
22002233 年年度度大大学学院院入入学学試試験験要要項項  ⅢⅢ期期追追加加募募集集  

出出願願期期間間  
Ⅲ期（追加募集）：２２００２２３３年年２２月月９９日日（（木木））～～２２００２２３３年年２２月月１１６６日日（（木木））必必着着  

（窓口受付 9時～17 時も可：ただし、最終日は 16時まで） 

募募集集人人員員        
Ⅲ期（追加募集）：若若干干名名（（一一般般選選抜抜、、社社会会人人特特別別選選抜抜）） 
  
出出願願資資格格  
・・一一般般選選抜抜（（本本科科））  

次のいずれかに該当する者 

（1）大学（医学、歯学又は修業年限6年の獣医学を履修する課程）を卒業した者及び2023年3月卒業見

込みの者 

（2）外国において、学校教育における18年の課程（最終の課程は医学、歯学又は獣医学）を修了した 

者及び2023年3月修了見込みの者 

（3）文部科学大臣の指定した者（昭和30年文部省告示第39号） 

（4）本大学院において、個別の入学資格審査により、大学（歯学を履修する課程）を卒業した者と同等以 

上の学力があると認めた者で、24歳に達している者 

※※ⅢⅢ期期（（追追加加募募集集））でではは、、上上記記（（44））にに該該当当すするる者者のの募募集集はは行行わわなないい。。  

  
・・社社会会人人特特別別選選抜抜  

一般開業医や病院勤務歯科医、歯学分野の研究者及び各種保健医療従事者の社会人であって、現在既

に就業しているか入学後に就業することが見込まれる者。かつ、一般選抜の資格とともに、本大学院

所定の単位を修得するために通学が可能で、講講義義にに出出席席ででききるる者者。。（（社社会会人人経経験験がが１１年年以以上上のの者者）） 

  
● 指導教授の退職等で所属移籍等を行っていただくこともあります。 

  
検検定定料料：３０，０００円 
  
試試験験日日  
Ⅲ期（追加募集）：２２００２２３３年年３３月月３３日日（（金金）） 8 時 45 分集合 9 時試験開始 
         午前：筆答試験（英語、歯学専攻試験） 午後：口述および面接試験   
試試験験会会場場：横横須須賀賀会会場場  
 
試試験験科科目目    
1 英 語  英語の辞書（翻訳・通信機能のない電子辞書を含む）の持込可 
2 歯学専攻試験  英語の辞書（翻訳・通信機能のない電子辞書を含む）の持込可 
3 口述および面接試験 
  
合合格格発発表表  
Ⅲ期（追加募集）：２２００２２３３年年３３月月８８日日（（水水））１１４４時時  HHPP ににてて 
 
入入学学手手続続期期間間  
Ⅲ期（追加募集）：２２００２２３３年年３３月月９９日日（（木木））～～２２００２２３３年年３３月月２２００日日（（月月））必必着着  

（窓口受付 9時～17 時も可：ただし、最終日は 16時まで） 

    
※※分分野野紹紹介介がが掲掲載載さされれてていいなないい教教授授はは、、学学生生募募集集をを行行っってておおりりまませせんん。。ままたた、、学学生生募募集集をを行行っってていいててもも

社社会会人人大大学学院院生生をを募募集集ししてていいなないい場場合合もも有有りりまますすののでで、、必必ずずごご確確認認くくだだささいい。。  

  

※※募募集集要要項項((冊冊子子))はは、、本本学学大大学学院院教教育育研研究究部部窓窓口口ででおお渡渡ししししてておおりりまますす。。  

おお問問合合せせ先先：：神神奈奈川川歯歯科科大大学学大大学学院院教教育育研研究究部部  ℡℡：：004466--882222--88882266  ✉✉：：ggrraadduuaattee@@kkdduu..aacc..jjpp  

 



 

神奈川⻭科⼤学 

⼤学院⻭学研究科（博士課程） 
 

学生募集を行う教員（分野）紹介 
 
 

 



環環境境病病理理学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPaatthhoollooggyy））  

指指導導教教授授：：槻槻木木    恵恵一一（（KKeeiiiicchhii  TTssuukkiinnookkii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本病理学会評議員 
日本臨床口腔病理学会評議員・理事 
日本歯科基礎医学会評議員 
厚生労働省死体解剖資格認定第 7227 号 
日本病理学会認定口腔病理専門医第 109 号 
 
主な著書： 非侵襲的検体検査の最前線 監修 

2 号教員 

坂口和歌子（Wakako Sakaguchi） 

 

   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

本分野では、研究者として最低限必要なスキルを身につけていただき、修了後も各界で様々な

課題に対して対応でき活躍できる人材を養成することを目的としている。 

特に、論文の読解力をつける、Active なプレゼンテーション能力の養成、論文の書き方とい

うスキルと同時に課題を解決するための考え方のトレーニングをマンツーマンで行う。 

文章の書き方は、1年次に学会発表のための和文抄録、2 年次または 3年次（社会人）に神奈

川歯学に投稿のための短報作成を通じて具体的に指導する。英文論文の書き方は、高学年で行

う。尚、本分野では年 1回 Core meeting として研究合宿を行い集中的な指導を行っている。 

 また、希望者には口腔病理診断のトレーニングも行うことが出来る。さらに、研究者として

高いレベルでの研修を行いたい学生には、国内では東海大学医学部、慶応大学先端生命科学研

究所、海外ではニューヨーク大学、メリーランド大学などへ派遣が可能である。 

 研究テーマは以下の項目から、相談により決定している。早くから、実験を行い自立して研

究できるよう指導しており、本科生は早期修了を目指してほしい。 

研研究究内内容容 
 唾唾液液中中のの疾疾患患ママーーカカーー探探索索にによよるる病病態態評評価価・・診診断断法法のの開開発発  

唾液中に含まれる特異的な物質を同定し、唾液による病勢の評

価や診断への応用について検討し、新規唾液検査法の開発を目指

している（右図参照）。 
 食食事事やや運運動動要要因因にによよるる唾唾液液 IIggAAのの増増加加メメカカニニズズムムのの解解明明とと歯歯科科栄栄

養養指指導導へへのの応応用用  
 唾液 IgA の増加が食事要因で生じることから、そのメカニズム

を明らかにし、唾液力の増加を図り口腔環境を改善する宿主修飾

療法を開発し、歯科栄養指導へと発展を目指している。 
 細細菌菌感感染染にによよるるヒヒトト歯歯肉肉組組織織のの反反応応性性とと歯歯周周病病重重症症度度ととのの関関連連  

 環境因子である口腔細菌が歯肉組織にどのような反応を引き出

すか検討し、歯周病の進展メカニズムを検討している。 
 口口腔腔病病変変のの免免疫疫組組織織化化学学解解析析にによよるる病病理理組組織織学学的的研研究究  

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
本分野では、実際に多数の教育プログラムがあることから、時間的制約の多い社会人には負担

が大きいが、各学生の希望をできるだけ優先して修了できるよう最後まで丁寧に指導していく。

特に現在の職種やこれまでの経歴を生かした研究テーマを選定するようにしているので、意欲

ある社会人の入学を希望している。  

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。 

 

 



ククララウウンンブブリリッッジジ補補綴綴学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiixxeedd  PPrroosstthhooddoonnttiiccss））  

指指導導教教授授：：木木本本  克克彦彦（（KKaattssuuhhiikkoo  KKiimmoottoo）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本補綴歯科学会・理事・専門医・指導医 

日本口腔インプラント学会・専門医・指導医 

日本デジタル歯科学会・理事・専門医 

日本歯科理工学会評議員 

日本義歯ケア学会・理事 他 

主に著書：クラウンブリッジ補綴学 他 

 

2 号教員 

齋田牧子（Makiko Saita） 

熊坂知就 (Tomonari Kumasaka) 

川西範繁 (Norishige Kawanishi) 

本間優太 (Yuta Honma) 

