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日本における研究は基礎研究が中心で臨床研究の発信は弱い

＊臨床研究を行う
人材の不足

＊内閣府総合科学技術会議
第3期基本計画で指摘

高齢化の進展は、元気な人だ
けでなく全身疾患を持つ患者
の歯科治療も行わねばならな
い。全身疾患と歯科との関連
についての臨床研究が必要で
ある。

包括的ケアを含めてライフ
コースを考慮した総合化を行
うための臨床研究が求められ
ている。

三浦半島では地震災害が
予想されており、災害時の
歯科医療の充実のために
臨床研究が必要である。

＊戦略基盤形成支援事業
採択課題

口腔癌は増加しており、口腔癌
対策を進める臨床研究が必要で
ある。

＊ハイテクリサーチセンター事業
採択課題

歯科医療が全身の健康にも
重要であることを示す臨床研
究によるevidenceが求められ
ている。

オープンリサーチセンター事
業採択課題

教育の場が不十分

諸問題を解決することが
建学の精神に鑑み重要である

歯科医学が解決しなければならない5つの臨床研究課題

歯学専攻
の設置

歯学専攻開設の背景



新神奈川歯科大学大学院歯学専攻 研究マスタープラン基本方針

地域課題への取り組み

大学院の研究力を用い
て地域の課題の解決を
目指すための研究。

臨床研究力の充実
臨床課題の解決と特徴ある
診療体系の構築を進めるた
めの研究。

国際競争力の充実

基礎研究力を総合化し、
グローバルに競合できる
研究。

研究の基本方針

重点研究施策の基本方針
研究の集約と効率化

大講座制の運用およびプロジェクト基盤型研究の推進

人材養成の基本方針

地域歯科医療のリーダーの育成

臨床研究能力を生かし様々な臨
床的な課題を解決する指導的な
人材の育成

研究者の育成

臨床課題に対して、歯学専門領域を俯瞰
的な思考による解決能力を身につけること
が、トランスレーショナルリサーチに必要で
あり、新しい医療を開発する研究者の育成

大学院生 教員

次世代大学人の育成

神奈川歯科大学の未来を担う研
究力のある人材を育成する。

研究の基本方針や
重点施策を展開でき
る教員を求めている。

歯科医学が解決しなければならない
5つの課題

I. 超高齢社会は、全身疾患との関連を重視した高度な歯科医療の充
実が必要であり、摂食嚥下を含め全身管理に造詣の深い高度な専
門性を有する歯科医師が不足している。特に本学の位置する横須
賀市は高齢化が顕著であり地域への貢献も求められる。

II. 近年歯科医学も専門分科が進み高度化した半面、総合的な視点と
して小児から高齢者を取り扱うライフコースに基づく一貫した歯科
医療の観点が失われていると同時に、包括的ケアを含めて総合化
できる歯科医師が不足している。臨床研究dataセンターを設立し、
新領域の研究を本学から世界にアピールする。

