堀薫様よりご祝辞
をいただきました。
　式終盤には卒業生からご家
族、学友へ「感謝のことば」
が伝えられ、卒業生、保護者
ともに本学での日々が走馬灯
のように思いだされ、涙する
場面も見受けられました。式
終了後、卒業生たちは希望に
満ちた表情で講堂を後にしま
した。

～成績優秀者～
【大学院】
学　長　賞
　甘　博文　　持田悠貴　　川西範繁
【歯学部】
成績優秀賞
　糸永和広　　中島知佳子　　曾　國彦

【短期大学部】
学　長　賞
　田中里実
成績優秀賞
（衛生学科）
　赤木奈々　　露木良子　　瀬川ひかる
（看護学科）
　小原友華　　山脇由梨香　　山添麻衣子

～企業受賞者～

企　業　賞
【ストローマン・アワード】
口腔外科：謝　耀慶
【デンツプライスチューデント・アワード】
補綴：陳　怡臻
保存：上田晴香
【モリタ補綴学賞】
補綴：堀　啓介
【日本小児歯科学会学部学生優秀賞】
鎌田　麗

大学院

歯学部

短期大学部
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東京歯科衛生専門学校　紹介

　今年度より神奈川歯科大学
の系列校として新たなスター
トを切ることになりました東
京歯科衛生専門学校（TDH）
を代表しましてご挨拶を申し
上げます。
　TDH は、東京都北区にあり

ます歯科衛生士の養成校です。
　本校の魅力はなんと言って
も、歴史を感じさせる和風の
門 ･ 白塀、四季を感じさせる
庭園と調和を図って建てられ
た格調高い校舎で学べること
です。このことは、学生はも
とより教職員にとっても癒し
の空間で過ごすことができる
という大きなメリットとなっ
ています。また、今日まで
36 年間、歯科衛生士教育ひ
とすじに築き上げてきた伝統
を継承し、判断力・創造力 ･
行動力を育み、人々の心を癒

すことのできる歯科衛生士を
輩出してきました。
　このような環境と伝統に裏
打ちされた教育の 2 本柱に、
さらに神奈川歯科大学系列に
加えさせていただくという 3
本目の柱が備わったことは、

「心強い」の一言に尽きます。
これまでの教育にプラスして
歯科大学目線でのアドバイス
を取り入れられること、同じ
歯科衛生士を養成する短期大
学との連携により様々な相乗
効果が期待できること、大学
講師陣による専門教育への
フォロー体制の充実により国
家試験全員合格を目指せるこ

と等多くのメリットが期待で
きます。
　鹿島理事長の提唱される

「新たなる価値の創造」に向
けた東京の核として、先端口
腔医療のサテライトクリニッ
クでの実習、専門性の高い歯
科衛生士の育成等、TDH に
とって大きな夢の実現に向
かって第一歩を踏み出す所存
です。
　今後期待される歯科衛生士
人材の育成拠点として神奈川
歯科大学と共に歩み、更なる
社会貢献に尽力していきたい
と考えております。今後とも
よろしくお願いいたします。

東京歯科衛生専門学校事業継承式典
　本法人は平成 31 年 4 月 1
日から学校法人桜丘が設置す
る東京歯科衛生専門学校の事
業を継承することとなり、4
月 8 日（月）事業継承式典を
執り行いました。

　学校法人桜丘高橋理事から
本学鹿島勇理事長へ校旗の継
承がなされ、学校法人神奈川
歯科大学東京歯科衛生専門学
校（以降 TDH）として、新
たな歴史を築いていきます。

―　新たなるシンボルとなる

校旗を披露　―

　新しいロゴはデザイナー小
林奈生氏によりデザインされ
ました。TDH は日本庭園を
持つ由緒ある佇まいで、構内
にある庭園の藤棚をテーマと
し、家紋のようにデザインさ
れています。ＴＤＨのカラー
は、青味がかった紫色を表す

「モーヴ」カラーです。　午後からは、学校法人神奈
川歯科大学東京歯科衛生専門
学校として、第 1 回の入学式

が挙行され、新入生 80 名は新
たなる一歩を踏み出しました。

東京歯科衛生専門学校　学校長

佐々木　ひろみ
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講座紹介
全身管理医歯学講座
� 講座長　教授　森本　佳成
　全身管理医歯学講座は、医
学と密接に関連した歯科医学
を中心とした診療、研究、教
育を行う講座で、歯科医師お
よび医師が所属しています。
診療では、附属病院の全身管
理高齢者歯科、障害者歯科、
内科（総合内科、糖尿病・内