   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

本分野では、研究能力と補綴治療技術を同時に身に着けることによって、「診療から臨床的な疑

問点（クリニカルクエスチョン、CQ）を創出し、研究ベースで解決する能力」「数多の研究報告

の知見を取捨選択して診療へ応用する能力」を兼ね備える研究マインドをもった補綴専門医の

育成を目的としている。具体的には、下記に示す研究内容から興味ある研究テーマを選択し、

研究計画を指導者とともに立案し実践する。最終的には研究論文としてまとめ上げる。 

また、診療技術においては、日本補綴歯科学会・日本口腔インプラント学会が認定する本分野

の研修プログラムを受講し、各専門医の取得を目指す。取得された各専門医は、将来的に日本

歯科専門医機構の「広告可能な専門医」へ移行予定である。 

研研究究内内容容  
    本分野では 4つの研究グループにより歯科補綴学に関連した研究を行っている。 

 咀咀嚼嚼健健康康医医学学（咀嚼機能が全身に及ぼす影響についての研究）  

① 口腔機能と認知症・軽度認知障害患者との関連性について 

② 唾液のメタボローム解析（代謝産物の網羅的な解析） 

 デデジジタタルルデデンンテティィスストトリリーー（技術革新が目覚ましいデジタル歯科治療に関する研究）  

① ３Dプリンターの補綴治療へ応用  

② VR/XR 技術の歯科教育と治療への展開 

 臨臨床床研研究究（補綴治療のエビデンスを構築する臨床試験）  

① 義歯安定剤利用ガイドライン構築に関するマルチセンター前向き臨床研究   

② 下顎無歯顎に応用する軟質リライン材の臨床効果 -多施設ランダム化比較試験- 

③ 3D プリンターで製作したデジタル義歯のクロスオーバー試験 

 先先端端材材料料学学（新しい歯科材料の開発と検証する研究）  

① MDF 高強度チタンの開発と歯科治療への展開 

② ナノセルロースの歯科材料への応用 

③ 抗酸化型ナノレドックス粒子による新たなインプラント周囲炎治療法の開発 

④ ジルコニアの歯面接着機構の解明 

⑤ 光触媒技術の補綴・インプラント治療への応用 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
本分野では、実際に多数の研修プログラムがあることから、時間的制約の多い社会人には負担

が大きいが、各学生の希望をできるだけ優先して修了できるよう指導していく。特に現在の職

種やこれまでの経歴を生かした研究テーマを選定するようにしているので、意欲ある社会人の

入学を希望している。 

 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



社社会会歯歯科科学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDeennttaall  SSoocciioollooggyy））  

指指導導教教授授：：山山本本  龍龍生生（（TTaattssuuoo  YYaammaammoottoo）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本口腔衛生学会理事・代議員・指導医・専門医・認

定医 

社会歯科学会理事・評議員 

日本歯科医療管理学会代議員 

神奈川歯科大学学会理事・評議員 

主な著書：ボケたくなければ「奥歯」は抜くな 

2 号教員 

持田悠貴（Yuki Mochida） 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

 本分野では、科学者として必要な、問題発見能力と問題解決能力を身につけていただくこと

を目的としている。特に、人を対象とする研究（臨床研究や疫学研究）の計画立案から、実施、

統計解析、学会発表および論文発表の全ての課程を、主体的に実施し、経験していただく。こ

れらの経験を通じて、大学院修了後においても、科学的なものの見方、考え方を身につけて、

問題発見、問題解決ができるように、トレーニングを行う。 

なお、人を対象とする研究を行うには、統計学の基本を理解し、様々な分析方法を修得する

ことが必須である。そのために、多変量解析を含めて様々な分析方法を理解し、研究計画との

論理的な関連付けができるようになっていただく。 

研研究究内内容容 
  本本分分野野はは、、政政策策にに寄寄与与すするるたためめのの研研究究をを疫疫学学のの手手法法をを用用いいてて行行っってていいるる。。  

 健健康康のの社社会会的的決決定定要要因因にに関関すするる研研究究  

 日本老年学的評価研究（高齢者の大規模追跡調査）に参加し、歯科のみならず、様々な分野

の研究者や行政の担当者などと連携して、歯科における健康格差や、健康の社会的決定要因に

ついて検討をしている。既に、日本老年学的評価研究のデータから、歯数や口腔機能と、認知

症、転倒、要介護状態、抑うつなどとの関係を論文発表している。 

 職職域域ににおおけけるる歯歯科科保保健健活活動動のの効効果果検検証証  

 60 秒で唾液中の乳酸脱水素酵素活性から歯周病のスクリーニングを行う試験紙を開発し、つ

まようじ法という独自のブラッシング方法による保健指導を行う歯科保健プログラムを開発し

た。このプログラムを職域に導入し、その効果を医療経済的に検討している。 

 歯歯周周病病とと糖糖尿尿病病にに関関すするる研研究究  

 全国臨床糖尿病医会と共同で、歯周病と糖尿病の関連についての研究を行っている。また、

千葉県保険医協会と共同で、歯周病と糖尿病に関する歯科と医科の連携に関する政策的研究も

行っている。 

 オオーーララルルフフレレイイルルにに関関すするる研研究究 

 神奈川県および神奈川県歯科医師会と共同で、オーラルフレイルに関する介入研究を行って

いる。また、県内の歯科医師会や顎咬合機能回復分野とも共同で介入研究を行っている。 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 本分野は、人を対象とする臨床研究や疫学研究が主体となることから、社会人が自宅で研究

できる内容が多く含まれている。既に行政で業務に従事している社会人や、歯科医師会で地域

歯科保健を担当する社会人が、自身のデータを用いて分析することも奨めている。本分野は、

日本口腔衛生学会の歯科公衆衛生専門医の研修機関にも認定されており、歯科公衆衛生専門医

を取得することも可能である。社会人が科学的根拠に基づく政策を展開するために入学を希望

する社会人を歓迎する。 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



歯歯周周病病学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeerriiooddoonnttoollooggyy））  

指指導導教教授授：：小小牧牧  基基浩浩（（MMoottoohhiirroo  KKoommaakkii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本歯周病学会評議員・理事 

日本歯科保存学会理事 

日本歯周病学会認定指導医・専門医第 941 号 

日本再生医療学会認定医 M1-2021-00281 号 

研究分野：骨細胞生物学、幹細胞生物学、血管新生、

動物実験 

主な著書：Pericyte Biology in Different Organs 

1 号教員 

両角俊哉（Toshiya Morozumi） 

青山典生（Norio Aoyama） 

2 号教員 

杉原俊太郎（Syuntaro Sugihara） 

平田貴久(Takahisa Hirata) 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  研究遂行に必要な、論文検索法、論文（データ）の読み方、研究仮説の立て方、証明に必要

な解析法（観察研究、動物実験手法、形態計測法、免疫組織学的解析法、細菌学的解析法、細

胞生物学的解析法、分子生物学的解析法など）の手技ならびに理論的背景を学び、研究結果の

社会への還元として学会発表、論文作成に必要な作業手順と知識を身につける。もって、臨床

的疑問に対して自身で仮説と実証が行える人材を育成する。 

 

 

 

 

研研究究内内容容 
 歯歯周周病病とと全全身身疾疾患患のの関関連連にに関関すするる臨臨床床的的・・基基礎礎的的解解析析  

① 循環器疾患や肝疾患（非アルコール性肝炎）などの全身疾患と歯周炎について統計学

的解析法を用いて連関の有無を検索する。 

② 霊長類医科学研究センター、口腔細菌学分野との共同研究によるサル観察研究ならび

に動物実験、微生物学的手法を用いた基礎的研究により歯周炎と加齢との関連、歯周

炎発症と細菌伝播経路を明らかにする。 

 

 歯歯周周組組織織のの維維持持・・再再生生にに関関すするる基基礎礎的的研研究究  

各種足場材料と骨髄濃縮液の組み合わせによる歯周組織再生療法の確立を目指し、動物

実験ならびに幹細胞生物学、血管新生、分子生物学的解析による基礎的検討を行う。 

 

 医医療療用用レレーーザザーーにによよるる歯歯周周治治療療効効果果にに関関すするる基基礎礎的的研研究究  

 医療用レーザーを用いた低侵襲歯周組織再生法 Er:YAG Laser-Assisted Comprehensive 

Periodontal Pocket Therapy (Er-LCPT)における光生体調節効果 Photobiomodulation

（PBM）のメカニズムを明らかにするために、東京医科歯科大学との共同研究により動物実

験ならびに細胞生物学的、分子生物学的解析による基礎的検討を行う。 

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 社会人大学院生には、可能な限り時間的制約の少ない研究テーマを選定します。 

 

 

  

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。 

 



高高齢齢者者歯歯科科学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  GGeerriiaattrriicc  DDeennttiissttrryy））  

指指導導教教授授：：森森本本  佳佳成成（（YYoosshhiinnaarrii  MMoorriimmoottoo）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本歯科麻酔学会 代議員；専門医 

日本口腔外科学会 指導医・専門医 

日本有病者歯科医療学会 代議員；指導医・専門医 

日本障害者歯科学会 指導医・認定医 

２号教員 

林 恵美（Megumi Hayashi） 

美久月瑠宇（Lou Mikuzuki） 

   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  日本は超高齢社会を迎え、重篤な全身疾患を有する高齢者が急増している。これら高齢者の

歯科診療にあたっては各疾患に応じた管理が必要で、安全で質の高い歯科医療を展開するうえ

でも重要な事項である。本分野では、高齢者歯科学・歯科麻酔学等を専門とする教員により問

題解決型の教育を展開する。大学院生は、さまざまな専門的視点から学習・研究を行い、複数

分野にわたる知識の体系化を達成することで、高齢者によくみられる全身疾患を理解し、歯科

診療時の管理法に関する専門的知識を修得することを目標とする。また、論文の読解やプレゼ

ンテーション能力の養成、論文の書き方等、研究者として最低限必要なスキルを身につけ、臨

床研究を遂行する能力の基本を養成する。 

 

 

研研究究内内容容 
 認認知知症症高高齢齢者者のの歯歯科科診診療療時時のの行行動動管管理理にに関関すするる研研究究  

重度の認知症高齢者では、歯科診療や口腔機能管理を行う際に拒否が強くなり、全身麻酔や静

脈内鎮静法による行動管理が必要となる。しかし、全身麻酔や静脈内鎮静管理が認知症高齢者

の認知機能をはじめとした生体に及ぼす影響については、前向き臨床研究はないのが現状であ

る。そこで、これら患者の認知機能等に影響を与えない全身麻酔や静脈内鎮静法による管理法

を確立することを目的とする。 

参考文献 

Tatsuno Y, Morimoto Y, et al: Scientific Reports, 11, 3617, 2021. 