III. 災害の頻発に対する災害医療歯科学の推進と災害時迅速に対応
できる指導的な歯科医師が不足している。三浦半島の活断層は、
地震災害を起こすことが推測されており三浦半島の災害時の歯科
医療の充実は欠かせない。

IV. 増加を示す口腔癌に対する歯科医療の高度化が必要であり、腫瘍
学に対する造詣の深い高度な専門性を有する歯科医師が不足し
ている。

V. 口腔と全身の関連の科学的解明を進展させる必要があり、基礎研
究の充実と臨床応用できる臨床研究を主とする歯学教育・研究者
が不足している。本学がリードしてきた研究領域であり、研究の進
展が必要である

課題解決のための３方針

建学の精神
の実現

教育理念の
実現

大学力の強化

全身管理医歯学講座
口腔統合医療学講座
高度先進口腔医学講座

災害医療・社会歯科学講座

顎顔面病態診断治療学講座

口腔科学講座
＊歯学教育学講座は大学院教育の充実を担当

大講座

KDU2028計画に基づき短期・中期計画として位置づける。



重点施策による本学の抱える
課題の解消

組織的な研究力向上

方策：大講座分野融合型研究
の推進

教員の研究力向上
方策：科学研究費取得の

推進等

基本となる２つの推進方針

神奈川歯科大学
ブランド研究の創出

英語論文業績の減少 科学研究費の取得の減少 教員の研究時間の減少

神奈川歯科大学における現在の大きな問題点

解決策

方針に基づき重点施策を展開

次世代若手研究者の育成

＊7-8年程度の期間が必要

大学力の
強化



（）

神奈川歯科大学大学院マスタープラン重点施策：ブランド研究創出・次世代大学人の育成

ブランド研究の創出
（大講座）

研究環境基盤の整備と支援

神奈川歯科大学における大学力の強化

優秀な研究・教育者育成のための
プログラムの作成と教員公募

（個人）

神奈川歯科大学大学院
臨床研究推進センター

（新設）

（目的）

本学の基盤となる次世代の大学人の育成を
図るには、大学院終了後、そのキャリアを基に、
研究できるリーダーの育成が必要である。

本機構は、ブランド研究の創出と優秀な研究
者の育成を図るために、本学の研究・人材育
成戦略を企画し、総合的に推進することを目的
とする。

研究戦略の立案

人材の育成

基盤整備計画の
策定

大学院教育研究部

科学研究費獲得支援
研究倫理審査申請支援
研究技術支援
研究事務支援

海外留学制度の運営
研究時間確保の環境整備
研究者育成プログラムの作成と全学的支援

大講座基幹研究プロジェクトの推進（重点研究選定）
文科省改革総合支援事業への申請環境整備

研究系の事務の一元化

３つの推進項目
＊間接経費で運営する

施策展開のための
方略



ブランド研究の創出：大講座基幹研究プロジェクトの概念図

横須賀三浦半島への
地域貢献

地域振興・災害歯科医
療対策の充実

歯科医療への貢献
高度な歯科医師の養成

アカデミック・リサーチ・ス
ペシャリスト

世界と競合できる臨床に
還元できる研究による

貢献
臨床研究の発信

講座基幹研究
プロジェクト

目指す社会貢献

ステークホルダーに対す
る貢献

健康寿命の延伸

歯学専攻は、歯科医療に必要な5つの課題を掲げ、その課題解

決を目指して大講座が編成されている。この大講座の重要な
missionの一つが大講座基幹研究プロジェクトの推進である。

大講座基幹研究プロジェクトは、各講座の受け持つ課題の解決
を分野横断型研究で実施し、神奈川歯科大学の研究力を社会に
還元することで、建学の精神の実現を目指したものである。
さらに、研究のブランド化を目指している。

ブランディング事業

基幹研究からの発展

建学の精神
の実現

教育理念の
実現

大学力の強化

社会から必要とされる
神奈川歯科大学

大学院
統合研究
プロジェクト

若手研究
プロジェクト



新神奈川歯科大学大学院 基幹研究プロジェクトの概念

歯科医学が解決しなければなら
ない5つの課題と対応講座

全身管理医歯学講座

超高齢社会は、全身疾患との関連を重視した高
度な歯科医療の 充実が必要であり、摂食嚥下
を含め全身管理に造詣の深い高度な専門性を
有する歯科医師が不足している。特に本学の位
置する横須賀市は高齢化が顕著であり地域へ
の貢献も求められる。

口腔統合医療学講座

高度先進口腔医学講座

近年歯科医学も専門分科が進み高度化した半
面、総合的な視点として小児から高齢者を取り
扱うライフコースに基づく一貫した歯科医療の観
点が失われていると同時に、包括的ケアを含め
て総合化できる歯科医師が不足している。臨床
研究dataセンターを設立し、新領域の研究を本
学から世界にアピールする。

災害医療歯科学講座

災害の頻発に対する災害医療歯科学の推進と
災害時迅速に対応できる指導的な歯科医師が
不足している。三浦半島の活断層は、地震災害
を起こすことが推測されており三浦半島の災害
時の歯科医療の充実は欠かせない。

顎顔面病態診断治療学講座

増加を示す口腔癌に対する歯科医療の高度化
が必要であり、腫瘍学に対する造詣の深い高度
な専門性を有する歯科医師が不足している。

口腔科学講座

口腔と全身の関連の科学的解明を進展させる必
要があり、基礎研究の充実と臨床応用できる臨
床研究を主とする歯学教育・研究者が不足して
いる。本学がリードしてきた研究領域であり、研
究の進展が必要である