分泌、消化器）、麻酔科を担当
しています。教育では、歯科
医師国家試験において出題割
合が増加している高齢者歯科
学、障害者歯科学、内科学、
麻酔科学を担当しています。
　研究では、摂食嚥下障害、
認知症高齢者の口腔機能の維
持および抗酸化に関する研究、
生活習慣病およびフレイル予

防に関する研究等が行われて
います。また、医科と歯科の
関連を踏まえ、炎症性サイト
カインと全身疾患の関連、肝
糖代謝の基礎および臨床研究、
口腔悪性腫瘍と消化管悪性腫
瘍の関連、脂肪肝と歯科疾患
の関連についても研究が予定
されています。これらの研究
は、本学大学院歯学専攻研究
マスタープランで本講座の取
り組むべき課題、すなわち

「超高齢社会における全身疾患
との関連を重視した高度な歯
科医療の充実」と密接に関連
しています。今後ますます高
齢化が進むことから、本講座
ではそれらに対応するための
さまざまな方策に関し、歯科
からの情報発信に努めていき
ます。

新任教授紹介
　本学大学院口腔統合医療学
講座の教授を拝命しました山
口徹太郎です。1995 年に昭
和大学歯学部を卒業、2000
年に昭和大学大学院歯学研
究科を修了、その後、昭和
大学歯学部歯科矯正学講座に
長らく在籍してきました。諸

先生方と連携診療を積極的に
進めながら良質かつ先進的な
矯正歯科診療を提供してゆき
たいと思っております。教育
では貴学の教育方針を念頭に
置いて、積極的に実践してゆ
きたいと思っております。毎
日の診療を、より良い研究を
実践するための基礎とし、そ
こから見出される臨床上の問

題点、あるいは重要な課題の
解決を目標として、研究を進
めてゆきたいと考えておりま
す。いずれにつきましても、
皆様のお力添えなくしては達
成できません。本学の発展の
ために、専心努力する所存で
す。ご指導、ご支援の程、何
とぞよろしくお願い申し上げ
ます。

１号館（実習棟）空調設備完成
　平成 30 年 1 月 12 日（金）
より実施してきた 1 号館（実
習棟）の空調工事について
は、横須賀市との一部調整事
項を残してほぼ完成に至りま
した。
　本工事は再生エネルギーの
１つである地中熱を活用した
ヒートポンプを設置して空調
に利用することにより、電力
消費量・CO2 排出量の大幅な
削減を目指していくもので

す。
　本工事は、環境省の「平成
29 年度再生可能エネルギー
電気・熱自立的普及促進事
業」への補助金申請を行い、
平成 29 年度と平成 30 年度
の 2 か年における事業として
採択をされました。確定し
た補助金は、平成 29 年度は
45,253,000 円、 平 成 30 年 度
は 58,953,000 円となります。
　本補助金事業については、

「神奈川県地球温暖化対策計
画」の目標である 2030 年度
までに県内の温室効果ガス
の総排出量を 2013 年度比で
27% 削減することを目指し
ており、その削減対策とし
ての重要施策の１つとして掲
げられている再生可能エネル
ギー等の導入加速化の施策に
合致するものです。地中熱を
利用した再生可能エネルギー
についてはデータ情報や認知
度不足が指摘されており、国
の補助金制度を利用した再生

可能エネルギー導入事例とし
て今後周知していくことが求
められます。

口腔統合医療学講座　教授

山口　徹太郎

平成30年度公的研究費コンプライア
ンス研修・研究倫理教育研修　開催

　平成 31 年１月 18 日（金）
に公的研究費執行に関わる
研究者・事務職員を対象とし
て、昨年度に続き、三宮紀
彦 公認会計士を迎えて、「公
的研究費コンプライアンス研

修・研究倫理教育研修」を開
催しました。本研修は２号館
11 番教室にて実施し、横浜
クリニックの教職員はビデオ
会議システムを用いて同時通
信により受講しました。