 

 要要介介護護高高齢齢者者のの動動脈脈硬硬化化とと口口腔腔所所見見のの関関連連にに関関すするる研研究究  

要介護高齢者では、歯や歯周組織の状態は悪化してゆくことが多い。その一因として動脈硬化

の進行が考えられる。本研究では、動脈硬化や循環器疾患の予測因子である中心動脈圧を測定

し、歯や歯周組織の状態との関連を経時的に調査を行う。 

 

 

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
  

 募集なし 

 

 

 

 



歯歯科科麻麻酔酔学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDeennttaall  AAnneesstthheessiioollooggyy））  

指指導導教教授授：：讃讃岐岐  拓拓郎郎（（TTaakkuurroo  SSaannuukkii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本歯科麻酔学会代議員・理事  

臨床モニター学会評議員 

日本歯科麻酔学会認定医・専門医・指導医 

日本蘇生学会指導医 

主な著書: 
Respir Physiol Neurobiol. 2020;277:103429.  
Physiol Rep. 2020;8(10):e14439.  
Clin Oral Investig. 2017;21(3):915-920. 

2 号教員 

城戸幹太（Kanta Kido） 

今泉うの（Uno Imaizumi） 

黒田英孝（Hidetaka Kuroda） 

片桐法香（Norika Katagiri） 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか））  

本分野では、臨床医が研究をする意義を考え、臨床医が研究をするために必要なスキルを身に

つけていただくことを目的としています。すなわち、大学院修了時に、日常臨床において患者

様が発するサインを見逃さず、仮説をたて、適切な方法でその仮説を検証し、公表することが

できる能力を身につけます。臨床医は患者を観察し、患者様に起こっていることを推察し、診

断・治療を行い、その結果の検証を行います。そのため、大学院にて学ぶ仮説を検証する能力

は、臨床医としてのスキルも向上させることが期待されると信じています。 

抄読会で論文の読解力を、教室内プログレス発表会や学会発表でプレゼンテーション能力を磨

き、課題を解決するための考え方や論文の書き方が身に付くように教員全員でサポートします。

歯科医師が麻酔管理（全身麻酔や鎮静など）する意義や専門性を示すことができる研究テーマ

を選定しています。在学中に臨床医として日本歯科麻酔学会認定医（専門医）を取得できるよ

うにサポートします。 
 
研研究究内内容容 
 上上気気道道管管理理にに関関すするる研研究究（（讃讃岐岐））  
上気道閉塞の発生メカニズムや上気道防御反射の閾値に影響する因子を検討しています。ま

た、周術期に行われる呼吸療法が上気道や呼吸に与える影響を呼吸生理学的に検討しています。 
 術術後後疼疼痛痛管管理理にに関関すするる研研究究（（城城戸戸））  
ラット術後痛モデルを用いて、術後痛発症機序の解明および効果的な治療法の開発を進めてい

ます。  
 人人工工呼呼吸吸器器関関連連肺肺炎炎のの発発症症予予防防にに関関すするる研研究究（（今今泉泉））  
人工呼吸器関連肺炎の発症予防のための気管チューブの開発を目指し、抗菌性があり、かつ生

体に為害作用のない物質を検討しています。  
 局局所所麻麻酔酔薬薬のの抗抗酸酸化化作作用用にに関関すするる研研究究（（黒黒田田））  
局所麻酔薬の持つ抗酸化作用が周術期にどのような影響をもたらすのかを研究しています。ま

た、三叉神経節細胞を用いて神経障害性疼痛の機序や治療薬の研究をしています。  

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 本分野では、各学生の希望をできるだけ優先し、修了できるよう丁寧に指導していきます。

各学生にフィットする歯科麻酔科学における研究テーマを選定しますので、意欲ある社会人の

入学を歓迎いたします。 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 

 



歯歯科科矯矯正正学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOrrtthhooddoonnttiiccss））  

指指導導教教授授：：山山口口徹徹太太郎郎（（TTeettssuuttaarroo  YYaammaagguucchhii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本矯正歯科学会 代議員。卒後教育委員会 兼：研修機関

検討委員会 委員。診療ガイドライン策定委員会 委員。管理

指導医委員会 委員。東京矯正歯科学会 理事。日本矯正歯科

学会 認定医・指導医。日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医。 
日本顎関節学会 専門医。日本歯科審美学会 認定医。 

２号教員 

小泉創（So Koizumi） 

畠中玲奈（Reina Hatanaka） 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

本分野では、矯正歯科臨床における課題に対して、ひいては より良い治療に貢献しう

る課題に取り組みます。そもそも より良い診療を実践するためには、これまでに明ら

かになっていることを理解しておくとともに、同時に明らかになっていないことについ

ても認知しておく必要があります。そのための科学的に考えること、論理的に考えるこ

とを学んでゆきます。これを涵養するための手段として研究を行うこと、すなわち徹底

的に調査する、解析する、発表する、論文化することを学びます。 

 

 

研研究究内内容容 
 顎顎口口腔腔領領域域のの形形質質（（性性質質やや特特徴徴））にに関関与与すするる遺遺伝伝子子のの探探索索  

 ココーーンンビビーームム CCTT 画画像像にによよるる顎顎口口腔腔領領域域のの形形態態計計測測  

 CCAADD//CCAAMM にによよるる口口腔腔内内装装置置のの開開発発ななららびびににそそのの特特性性にに関関すするる研研究究  

 人人工工知知能能のの矯矯正正歯歯科科臨臨床床へへのの応応用用  

 顎顎顔顔面面成成長長発発育育ににつついいててのの数数理理学学的的解解析析とと予予測測  

 AARR 技技術術のの矯矯正正歯歯科科臨臨床床へへのの応応用用  

 矯矯正正歯歯科科臨臨床床ががももたたららすす細細菌菌叢叢変変化化のの解解明明  

 矯矯正正歯歯科科臨臨床床ががももたたららすするるエエピピジジェェネネテティィククスス変変化化のの解解析析  

 歯歯科科矯矯正正用用アアンンカカーーススククリリュューーのの脱脱落落因因子子のの追追求求  

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 事前に十分、課題、スケジュール等について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



画画像像診診断断学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IImmaaggiinngg  DDiiaaggnnoossiiss））  

指指導導教教授授：：櫻櫻井井  孝孝（（TTaakkaasshhii  SSaakkuurraaii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本歯科放射線学会評議員・常務理事 

医療放射線防護連絡協議会理事 

日本私立歯科大学協会常務理事 

歯科医療振興財団評議員 

歯科放射線認定医・専門医・指導医 

主な著書：新歯科放射線学 

1 号教員 

泉雅浩（Masahiro Izumi） 

2 号教員 

谷口紀江（Motoe Taniguchi） 

一木俊吾（Shungo Ichiki） 

特任講師 

印南永（Hisashi Innami）   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

 近代医療における画像診断技術の発展は著しいことから、最新の正しい知識や技術を身に付

けることは容易ではない。また、診断の精密さを追求するあまり、えてして電離放射線被ばく

がもたらすリスクについてはなおざりにされがちである。本分野では、電離放射線の利用に伴

う危険を十分理解した上で、先端的な画像診断技術を十分活用でき、さらに新しい技術開発に

貢献できる人材を育成することを目標としている。 

 先行する研究成果を論文等を通じて収集するための情報力や、得た知識を活用するための応

用力、データを纏めて発表するためのプレゼンテーション能力や文書力などについて、マンツ

ーマンあるいはゼミ形式による指導で身に付けていただく。 

 また、将来専門医となるための基盤となる、歯科放射線認定医などの資格についても、可及

的に取得することを目指していただきたい。 

研研究究内内容容 
 歯歯科科用用 CCBBCCTT にによよるる被被ばばくく線線量量のの実実態態調調査査研研究究  

歯科用 CBCT は歯科診療の画像診断に不可欠なエックス線検査装置ですが、撮影条件によ

り被ばく線量が多くなるため、最適化が重要です。本研究は全国の歯科医院の撮影条件の

実態調査を行い、国民の被ばく線量を最小限にすることを目的に実施します。  

 CCTT 金金属属アアーーチチフファァククトトのの定定量量分分析析法法  

口腔領域の CT 検査のほとんどに金属修復物等によるアーチファクトが生じます。このア

ーチファクトは画像診断に支障を来すため、軽減するための研究が精力的に行われていま

す。本研究は金属アーチファクトを低減するための新しい技術を開発するものです。 

 脳脳機機能能評評価価ののたためめのの最最適適なな MMRRII 撮撮像像条条件件のの検検討討  

  MRI には脳機能を描出できるファンクショナル MRI という撮像法があります。口腔機能

と脳機能との関連をみる先進的な研究に利用されることが多く、その際の最も効率的な撮

像条件を確立するための研究です。 

 放放射射線線治治療療後後のの口口腔腔乾乾燥燥症症にに対対すするる IIVVRR 治治療療  

放射線照射などで障害を受けた耳下腺に対する独自の治療法です。唾液腺造影検査のカ

テーテルを利用するもので、非侵襲的な新しい治療法の確立を目指します。  

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 履修単位修得のための授業等については、必ず出席していただく必要があるため、出席が可