横須賀三浦半島への
地域貢献

地域振興・災害歯科医
療対策の充実

歯科医療への貢献
高度な歯科医師の養成

アカデミック・リサーチ・ス
ペシャリスト

世界と競合できる臨床に
還元できる研究による

貢献
臨床研究の発信

講座基幹研究
プロジェクト 目指す社会貢献

建学の精神
の実現

口腔癌におけるPET検査を用
いた腫瘍悪性度評価の試みと
頸部リンパ節転移に対する正
診率向上に関する研究
リーダー：岩渕博史

口腔機能を指標とした生活
習慣病のリスクスクリーニン
グとリスクマネジメント
リーダー：松尾雅斗

高齢者の根面う蝕有病状況
と関連要因の解明および根
面う蝕予防プログラムの開発
リーダー：山本龍生

認知症患者の各ステージ
における口腔機能管理の
包括的戦略
リーダー：森本佳也

歯科大学による健康長寿
に向けた口腔管理アプ
ローチシステムの樹立
リーダー：三辺正人

ライフステージを見据えた
睡眠時無呼吸症候群に対
する歯科的アプローチ
リーダー：有坂博史

ステークホルダーに対す
る貢献

健康寿命の延伸

歯学専攻は、歯科医療に必要な5つの課題を掲げ、その課題

解決を目指して大講座が編成されている。この大講座の重要な
missionの一つが大講座基幹研究プロジェクトの推進である。大

講座基幹研究プロジェクトは、各講座の受け持つ課題の解決を
分野横断型研究で実施し、神奈川歯科大学の研究力を社会に
還元することで、建学の精神の実現を目指したものである。

大学院
統合研究
プロジェクト

若手研究
プロジェクト

講座基幹
プロジェクト
は縮小

平成３１年度

＊KDU2028年計画
の方針に基づく改変
＊業績分析による重点化

平成３１・３２年度
から

平成３１年から



次世代大学人の育成：優秀な研究・教育者育成のためのプログラムの概念図

講座基幹研究プロ
ジェクトの企画

次世代を担う若手研究者となるべき人材を公募
し、研究を担うリーダーを養成する。また、このプ
ログラムに参加した研究者において、優れた業績
を修めたものを積極的に昇格させる。なお、６年
講義も担当させ、教育者としてのスキルも磨かさ
せる（案）。

大
学
院
大
講
座
の
目
指
す
課
題

ブランディング事業
への参画

建学の精神
の実現

教育理念の
実現

大学力の強化

研究時間の確保

分野横断リサーチ
meetingの開催

研究費の支給

論文作成プラット
フォームへの参加

研
究
環
境
の
整
備

長期海外派遣への
参加

研
究
支
援

科学研究費取得の
促進支援

次世代大学人の
育成

プロジェクト研究の企画立案を通して、
基盤研究Bの取得ができる研究執筆力
を身につける。

ブランディング事業の一部門を担い、本
学に貢献する姿勢を身につける。

コンペ色の強いリサーチカン
ファレンスを企画し、研究企
画力を身につける。

研究のためのエホートを決
定し、それに基づき研究時
間を確保する。また、大学と
しても支援する。

学会の資金を検討し、奨学
金として支給する。

英語論文の指導
を受け自立した
執筆能力を高め
る。

プログラム参加
者は優先的に選
抜される。

各研究者が
3-5年の計画を
立案し、成果を
評価する。



口腔難治疾患研究センター

各研究室の機器の一部

遺伝情報解析室
培養室

大学院共有研究施設（案）
主に実験施設を第2研究棟５・６Ｆに集約し、基礎研

究機器の利用の効率化を促進する。

ハード面での再編

実験研究部門 国際共同研究部門

機能的再編

臨床研究部門
（附属病院内）

＊特別研究員か
研究助教を配置（案）

研究体制の再構築：研究環境を機能とハード面で集約するたの概念図

課題：第１研究棟と第２研究棟の再配置
臨床系研究者の実験拠点の確保
（基礎系医局に机を置くなど）
臨床系大学院生の居室の配置

各部門に基礎系教員による
担当責任者を配置



神奈川歯科大学大学院教育研究推進組織図

学 長

臨床研究推進センター

全学的な研究推進・人材育
成の企画立案支援組織

大学院大講座

教育研究の実行・専
門別組織

大学院教授会
教育研究の審議

教授会には必要に
応じて意見を求める

適切な指示を与え教
育研究を推進する

１）研究推進実施管理委員会
２）研究評価・社会還元委員会
３）間接経費委員会
４）研究倫理審査委員会

５）研究推進・共通実験機器管理委
員会など

建学の精神の実現

大学院各種委員会
大学院教育の企画立案

運営組織

１）学位審査運営委員会
２）運営委員会
３）教育委員会
４）学生生活支援委員会など

大学院
教育研究部

研究科長