　第１部のコンプライアンス
研修では、不正防止の取り組
みについて、本学の管理・運
営体制、群馬大学機動調査概
要、群馬大学の調査結果から
見えてくるものをテーマに講
演がありました。
　第２部の研究倫理教育研修
では、臨床研究法の施行につ

いて、特定不正行為事例につ
いてご説明いただき、参加者
は熱心に耳を傾けていまし
た。
　研修内容の理解度を確認す
るため「理解度テスト」が実
施され、また欠席者には後日
ビデオ学習のフォローが行わ
れました。
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横浜クリニックだより
人間ドックの新規コースにつ
いて
　昨年度、横浜市職員共済組
合のがん検診の実施機関にな
り、２月末で約 100 名の検診
を行いました。
　がん検診実施状況は、耳
鼻咽喉科の口腔、咽頭、喉
頭のがん検診が全体の 78％、

耳鼻咽喉科のみの検診者が
17％となりました。口腔内で
は、視診を中心に行い、必要
に応じて触診し、咽頭喉頭は
ファイバースコープを用いて
咽頭喉頭がんの検診を行って
おります。
　４月からは新規コースと
して耳鼻いんこう科がん検

診を追加いたしました。こ
れ に 加 え、 フ ァ イ バ ー ス
コ ー プ NBI（Narrow Band 
Imaging：狭帯域光法）シス
テムの導入を予定しておりま
す。
＊ NBI システム ：
血液中のヘモグロビンに吸収
されやすい狭帯域化された 2
つの波長の光で粘膜の表面を
照らして観察します。がんは

成長すると毛細血管が増え粘
膜表面が込み入った模様に変
るため、NBI システムがそ
の変化を判りやすく捉え、が
んの早期発見の手助けになる
と考えられております。

　飲酒、喫煙歴のある方へお
勧めのコースになります。

図書紹介
　2018 年に出版され、図書
館で受入した図書の中から、
著者表示に本学教員の名前が
あったものをピックアップし
てご紹介いたします。
　医科歯科連携のための指南
書、基礎・臨床系の歯科学
書、歯科医師国家試験対策
書、本邦初の災害歯科医学の
教科書など、内容も多彩で興
味深い図書ばかりですので、
学修・研究の一助としてぜひ
ご利用ください。
・ 歯科医院が知っておきたい

かしこい問診の仕方 , 紹介
状の書き方・読み方 : 医科
と上手にやりとりする重

要ポイント / 栗橋健夫著．
医歯薬出版，2018. 

・ オーラルバイオロジー : 
病態から学ぶ歯科基礎医
学 / edited by Stephen 
Creanor ; 片倉朗，里村一
人，木本茂成監訳．南江
堂，2018．

・ 歯科国試パーフェクトマス
ター病理学・口腔病理学 / 
槻木恵一，清水智子著．医
歯薬出版，2018．

・ 災害歯科医学 / 槻木恵一，
中久木康一編．医歯薬出
版，2018．

・ エンドドンティクス / 興
地隆史，石井信之，小木曽

文内編集主幹 ; 阿南壽 ［ほ
か］ 編集委員．第 5 版． 
永末書店，2018．

・ 歯科国試パーフェクトマス
タークラウンブリッジ補綴
学 / 木本克彦，星憲幸著．
医歯薬出版，2018.

・ 口腔衛生学 : 口腔保健統
計を含む / 荒川浩久，尾
崎哲則，三宅達郎編．第 4
版．学建書院，2018. （歯科
衛生士テキスト）．

＜お詫びと訂正＞
　 第 33 号 で ご 案 内 し た
Nature, Nature Genetics, 
Nature Medicine の 3 誌の電
子閲覧可能年は 2015 年から
となります。お詫びして訂正
いたします。

診療科紹介
　2019 年 4 月より、横浜ク
リニック耳鼻咽喉科長として
赴任致しました。1986 年に
北里大学医学部を卒業し、北
里大学病院に 30 年間勤務し
ました。2016 年からは横浜
市立大学（福浦）耳鼻咽喉科
の客員准教授をしております
が、この度、同大学の支援を
受けて常勤医として赴任致し

ました。耳鼻咽喉科全般の診
療をしていますが、特に口腔
咽頭疾患と頭頸部腫瘍が専門
です。頭頸部腫瘍では喉頭癌
の機能温存手術がライフワー
クです。中山の外来診療日は
月～木の毎日で、金・土は横
浜市立大学耳鼻咽喉科からの
外勤医が診療を致します。
　横浜クリニック耳鼻咽喉科
は、土・日をまたぐ入院がで
きない、夜間の緊急手術の体