能であることを予め勤務先などと相談して御検討下さい。但し、一定の範囲においてオンライ

ンで授業を受講することは可能であるため、詳細については確認を御願いします。 

 それぞれの研究テーマについては、可能な限り本人の興味や希望を優先しておりますが、施

設や機材等による制限もありますので、事前に御相談下さい。 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



糖糖尿尿病病・・内内分分泌泌内内科科学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDiiaabbeetteess  aanndd  EEnnddooccrriinnoollooggyy））  

指指導導教教授授：：青青木木    一一孝孝（（KKaazzuuttaakkaa  AAookkii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
1996 年 信州大学 医学部 卒業 

1999 年 横浜市立大学大学院 卒業 

2013 年 横浜市立大学附属病院講師 臨床試験支援管理

室室長 臨床薬理センター長 

資格：総合内科専門医 日本糖尿病学会専門医・指導医 日

本内分泌学会専門医・指導医 日本臨床薬理学会 指導医 

 

   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  科学的根拠に基づいた医療を行うための知識、技術、態度を身に付けることが本分野

の目標です。特に、「糖尿病・内分泌学分野の英語論文を読みその内容を理解する」、「学

会発表」、「論文を書く」といったことが出来るように指導を行います。 

さらに、修了後も様々な課題に対して対応できる医療人となることを期待しています。 
 

 

 

研研究究内内容容 

2 型糖尿病患者は非常に多く、歯周病との関連性も指摘され、国内のみならず国際的にも大

きな問題となっています。その問題に対処するため、基礎と臨床の両面から研究を行っていま

す。 
基基礎礎研研究究   
副腎アンドロゲンである Dehydroepiandrosterone (DHEA)の抗糖尿病作用に関する研究を行

っています (Aoki K et al. Diabetes, 1999、Aoki K et al. Endocr J, 2000、Aoki K et al. Life Sci, 
2004、Aoki K et al. J Steroid Biochem Mol Biol, 2016)。  
臨臨床床研研究究  

糖尿病治療薬の薬理作用に着目した研究や服薬アドヒアランス向上を目指した研究を

行っています(Aoki K, et al. Diabetes Obes Metab, 2008、Aoki K, et al. Endocr J, 2020)。  
 

  

 

 

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 

糖尿病・内分泌学分野に興味を持った意欲ある社会人の入学を希望しています。 
 

 

 

 

 

 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



高高血血圧圧症症・・腎腎臓臓内内科科学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  NNeepphhrroollooggyy  aanndd  HHyyppeerrtteennssiioonn））  

指指導導教教授授：：橋橋本本  達達夫夫（（TTaattssuuoo  HHaasshhiimmoottoo）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
横浜市立大学医学部客員教授（薬理学） 

日本内科学会総合内科専門医 

日本腎臓学会腎臓専門医 

日本透析医学会透析専門医 

主な著書：歯周治療と生活習慣病、日本歯科評論 2021 

主な論文：ACE2 links amino acid malnutrition to 

microbial ecology and intestinal inflammation. 

Nature，2012 

附属病院非常勤医師 

中野雅友樹(Masayuki Nakano) 

   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  本分野では、研究者としての近代科学的素養を身に着けていただき、終了後には各界におい

て課題解決能力を養成することを目的としている。 

 特に、課題発見、情報収集、データ分析、そして課題解決能力を養う。 

具体的には、論文読解力、魅力的なプレゼンテーション能力、論文の書き方をマンツーマン

で行う。 

 

 

研研究究内内容容 
 慢慢性性腎腎臓臓病病のの新新規規画画像像診診断断法法  

慢性腎臓病は 8 人にひとりが罹患して

いる国民病である。血清クレアチニンと尿

蛋白でステージ分類され、末期には人工透

析が必要となる。腎炎や間質性腎炎には免

疫抑制療法が有効なことがあるが、診断に

は腎生検が必須であり、有用な画像診断法

がない。近年、MRI 検査によって臓器の虚

血や線維化の程度を非侵襲的に診断する

ことが可能となった。この MRI 検査を用い

て腎障害の程度が推定できることが分か

ってきた。さらには原疾患の推定まででき

る可能性がある。慢性腎臓病の新規画像診

断法を検討している（右図参照タウンニュ

ース 2021 年 11 月）。 

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 本分野では、後ろ向き研究を主体とするため、時間的制約の多い社会人でも終了できるよう

指導できる。 

 特に現在の職種やこれまでの経歴を生かした研究テーマを選定するので、意欲ある社会人の

入学を希望している。 

 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



口口腔腔細細菌菌学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOrraall  MMiiccrroobbiioollooggyy））  

指指導導教教授授：：浜浜田田  信信城城（（NNoobbuusshhiirroo  HHaammaaddaa）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  

歯科基礎医学会 

日本細菌学会 

日本歯周病学会 

 

主な著書： 口腔微生物学―感染と免疫 学建書院 

２号教員 

稲葉  啓太郎（Keitaro Inaba） 

 

分子生物学講座口腔細菌学分野 

倉橋  絢子（Ayako Kurahashi） 

 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  微生物学は、分子生物学、遺伝学、免疫学の急速な発展とともに飛躍的な進歩を遂げ

ている。微生物学や免疫学分野に関する教育・研究に取り組み、自ら研究課題を開拓し、

独創的な研究を遂行する能力のある研究者及び科学的基盤をもち超高齢社会で指導者

となる高度医療専門職業人を育成する。また、歯科の二大疾患である齲蝕と歯周病に対

する細菌学的アプローチをもとに口腔感染症の病態・病因について理解を深め、感染に

伴う生体の防御機構の解明とこれらの疾患の予防と治療につながる基礎的研究を進め

ていく。 

細菌の取り扱いと無菌操作および微生物学実験法の基礎と科学論文検索方法や論文

の構成と要点のとらえ方を習得する。その後、下記のテーマに沿った研究を通して、科

学の進歩に貢献する研究成果が挙げられるような知識と技術を自ら習得してもらいた

い。 

 

研研究究内内容容 

 歯周病原細菌の病原性に関する分子生物学的研究 

偏性嫌気性グラム陰性桿菌であるPorphyromonas gingivalisや他の歯周病原細菌の

病原因子について検討する。特に、口腔への付着因子である線毛の役割について検

討する。 

 歯周病の治療と予防に有効なワクチンおよび薬物の開発 

漢方や生薬を用いて歯周病原細菌を含む口腔常在菌に対する殺菌作用や

Porphyromonas gingivalis 感染により惹起される実験的歯周炎における歯槽骨吸

収の抑制効果を指標として歯周病に対して多面的にアプローチできる口腔ケアに

役立つ天然物質の有効性を検討する。  

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 

 研究内容については、できるだけ希望を優先して修了できるよう最後まで丁寧に指導

していく。特に現在の職種やこれまでの経歴を生かした研究テーマを選定するので、意

欲ある社会人の入学を希望している。口腔領域を中心とした感染と免疫について十分に

理解し得られた研究成果を学術雑誌で発表できるように責任をもって指導する。 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



法法医医学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFoorreennssiicc  MMeeddiicciinnee））  

指指導導教教授授：：長長谷谷川川  巖巖（（IIwwaaoo  HHaasseeggaawwaa）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
医師・博士（医学） 

日本法医学会法医認定医 

厚生労働省死体解剖資格 

日本医師会認定産業医 

大阪大学大学院医学系研究科招へい教授 

昭和大学医学部法医学講座客員教授 

2 号教員 

 山本  伊佐夫（Isao Yamamoto） 

 中川  貴美子（Kimiko Nakagawa） 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  本分野では、法医学に従事する医療者として必要な知識と技術を身につけていただき、修了

後も、法医学の学位取得者（博士）として、社会の課題に対応できる人材を養成することを目

的としている。 

 また、警察官や検視官、検事、弁護士等、司法に関連する専門家との接点も多く、良好かつ

円滑なコミュニケーション能力と、科学的根拠に基づいた法医学的な意見を述べることができ

る能力を身につけていただく。 

研研究究内内容容 
 CCTT 等等、、画画像像診診断断技技術術をを応応用用ししたた病病態態解解明明  

 DDNNAA 鑑鑑定定（（山山田田  良良広広  教教授授、、大大平平  寛寛  准准教教授授、、藤藤田田  紗紗英英子子  助助教教））  

 法法医医解解剖剖にによよっってて得得らられれるるヒヒトト由由来来資資料料のの研研究究  

  

  

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 本分野では、実際に法医解剖に立ち会い、警察や司法に携わる人との交流を通じて、実際の

社会で使える特殊技能を身につけていただくことから、時間的制約の多い社会人には、負担が

大きいと予想されます。しかし、日本でもまれな、常勤の医師と歯科医師がいる、医科歯科連

携による神奈川剖検センターを有する当法医学分野での大学院生活は、得がたい経験になると

確信しております。学位取得のみが目的であるかたには、不向きです。将来にわたって、法医

学という学問体系を通じて、社会に貢献できる人材を育成することが、私どもにとって重要な

ミッションであることを確信しておりますが、同時に、学問を通じて社会に貢献したいという、

強い「志（こころざし）」のあるかたに、来ていだだきたいと考えております。 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



口口腔腔生生化化学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOrraall  BBiioocchheemmiissttrryy））  

指指導導教教授授：：半半田田    慶慶介介（（KKeeiissuukkee  HHaannddaa）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本歯科保存学会評議員・専門医 

日本再生歯科医学会評議員・理事・認定医 

日本歯科理工学会・シニアアドバイザー 

歯科基礎医学会評議委員 

 

２号教員 

居作 和人(Kazuto Izukuri) 

佐藤 武則(Takenori Sato) 

   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

口腔生化学分野では、歯槽骨再生に焦点を当てた再生療法の実用化研究を進めています。歯周

病や根尖病変をターゲットとして間葉系幹細胞と足場材を組み合わせた新規の骨再生医療等製

品を開発するため、炎症環境下における細胞機能評価や足場材の新規開発を目指しています。

本分野では、研究を通した論理的思考や生体で起きている治癒や炎症に関わる細胞レベルでの

生命現象の理解によって、日常臨床のみならず再生医療実施に必要な分子生物学的な知見や実

用化にかかわる法規制の理解を身につけることを指導いたします。 

 

研研究究内内容容 
 ３３次次元元的的なな歯歯槽槽骨骨再再生生医医療療等等製製品品のの開開発発  

アンメットメディカルニーズである多数歯欠損による水平性骨欠損に対する細胞を用いた新規

の骨再生医療等製品の開発を目指して、炎症環境下における骨芽細胞の分化メカニズムの理解

や立体的な骨造成が可能な足場材の新規開発をおこなっています。また既存の足場材の改良を

含めた企業や他大学との共同研究も盛んに実施しています。 

 

 根根尖尖病病変変、、歯歯周周病病

モモデデルル動動物物をを用用

いいたた歯歯槽槽骨骨再再生生

ののメメカカニニズズムムのの

解解明明  

根尖病変や歯周病に

よって失われた歯槽

骨を早期に回復でき

る新規材料の検索や

骨再生過程の解明を

おこなっています。 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 本分野は基礎分野であるが豊富な臨床経験を背景に、日常臨床で疑問に思うことや解決した

いという欲求に応えることが可能です。臨床の現場（患者の声）を知ることが研究遂行にとっ

て重要であることを認識し、主に細胞レベルで骨再生に関する基礎研究を行い、その成果を患

者に届けたいと考えています。また実践する研究テーマは、現在の職種や専門性を考慮し、興

味が持てる内容や個人の状況（通学可能な曜日や時間帯、頻度）に応じて選定いたします。在

学期間中の学位取得を目標に、研究方法から論文作成、学位取得までお手伝いを行います。 

  

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。 

 

マ ウス にPg 菌

を経口感染

歯周病成立後に

標的物質投与

標的物質に対する骨吸収
を観察

ラッ ト 臼歯部に根尖病変を作製した後、
標的物質を投与

標的物質投与により 根尖
病変の治癒を観察

標的物質接種群コントロール群

実験的歯周病モデル 根尖病変モデル３ 次元的造骨技術に
関わる微小環境の究明

骨再生材料の実用化と製造
販売

HAOB

3

シーズを基にした開発



保保存存修修復復学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RReessttoorraattiivvee  DDeennttiissttrryy））  

指指導導教教授授：：向向井井  義義晴晴（（YYoosshhiihhaarruu  MMuukkaaii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本歯科保存学会 理事 

日本歯科審美学会 理事 

象牙質歯髄治療学会 理事 

日本歯科保存学会専門医 第 724 号 

日本歯科保存学会指導医 第 297 号 

日本接着歯学会専門医 第 235 号 

日本歯科審美学会専門医 第 194 号 

 

主な著書：保存修復学（医歯薬出版） 

2 号教員 

富山 潔（Kiyoshi Tomiyama） 

椎谷 亨（Toru Shiiya） 

飯塚純子（Junko Iizuka） 

國松雄一（Yuichi Kunimatsu） 

小倉真奈（Mana Ogura） 

日髙恒輝（Kouki Hidaka） 

   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

当分野の大学院生は単に最新の研究を行うだけでなく、臨床医としても優れた知識と

スキルを備えた人材を育成することを到達目標として掲げている。すなわち研究により

得られた成果を臨床に還元できる、また臨床における疑問を研究の課題にできるような

能力を身につけていただく。附属病院での治療も積極的に行っていただきながら、早い

時期から内外の多くの論文に目を通し、多くの機器に触れることで一流の研究者として

の自覚を持っていただく。また、年 2回の歯科保存学会ならびに学内総会における発表

を通じて、プレゼンテーション能力を身に着け、大学院卒業後もその分野のリーダとし

て活躍できる人材を養成する。 

研研究究内内容容  

当分野では、齲蝕の先進的な治療法と予防法の確立を主テーマに据え、学内の講座の

みならず、国内外の大学や多数の企業協力のもと、以下のような研究課題に積極的に取

り組んでいる。 

具体的な研究課題は、 

1) 多菌種バイオフィルムを用いた脱灰・再石灰化の研究 

2) 新規洗口剤の開発と抗菌効果の検討 

3) ホワイトニング剤による再石灰化促進効果の検討 

4) 脱灰抑制・再石灰化促進効果を有するフッ化物含有歯科材料の開発 

5) レオロジーから見たコンポジットレジンの材料特性 

6) 歯質に対する半導体レーザー照射に関する研究 

7) 口臭測定器を使用した臨床研究 

等である。 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 

 当分野の研究は、極めて臨床に即した内容のものが多く、臨床医として多くの時間を

過ごす社会人大学院生にとって選択しやすい分野であると考える。社会人大学院生は時

間的制約が多いと思われるが、期間内に大学院を修了し恙なく学位の取得ができるよう

きめ細かな指導を行う。 
※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



歯歯科科薬薬理理学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhaarrmmaaccoollooggyy））  

指指導導教教授授：：高高橋橋  俊俊介介（（SShhuunn--ssuukkee  TTaakkaahhaasshhii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本薬理学会学術評議員 

日本微小循環学会評議員 

歯科基礎医学代議員 

神奈川歯科大学学会理事 

日本抗加齢医学会専門医第 2837 号 

1 号教員 

吉野 文彦 (Fumihiko Yoshino)  
 
2 号教員(共同研究指導教員) 

高橋 聡子 (Satoko Takahashi)  

：口腔生理学分野 

水野 潤造 (Junzo Mizuno)  

：口腔生理学分野 

吉田 彩佳 (Ayaka Yoshida)  

：歯学教育学分野 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

生活習慣病のような全身疾患と全身及び口腔循環調節との関連性を理解し、口腔内循環機能

の重要性を認識できることを目標としています。 

最初に生活習慣病のような疾患と全身及び口腔内循環との関連性を紹介し、口腔循環に関連

した当研究室の成果や他の関連研究内容について理解・修得します。 

 

青色光は歯科治療にとって既に欠かせない道具のひとつです。当分野では光の特性を理解し、

安全な歯科治療を実践するために必要な基本的な光化学の理解を目標としています。加えて、

現在治療で行われている光線力学療法の特性について理解できます。 

光線力学療法の科学的根拠となる活性酸素・フリーラジカルについて理解し、これらを測定

可能な電子スピン共鳴法やその他の測定方法を修得します。 

研研究究内内容容  
 “口腔内環境の全身への影響”と“生活習慣病のような全身疾患の口腔内循環への影響”につい

て研究しています。近い将来、“体の健康状態”が“口腔内循環の変化”により評価でき

るようになるかもしれません。当分野の研究により、口腔内だけでなく全身の健康状態に

眼を向けられる広い視野を身に付けて欲しいと考えています。 

 