制がないなどの制約はありま
すが、耳鼻咽喉科領域の小手
術（鼻閉改善手術、口腔良性
疾患、頸部小手術）を積極的
に行って参りたいと思ってお
ります。
　今後とも皆さまのご指導を
賜り、微力ながら尽力して参
りたいと思います。どうか宜
しくお願い申し上げます。

2019年度　市民公開講座予定表
日　程 講 座 内 容 担 当 科 / 演 者

○附属病院

5月18日（土）14：00～　12階　講堂 ・市民フォーラム「小児の歯科治療・口腔機能について」 小児歯科／木本茂成

7月20日（土）14：00～　12階　講堂 ・市民フォーラム「口腔内のがん・口内炎について」 口腔外科／岩渕博史

9月14日（土）14：00～　12階　講堂 ・ 市民フォーラム「インプラントを知りたい！」　～適用と非適用、利点と問題
点、心臓病・糖尿病・骨粗鬆症などの持病との関係～ 顎・口腔インプラント科／河奈裕正

9月22日（日) 14：00～　12階　講堂 ・市民フォーラム
　「歯を残すため日々の口腔ケア・歯科衛生士による実演」

オーラルケア科 /
椎谷　亨　他 歯科衛生士

○横浜クリニック

６月15日（土）14：00～　７階　講堂 ・耳鼻いんこう科のこわい病気：口内炎から咽喉頭がんまで 耳鼻いんこう科／中山明仁

耳鼻咽喉科長 診療科教授

中
なか

山
やま

　明
めい

仁
じん
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香港大学短期留学報告
　平成 31 年３月９日から３月
23 日までの２週間、歯学部生
16 名（１年生３名、２年生４
名、３年生６名、４年生３名）
が短期研修プログラムに参加
し、香港大学を訪問しました。
この研修は、香港大学の生涯
学習・語学教育部門並びに歯
学部・プリンスフィリップ歯
科病院との連携の元で立案・
実施された本学オリジナルの
プログラムです。午前中はイ
ギリス人と香港人のインスト
ラクターの指導の元、様々な

シチュエーションで用いられ
る英語スピーキングの能力を
磨き、午後は香港大学歯学部
の授業、実習、特別講義に参
加して異文化での歯学教育を
体験しました。学生たちは本
学の代表者として、日港間の
交流と大学間交流の役目も立
派に果たしてきてくれました。

（国際交流部・英語科　向井正
太）

KDC株式会社　平成29年度事業報告
　（平成 29 年 10 月 1 日～ 30
年 9 月 30 日）
　KDC 株式会社の会計年度
は 10 月 1 日～翌年 9 月 30 日
であり、平成 30 年９月末で
平成 29 年度の決算を行った
ので報告します。
１．決算報告
　当社の 29 年度営業実績は
以下に示した通りです。
　売上総利益
 178,803,000 円
 （前年比 0.99）
　販売費及び一般管理費
 151.838,000 円
 （前年比 0.87）
　経常利益
 26,841,000 円
 （前年比 5.86）
　当期純利益
 17,219,000 円
 （前年比 5.01）
　 こ の 結 果、 純 資 産 額 は
60,264,058 円（前年比 1.40, 対
資本金比 6.69）となりました。

２．事業別業績
　平成 29 年度の事業別収支

（現金・通帳ベース）を以下
に示します。
　病院売店事業は 34% の大
幅減収でした。原因は新病院
への移転に伴う売店利用者数
の減少であり、売店の場所が
病院患者に分かり難い点にも
問題はあると考えられます。
自販機設置事業は病院への設
置により収益は６% 増加し
ました。
　施設管理事業は 306% の大

幅増益となりましたが、理由
は予定していた図書館の外壁
工事を実施しなかった為で
す。教科書販売事業は 89%
の増収でしたが、金額として
は 100 万円程度の増収でし
た。学生寮管理事業はほぼ前
年通りです。資料館運営事業
は 3 年目を迎えて事業も安定
化してきたとはいえ 19% の
減益でした。
　一方、食堂管理事業は厨房
器具のリース代や修理費用
を負担することによる支出
が５% 減少しました。また、
一般管理費も支出を７% 抑