 光線力学療法について研究しています。具体的な方法論のみならず、これら方法の科学的

根拠となる活性酸素・フリーラジカルについての詳細を学べる機会は多くありません。当

分野は，国内においてこれらを測定可能な電子スピン共鳴装置を多く有しており、様々な

疾病にも多く関与している活性酸素・フリーラジカルについて理解を深め、今後歯科医療

にさらに必要となる青色光について多くを学んで欲しいと考えています。 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 当分野では、時間的制約の多い社会人には負担が大きいが、各学生の希望をできるだけ優先

して修了できるよう丁寧に指導して行きます。特に現在の職種やこれまでの経歴を生かした研

究テーマを選定するようにしていますので、本分野の研究に興味のある社会人の入学を希望し

ています。 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



ｸｸﾘﾘﾆﾆｶｶﾙﾙ・・ﾊﾊﾞ゙ｲｲｵｵﾏﾏﾃﾃﾘﾘｱｱﾙﾙ学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CClliinniiccaall  BBiioommaatteerriiaallss））  

指指導導教教授授：：二二瓶瓶智智太太郎郎（（TToommoottaarroo  NNiihheeii）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
・日本歯科理工学会理事・代議員 

 Detal Materials Senior Adviser（第 124 号） 

・日本接着歯学会副理事長・代議員 

 接着歯科治療専門医（第 161 号）・指導医（第 24 号）・

認定研修施設長 

・日本デジタル歯科学会代議員 

・日本歯科保存学会代議員 

 歯科保存治療専門医（第 668 号）・指導医（第 292 号） 

2 号教員 

大橋 桂（Katsura Ohashi） 

片山裕太（Yuta Katayama） 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  本分野では、歯科臨床で使用される歯科材料、生体材料、および歯科機器に関わる基礎知識

を修得し、さらに臨床に生かせるあるいは生かすための材料学と器械学を修得することを目標

としている。そのためには、研究者としてのスキルを身につけ、課題に対する思考力を育成し、

修了後も各界で様々な課題に対応できる人材を養成することを目的としている。 

 本分野では、毎週の大学院生セミナーを開催し、 

・材料および機器の基礎教育 

・各自の研究課題の進捗状況の確認ならびにその後の方針 

 ・研究課題関連英論文の抄読会 

 ・学会発表および論文発表 

 などを指導する。 

 

研研究究内内容容 
 長長期期耐耐久久性性をを有有すするる歯歯冠冠修修復復・・補補綴綴用用材材料料のの開開発発  

      歯冠修復・補綴用材料として、現在は様々な種類が臨床で用いられている。その中で

CAD/CAM システムの導入になり、レジン、セラミックス、ジルコニアが臨床で頻用されて

いる。長期において耐久性を有する材料の開発を目指している。 

 ジジルルココニニアア、、セセララミミッッククススにに対対すするる接接着着性性ププラライイママーーのの開開発発  

      ジルコニアやセラミックスが確実に支台歯に接着するような新規プライマーの開発を目

指している。 

 骨骨伝伝導導性性ババイイオオカカッッププリリンンググ剤剤のの開開発発とと基基礎礎的的研研究究  

      骨の再生を早期に促す新規バイオカップリング剤の開発を目指している。 

 レレーーザザーーをを用用いいたた新新規規治治療療法法のの開開発発  

      様々なレーザー機器の歯への照射した効果を検索しつつ、高密度なエネルギーを使用し

た新たな治療法の開発を目指している。 

 CCAADD//CCAAMM シシスステテムムにによよるる歯歯冠冠修修復復装装置置のの臨臨床床調調査査研研究究（（神神奈奈川川歯歯科科大大学学倫倫理理申申請請 NNoo..884477））  

      CAD/CAM システムによる歯冠修復装置装着後の予後調査し、材料開発を目指している。 

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 本分野では、多数の教育プログラムがあり、時間的制約の多い社会人には負担が大きいが、

各学生の希望を可能な限り優先して修了できるように最後まで丁寧に指導していく。 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



口口腔腔外外科科学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOrraall  aanndd  MMaaxxiillllooffaacciiaall  SSuurrggeerryy））  

指指導導教教授授：：安安部部  貴貴大大（（TTaakkaahhiirroo  AAbbee）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本口腔外科学会（専門医、指導医）代議員 

日本再生医療学会（再生医療認定医）代議員 

日本顎関節学会（専門医、指導医）代議員 

日本口腔腫瘍学会（暫定口腔がん指導医）評議員 

日本口腔科学会（認定医、指導医） 

日本頭頸部癌学会代議員 

日本がん治療認定機構（がん治療認定医（歯科口腔外

科）指導責任者 

日本口腔ケア学会・国際口腔ケア学会代議員 

2 号教員 

鈴木健司（Kenji Suzuki） 

田中香衣（Kae Tanaka） 

小松紀子（Noriko Komatsu） 

生駒丈晴（Takeharu Ikoma） 

高才東（Azuma Kosai） 

金森慶亮（Keisuke Kanamori） 

 

教育企画部 

沢井奈津子（Natsuko Sawai） 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

口腔外科学は臨床医学分野である。臨床研究を行ううえでの必要な研究倫理規範について学び、

医歯学関連の学術論文をしっかりと理解しディスカッション出来る能力、そして細胞培養や動

物実験などの生命科学研究スキルと、そこから得られたデータを科学的に分析できる能力の習

得を目指す。また、キャリアパスとして口腔外科専門医を取得することを念頭においた外科的

トレーニングについても、本分野の大学院生の必要項目と考えている。将来、口腔外科学分野

の指導者としてプレゼンスを発信できるククリリニニシシャャンン・・ササイイエエンンテティィスストトの人材育成を目

指す。 

研研究究内内容容 
 光光ととトトキキシシンンをを用用いいるるががんん治治療療法法（（イイムムノノトトキキシシンン内内在在化化法法））のの開開発発  

分子標的薬の登場で、抗体医薬はがん医療において飛躍的な治療成績の向上に貢献して

いる。この抗体にトキシンを付加したものをイムノトキシンと呼び、次世代の抗体医薬と

して注目されている。我々は、iTAP 法（intelligent Targeted Antibody Phototherapy）

と名付けた新たな原理を考案し、ベンチャー企業とともに治療法の開発に取り組んでいる。 

 再再生生医医療療をを基基盤盤ととすするる外外科科的的アアププロローーチチにによよるる難難治治性性顎顎関関節節症症治治療療へへのの試試みみ  

   顎関節症は本邦では国民のおよそ15％が罹患しているとされる、第3の歯科疾患である。

病態は複雑で、診断も容易ではないため、対処法はまだまだ統一されていない。我々は基

本治療を行ってもなお改善しない難治症例、いわゆる顎内障といわれるケースについて、

外科的アプローチの適応を検証しており、新たに再生医療を基盤とする治療法の開発を目

指している。 

 口口腔腔潜潜在在的的悪悪性性疾疾患患（（OOrraall  ppootteennttiiaallllyy  mmaalliiggnnaanntt  ddiissoorrddeerrss::  OOPPMMDDss））のの診診療療指指針針のの

確確立立をを目目指指ししたた調調査査研研究究  

 OPMD は口腔癌の前駆病変として 2017 年 WHO 分類で新たに定義された疾患概念である。

歯科医療現場で適切に口腔粘膜疾患を取り扱える診療指針の確立は喫緊の課題であり、日

本口腔外科学会の資金援助を受けて、指針作成のための基盤研究を行う。 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 大学院で学位取得を目指すといっても、研究活動に費やせるライフスタイルは多様化してお

り、その目的も異なることは歓迎する。研究テーマについては相談のうえ柔軟に対応し、本分

野で研究を行うことで、個々に見合ったスキルアップと人生の成長に繋げられるような環境を

提供できるよう丁寧な指導を行う。 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



教教養養教教育育学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLiibbeerraall  AArrttss  EEdduuccaattiioonn））  

指指導導教教授授：：板板宮宮  朋朋基基（（TToommookkii  IIttaammiiyyaa）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
神奈川歯科大学大学院 XR 研究所所長 

日本シミュレーション外科学会理事 

日本顎顔面再建先進デジタルテクノロジー学会理事 

芸術科学会論文委員・会誌「DiVA」編集長 
災害情報学会学会誌編集委員 
システム・アプリ関連の成立(登録)済み特許 4 件 

 

 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

VR(バーチャルリアリティ)と AR(拡張現実)の総称である XR 技術の基礎を学び、歯科医学・

歯科医療に応用できるシステムを立案し、アプリを自身で開発できるようになる。アプリの評

価を行い、成果を論文投稿できるようになる。 

座学で基礎理論や最新の応用事例を学修した後、最新のデバイスの数々を体験する。各自の

PC に開発用ソフトウェア(Unity 等)をインストールし、XR 用アプリの開発方法の基礎を習得す

る。各自が開発したプロトタイプアプリを最新のデバイス上で実行し、履修者同士が体験し合

う。歯科医学教育や臨床における活用を目指してブラッシュアップを行う。倫理申請を経て、

歯学部や附属病院において学生や歯科医師を対象にした評価を実施する。論文など学術的な成

果に加えて、特許取得や企業と協業した製品化・商品化を目指す。 

研研究究内内容容 
 裸裸眼眼立立体体視視とと力力触触覚覚技技術術をを併併用用ししたた遠遠隔隔歯歯科科補補綴綴学学実実習習シシスステテムムのの開開発発  

  ゴーグルなどのデバイスを装着せず高精細な立体視が可能な空間再現ディスプレイと触覚再

現デバイスを併用し、リアルな 3D-CG で再現された口腔内の歯牙を手指の動きでバーチャル器

具を操作して切削できるシステムを開発している。切削時の感触もリアルに手元に伝わる。 

 裸裸眼眼立立体体視視とと力力触触覚覚技技術術をを併併用用ししたた歯歯磨磨きき教教育育支支援援シシスステテムムのの開開発発  

 口腔内スキャナーで取得した患者さんの口腔内 3D-CG モデルを裸眼立体視表示させ、実際の

ブラッシング操作を様々な視点からリアルタイムに確認できるシステムを開発している。磨き

残しの範囲を数値で定量的に示せるため、指導に有用であることが示唆されている。 

 VVRR118800 立立体体映映像像をを用用いいたた

実実習習支支援援シシスステテムム  

  8K の高解像度で立体映像が

撮影できる CANON VR システ

ムを活用し、実習の全過程を

自動撮影してHMDで疑似体験

できるシステムを開発して

います。 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 

近年発展が著しい VR/AR 技術と具体的なアプリ開発方法を体系的に学修でき、皆さんの研究

や将来の進路に活かすことができるようになります。XRの歯科分野での応用についての事例は

まだ多くないため、新規性の宝庫で論文化しやすいです。Microsoft HoloLens2、Meta Quest 2、

ソニー空間再現ディスプレイ ELF-SR1、Acer Spatial Labs など最新機材を複数用意しています。

ソニーなど大手企業とのコラボレーションも盛んで、研究開発に加えて起業を視野に入れた社

会実装の経験を積むこともできます。 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



顎顎・・口口腔腔イインンププラランントト学学分分野野  

（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOrraall  aanndd  MMaaxxiillllooffaacciiaall  IImmppllaannttoollooggyy））  

指指導導教教授授：：河河奈奈  裕裕正正（（HHiirroommaassaa  KKaawwaannaa）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本顎顔面インプラント学会専門医・指導医・理事、日

本口腔外科学会専門医・指導医、日本口腔インプラント

学会会員・評議員、日本がん治療認定医機構暫定教育医・

認定医（歯科口腔外科）、日本顎関節学会専門医・指導医、

日本顎顔面再建先進デジタルテクノロジー学会理事 

客員教授  

小川 隆広(Takahiro Ogawa) 

岩崎 良太郎(Ryotaro Iwasaki) 

   

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  顎・口腔インプラント学を通して、研究方法の基礎を学ぶ。特に、研究テーマとその関連事

項に関する論文を読みこなす習慣を身につけ、分析する。基本的な実験操作法を習得する。 

研究倫理、動物実験倫理等、研究に必要な倫理を身につける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研研究究内内容容 
 ハプティクスのインプラント手術への応用  

 遠隔手術  

 骨代謝機能の解明  

 チタンの表面加工と生体内での動態  

 新規インプラントモデル材の開発  

 その他の新規テーマは話し合いながら決めていく方針  

  

  

 

 

 

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 研究内容、スケジュールについては、別途相談。 

 

 

 

 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



高高度度先先進進麻麻酔酔科科学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAnneesstthheessiioollooggyy））  

指指導導教教授授：：有有坂坂  博博史史（（HHiirrooffuummii  AArriissaakkaa）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
医師・歯科医師 

厚生労働省認定麻酔科 標榜医 

日本麻酔科学会麻酔科 専門医・指導医 

日本蘇生学会指導医 

日本睡眠学会会員・日本睡眠歯科学会会員 

日本集中医療医学会会員 

2 号教員 

杉田 武士（Takeo Sugita） 

 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

  研究を通じて，論文を調べ，読む習慣を学んでいただきます。それは，研究の基礎であり，

生涯役立つことです。論文を読んで，参考にしてはじめて論文が書けます。論文を読んで研究

のヒントが生まれます。英語論文を読んで,はじめて英語の論文が書けます。ニュートンは，万

有引力を発見した時「先人のおかげです。」と言っています。ニュートンも，それまで多数の論

文を読んでいたといいます。研究は 1～2 年次で研究データの集積を終了し，3～4 年次に論文

作成，投稿、accept を目標にしています。 

  麻酔科学は，本来生理学，薬理学などの基礎医学に根ざし，急性期の内科学，外科学などの

知識を組み入れた周術期の全身管理学です。私自身が第一線の麻酔科医として，厳しい努力を

してきました。世間知らずの麻酔にならないように，医局員が、最新の医科麻酔科学の常識で

仕事ができる環境に努めています。制約の少ない大学院にいる間には，希望者には関連施設の

医学部・病院（東海大医学部麻酔科、都立小児総合医療センター等）に医科麻酔研修の出向が

可能です。 

 

 

研研究究内内容容 
 「「呼呼吸吸中中枢枢ににおおけけるる神神経経ペペププチチドドのの作作用用機機序序のの解解明明」」  

「「オオレレキキシシンンのの呼呼吸吸中中枢枢にに関関すするる研研究究」」  

麻酔薬の作用機序の解明だけでなく，「なぜ眠るのか」睡眠の根本につながる研究です。 

 フフララビビンン蛋蛋白白蛍蛍光光イイメメーージジンンググ法法をを用用いいたたセセボボフフルルラランンのの大大脳脳皮皮質質体体性性感感覚覚野野へへのの作作用用  
    麻酔の作用部位を視覚化し、麻酔薬・麻薬の作用機序の解明に関連する研究です。 

      

 睡睡眠眠時時無無呼呼吸吸症症候候群群  

総総義義歯歯とと睡睡眠眠時時無無呼呼吸吸ととのの関関連連  

総義歯の装着により睡眠時無呼吸が改善することを発表しています。 

MMFFTT にによよるる睡睡眠眠時時無無呼呼吸吸症症候候群群のの治治療療。。  

  矯正科との協同研究で、口腔筋機能療法（MFT：Myofunctional Therapy）による 

 睡眠時無呼吸の改善を目指しています。 

 

 

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
  

 募集なし 

 

 

 



有有床床義義歯歯補補綴綴学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RReemmoovvaabbllee  PPrroosstthhooddoonnttiiccss））  

指指導導教教授授：：井井野野  智智（（SSaattoosshhii  IInnoo）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本補綴歯科学会評議員・指導医・専門医 

日本接着歯学会評議員・指導医・専門医 

ミュンヘン大学歯学部（保存修復学）・特別研究員 

 

メインテーマ：ミニマルインターベンション（MI）に

基づくノンメタル材料による歯冠補綴から有床義歯補

綴法の開発 

 

2 号教員 

濵野奈穂(Naho Hamano) 

清水統太(Tota Shimizu) 

岩下英夫(Hideo Iwashita) 

福山卓志(Takushi Fukuyama) 

富野ゆかり(Yukari Tomino) 

 

客員教授 

 宮本績輔（Sekisuke Miyamoto） 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか））  

 

 高度な高齢化社会において、デジタル技術が急成長する一方で、残念ながら欠損補綴を必要

とする患者さんは増加の一途をたどっている。当分野では、補綴臨床のニーズに貢献できる臨

床に直結したテーマに焦点を絞り、先行研究論文を熟知した上で自由な発想かつ独創性のある

研究に取り組むことで、生涯にわたって、患者さんの抱える問題（疾患）をより深く・科学的

に洞察して理解（診断）し、解決（治療）するための能力を養うことを目的にしている。また、

広告開示に向けた準備が行われている補綴歯科専門医の取得に向けた基礎的知識・技能・態度

の習得ができる体制を整えている。 

研研究究内内容容  
 

当分野で取り組んできた研究テーマは以下の通り。 

 ハハイイブブリリッッドド型型ココンンポポジジッットトレレジジンンにによよるる CCAADD//CCAAMM ククララウウンンのの開開発発  

 ＭＭiinniimmaall  IInntteerrvveennssiioonn  にに基基づづくく各各種種接接着着剤剤のの重重合合評評価価  

 ジジルルココニニアアセセララミミッッククススのの特特性性にに配配慮慮ししたた表表面面加加工工法法  

 チチタタンン表表面面加加工工のの評評価価  

 ノノンンメメタタルルククララススププデデンンチチャャーーのの特特性性評評価価  

 レレジジンンココーーテティィンンググ法法のの CCAADD//CCAAMM ククララウウンンへへのの応応用用  

    