制することができました。
　結果として収入は前年度よ
り５％減少しましたが、支
出を８% 抑制した事により、
収益は 387% の大幅な増益と
なりました。
　今年度予定していて行わな
かった図書館の外壁工事は次
年度早急に行う予定です。
３．大学への貢献
１） ジャカランダ・フェス
ティバルの費用 5,569,985 円
を負担。
２） 食 堂 維 持 の 為、 厨 房
器具リース代や修理費等、
3,858,192 円を負担。

平成29年度（29/10～ 30/9）事業別収支
収　入 支　出 収　支 前年比

１ 病院売店事業 18,671,822 14,836,613 3,835,209 0.66

２ 自販機設置事業 11,866,730 0 11,866,730 0.61

（除設置協力金 7,815,930 0 7,815,930 1.06）

３ 施設管理事業 140,600,000 122,174,514 18,425,486 4.06

４ 教科書販売事業 44,093,789 41,730,148 2,363,641 1.89

５ 学生寮管理事業 31,025,992 23,300,428 7,725,564 0.99

６ 資料館管理事業 7,028,013 4,046,275 2,981,738 0.81

７ グッズ販売 109,045 0 109,045 0.23

８ 食堂管理費 0 3,858,192 －3,858,192 0.95

９ 一般管理費 0 33,433,478 －33,433,478 0.93

10 寄付 0 0 0

総計 253,395,391 243,379,648 10,015,743 4.87
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教学部だより