  現在進行中の研究テーマは以下の通り。 

 デデジジタタルル頭頭蓋蓋骨骨格格モモデデルルににおおけけるる機機能能的的咬咬合合平平面面のの評評価価  

 セセルルフフククリリーーニニンンググデデンンチチャャーーのの開開発発  

 ススポポーーツツママウウススガガーードドにによよるる姿姿勢勢とと競競技技力力向向上上へへのの効効果果解解析析 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
  

原則として、補綴臨床の専門性向上を目指す歯科医師を対象としており、本科生を中心とし

た募集を行っている。 

 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



障障害害者者歯歯科科学学分分野野（（DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDeennttiissttrryy  ffoorr  tthhee  SSppeecciiaall  PPaattiieenntt））  

指指導導教教授授：：小小松松  知知子子（（TToommookkoo  KKoommaattssuu）） 大大学学院院教教員員等等  

研研究究ププロロフフィィーールル  
日本障害者歯科学会副理事長 

日本老年歯科医学会代議員・日本ダウン症学会理事 

日本歯科薬物療法学会理事・日本抗加齢医学会評議員 

日本障害者歯科学会専門医指導医 第 5号 

日本老年歯科医学会老年歯科専門医制度指導医 第 141 号 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 第 110299 号 

日本歯科薬物療法学会専門医 D0080 号 

日本抗加齢医学会専門医 第 1554 号  

２号教員 

赤阪 徹（Tetsu Akasaka） 

髙野知子（Tomoko Takano） 

 

客員教授  池田正一（Masakazu Ikeda） 

特任准教授  西山和彦

(KazuhikoNishiyama) 

特任講師  松澤直子（Naoko Matsuzawa）

川邉裕美(Hiromi Kawabe) 

指指導導方方針針（（到到達達目目標標・・大大学学院院ででどどののよよううなな能能力力がが身身ににつつくくかか）） 

 本分野では、研究者として最低限必要な研究スキルを修得していただき、修了後も各界で様々な歯科医

学的課題に対して対応し、将来リーダーとして活躍できる人材を養成することを目的としています。特

に、医療技術の発展に伴い多様化した障害や病態において、歯科が対処すべき様々な課題をエビデンス

に基づいた論理的思考を基盤として臨床研究技法を修得していただきます。 

臨床研究を遂行するために必要な医療倫理、研究倫理への理解を深め、倫理審査申請の書き方、研究の

進め方、学会でのプレゼンテンショーン、論文作成のスキルを養成します。また、フィールドワークを

通して、多職種連携を理解し、実際の現場での機会を経験することで、地域医療連携についての理解を

深め、地域医療活動における様々な課題に対して対応でき、地域医療におけるリーダーとして活躍でき

る人材を養成します。 

様々な障者児・者の口腔および全身の特徴を理解するとともに、その病態の原因となる因子に関する最

新の研究成果に触れ、新たな検査法、予防法の開発に携わることで、自らの研究能力を高め、科学的根

拠に基づいた知識と論理的な思考力を身につけることができるよう指導します。 

研研究究内内容容 
 酸酸化化スストトレレスス病病因因論論とと検検査査法法、、治治療療法法のの開開発発  

Down 症候群患者、高齢者、若年者の歯肉線維芽細胞および唾液を用いて、電子スピン共鳴 

(ESR)法による活性酸素産生能、消去能を評価し、歯周病の病態メカニズムの解明および歯

周病における抗菌・抗酸化併用療法の開発や摂食嚥下機能およびオーラルフレイル・フレ

イルに及ぼす影響を解明し、新たな検査法、治療法・機能療法・栄養療法の開発を目指し

ています。 

 

 高高齢齢者者、、障障害害者者のの摂摂食食嚥嚥下下機機能能とと脳脳機機能能のの関関連連性性のの評評価価とと機機能能低低下下予予防防にに関関すするる研研究究  

fMRI や嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査による評価と摂食嚥下機能療法の有効性を検証し、

全身の健康や疾患にも有効な摂食嚥下機能療法の開発を目指しています。 
 

 障障害害児児者者・・高高齢齢者者のの在在宅宅歯歯科科医医療療ににおおけけるる多多職職種種協協働働ののネネッットトワワーークク構構築築にに関関すするる調調査査研研

究究  

障害児者の歯科医療・摂食嚥下機能療法における地域医療ネットワーク構築と連携を円滑

に行うための調査研究や、オンライン診療や DXを含めたネットワーク ICT システムを構築

するための臨床研究を目指しています。 

 

社社会会人人にに対対ししててのの特特記記事事項項 
 本分野では、実際に多数の教育・研究プログラムがあることから、時間的制約の多い社会人

には各自、自主的に興味のある研究課題を選択ができるよう、各々の兼務する職種の制約に応

じた学生の希望をできるだけ優先して、修了できるよう最後まで丁寧に指導していきます。特

に、現在の職種やこれまでの経歴を生かした研究テーマを自身の希望をしっかり聞きまして、

選定するようにしますので、意欲ある社会人の入学を希望しています。 

※※本本学学所所定定のの単単位位をを修修得得すするるたためめにに通通学学しし講講義義にに出出席席がが出出来来るるこことと。。  

 



入入学学手手続続ききににつついいてて  
 

手手 続続 期期 間間   

  
○Ⅲ期（追加募集）：２０２３年３月９日（木）〜２０２３年３月２０日（月）必着 

  （窓口受付 9 時〜17 時も可：ただし、最終日は 16 時まで） 
注）入学の取消し 

・本大学院が指定した期日内に入学手続きが完了されない場合は、入学を取消します。 

・手続きに不備がある場合には、入学が許可されない場合があります。 

・2023年3月卒業見込みとなっていた大学を卒業できない場合、入学を取消します。 
 

学学  納納  金金  

費   目 入学手続時 後  期 合  計 備  考 

入 学 金 

300,000円 

（200,000円） 

   300,000円 

（200,000円） 

入学時のみ 

授 業 料 

350,000円 

（350,000円） 

350,000円 

（350,000円） 

700,000円 

（700,000円） 

毎 年 度 

維 持 費 

100,000円 

（ 免 除 ） 

  100,000円 

（ 免 除 ） 

入学時のみ 

合   計 

750,000円 

（550,000円） 

350,000円 

（350,000円） 

1,100,000円 

（900,000円） 

 

※（ ）内は本学を卒業した者 

  

奨奨学学金金制制度度  
 人物、学業が優れ、経済的理由のため修学が困難な学生に対し、日本学生支援機構からの奨学金

貸与制度があります。 

 ただし、推薦できる方は日本学生支援機構の推薦基準により選考のうえ、日本学生支援機構の定

める人数となりますので、希望者全員に貸与されるとは限りません。 
 

 

〇〇入入学学手手続続完完了了後後、、入入学学をを辞辞退退すするる場場合合はは、、２２００２２３３年年３３月月３３１１日日（（金金））正正午午ままででにに申申しし出出れればば入入学学

金金以以外外のの学学納納金金はは返返還還ししまますす。。  

  



  

神神奈奈川川歯歯科科大大学学  

大大学学院院歯歯学学研研究究科科（（博博士士課課程程））  

出出  願願  書書  類類  

●●募募集集要要項項（（冊冊子子））  PP..3322～～「「出出願願書書類類」」をを参参照照ししててくくだだささいい。。  

一般選抜 

（1）志願票・履歴書 

（2）整理票・受験票・入学検定料納付証明票 

（3）成績証明書 ＊認定審査を受けた人は不要 

（4）卒業（卒業見込）証明書 ＊認定審査を受けた人は不要 

社会人特別選抜 

（1）志願票・履歴書 

（2）整理票・受験票・入学検定料納付証明票 

（3）成績証明書 ＊認定審査を受けた人は不要 

（4）卒業（卒業見込）証明書 ＊認定審査を受けた人は不要 

（5）就業（就業見込）証明書 ＊本法人就業（就業見込）の場合は、理事長名で証明（人事課 

へ申請） 

（6）受験承諾書 ＊本法人就業（就業見込）の場合は、横須賀または横浜（勤務地）の病院長 

          名で証明（各病院へ申請） 

  

共共通通：：受受験験票票在在中中封封筒筒（（切切手手貼貼付付、、宛宛先先記記入入））  

  

  

※※募募集集要要項項（（冊冊子子））はは、、本本学学⼤⼤学学院院教教育育研研究究部部窓窓口口ででおお渡渡ししししてておおりりまますす。。  

  

おお問問合合せせ先先：：神神奈奈川川⻭⻭科科⼤⼤学学⼤⼤学学院院教教育育研研究究部部  

℡℡：：004466--882222--88882266  ✉✉：：ggrraadduuaattee@@kkdduu..aacc..jjpp  

  