歯学部

平成31年度　登院式

　平成 31 年 4 月 1 日（月）に今年度

の登院式が本学第 2 小講堂にて挙行さ

れました。登院式は歯学部 5 年生が、

臨床実習の始まる前に登院服姿で出席

し行われています。臨床実習は今まで

の講義および実習で得た知識、技能を

活かして患者さんに歯科医療サービス

を実際に提供する臨床参加型の実習で

す。登院式は実際の医療現場で本格的

な実習を行う前に常に医療人としての

責任と自覚を持ち続けることや意欲を

高めるよい機会となっています。

大学院ニュース
大学院「スカ健プロジェクト」シンポ

ジウム開催

　大学院では、横須賀を起点に、本学

独自の研究力の総力を傾注させた新た

な長期戦略プロジェクトとして、平成

31 年 3 月 21 日（木）春分の日に「横

須賀健康増進プロジェクト（スカ健プ

ロジェクト）」を推進するため基調講

演とシンポジウムを開催いたしまし

た。

　櫻井孝学長の開会挨拶でシンポジウ

ムが始まり、第 1 部では、森本佳成教

授が座長を務め、永妻和子横須賀市副

市長から「横須賀市の健康福祉施策に

ついて」～住み慣れた地域で安心して

暮らし続けることができるまちの実現

～の基調講演がありました。

　第 2 部では、山本龍生教授及び玉置

勝司教授が座長を務め、歯科から横須

賀の健康寿命を延伸させる！－横須賀

みんな健康増進トランスレーショナル

プロジェクト（スカ健プロジェクト）

の推進－と題し 5 名の先生方（東京都

健康長寿医療センター研究所：新開省

二先生、東京大学高齢社会総合研究機

構：飯島勝矢先生、神奈川県立保健福

祉大学：中村丁次先生、神奈川歯科大

学大学院：山本龍生先生、神奈川県歯

科医師会：佐藤哲郎先生）の講演があ

りました。質疑応答の後、槻木恵一研

究科長の閉会の挨拶でシンポジウムは

終了しました。

　神奈川歯科大学関係者の他、会場に

は市民・医療関係者・福祉関係者・行

政関係者など約 100 人の来場がありま

した。

短期大学部

ヨーロッパ研修

　昨年度に引き続き、今年度もイタ

リア共和国での研修でした。平成 30

年 12 月 19 日から 8 日間の日程で、歯

科衛生と看護の両学科併せて 31 名の

学生が研修に参加しました。ミラノ、

フィレンツェ、ピサ、ローマといっ

た行程で移動し、途中のピサ近郊の

マッサという街では「Ospedale del 

Cuore」という心臓の専門病院を見学

するという貴重な機会に恵まれまし

た。イタリアの医療事情を知るととも

に、文化の面でも悠久の歴史を学ぶこ

とができた、充実した研修となりまし

た。

フレッシュマンキャンプ

　平成 31 年 4 月 5 日・6 日に一泊二

日でフレッシュマンキャンプが行われ

ました。入学後すぐに行われるフレッ

シュマンキャンプは先生や同級生と親

睦を深めるよいきっかけとなっていま

す。今年は一日目に鎌倉建長寺での座

禅研修と、油壺マリンパークの見学、

夕方は宿泊先でグループ研修を行いま

した。二日目はソレイユの丘でグルー

プに分かれアウトドアでのカレー作り

を体験しました。

7



教員紹介

歯学部

各学年の主任
1 年生：林田丞太
2 年生：浜田信城
3 年生：吉野文彦

4 年生：高橋俊介
5 年生：泉　雅浩
6 年生：森本佳成

教学部学生担当部長

菅谷　彰

教学部教務担当部長

塗々木和男

教務主任

福間偉律子

研究科長

槻木恵一
教学部教務担当部長

山本龍生

教学部学生担当部長
歯科衛生学科長

角田　晃

看護学科長

石川徳子

【2020年度オープンキャンパス日程】　
歯学部

日　程 内　容

 7 月 28 日（日） ・学校説明
・入学ヒストリー
・歯科医師体験実習または模擬講義
・施設見学
・学食体験
・先輩と話そうコーナー
・個別相談等

 8 月 25 日（日）

11 月 10 日（日）

※全日 11:00 ～ 16:00　【事前予約制】
※詳細は HP をご確認ください（URL：http://www.kdu.ac.jp）

短期大学部
オープンキャンパス

日　程 内　容

5 月 26 日（日）・学科説明
・入試説明
・体験授業
・学内見学
・個別相談
・先輩と話そう！

・入試対策講座・保護者説明会実施
　※ 5 月 26 日・6 月 23 日のみ実施
・附属病院見学（歯科衛生学科のみ）
　※ 5 月 26 日・6 月 23 日のみ実施
・3 月 15 日の回は新３年生向け

6 月 23 日（日）

7 月 14 日（日）

7 月 28 日（日）

8 月  4 日（日）

8 月 18 日（日）

9 月 15 日（日）

2020 年 3 月 15 日（日）

ミニオープンキャンパス
日　程 内　容

11 月 17 日（日）
・施設見学
・個別相談
※歯科衛生学科のみ通常開催

※全日 13:00 ～ 16:00　【事前予約制】
※詳細は HP をご確認ください（URL：http://www.kdu.ac.jp）

【東京歯科衛生専門学校】
体験入学会 学校説明会

 5月25日（土） 14：00～16：30  6月 8日（土） 14：00～15：30

 6月22日（土） 14：00～16：30  7月25日（木） 10：00～11：30

 7月21日（日） 10：00～12：30  7月30日（火） 10：00～11：30

 8月 4日（日） 10：00～12：30  8月29日（木） 10：00～11：30

 8月24日（土） 14：00～16：30 10月26日（土） 14：00～15：30

 9月21日（土） 14：00～16：30

12月 1日（日） 10：00～12：30

2020年 1月19日（日） 10：00～12：30

ジャカランダフェスティバル　～市民感謝デー～
☆ 2019・6・16（sun）　9：00 ～ 17：00 ☆

雨天決行　　　　　　　　　　　　　　
フェルメールブルーの花をお楽
しみください

今年は充実のパフォーマンスを
お届けします‼
★ヨコハマロビンス　
★和太鼓グループ彩　
★第７艦隊音楽隊　
★無料医療モール（健診・測定等）
★市民団体によるブース・出店
　等など

大学オリジナル RADIO SHOW!!　発信 !!
神奈川歯科大学職員の神奈川歯科大学職員による神奈川歯科

大学からの RADIO SHOW!!　略して『カナラジ』　
FM ブルー湘南 78.5MHz　毎週水曜日 20：00 ～ 20：30

　「自由に楽しく」をモットーに、企画から制
作、編集まで、若手職員 4 名による 100% 大学
オリジナル番組でお届けします。歯科にまつわる
豆知識・情報、公開講座の紹介等を発信していき
ます。詳しくは大学ホームページまたは番組公式
Instagram『カナラジ』をご覧ください。

大学院

短期大学部

東京歯科衛生専門学校

FM ブルー湘南では、インターネット配
信をしています。県外、海外どこでも
お聞きいただけます。
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