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横浜クリニック院長挨拶
院長（インプラント診療科長）

教授 児玉利朗

2020 年 4 月より神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック院長を拝
命いたしました。新体制となった本院の目標は、クリーンな環境下において、安心
安全な先進医療技術の提供です。2019 年 10 月より耳鼻いんこう科は 2 診体制とな
り、これまでの内科、眼科、麻酔科を合わせてより緊密な医科歯科連携医療機関と
して充実することができました。また、本年 4 月より本格的に実施される「働き方
改革」も視野に入れ、大学研究機関としての効率的な診療体制の構築を企画してま
いります。
本院では地域医療連携や広報活動の推進の一環として、市民公開講座やオープン
サテライトセミナー（内科、麻酔科、耳鼻いんこう科、矯正歯科、インプラント、
歯周病、補綴）を年間約 30 回程度実施してまいりました。現在、新型コロナウイル
ス感染症の終息の状況をみながら、精力的にこれらの活動を再開する予定でござい
ます。今年も、地域の皆様に信頼され、さらなる飛躍を目標にした医療機関として
邁進いたします。今後ともご支援ご指導の程よろしくお願い申し上げます。
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副院長（矯正歯科診療科長）
教授 不島健持
新年度を迎え、横浜クリニックの体制も児玉院長の元
一新されました。と同時に新型コロナ禍に見舞われ、不
安な中の船出となりました。矯正歯科では引き続き、先
進治療の提供に邁進する所存ですので、平素よりご指導
ご協力いただいている先生方には、変わらぬご支援賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。皆様のご健勝
と、大禍の早期の終息を願っております。
副院長（眼科診療科長）
教授 市邉義章
横浜クリニックには、内科、眼科、耳鼻科の 3 医科が
あります。各科、横浜市大、北里大からの非常勤医師を
含め、豊富な経験と実績を基に、的確に診断し、患者様
に最善、最適な治療を提供できるよう常に努力しており
ます。今後とも、何かとご支援、ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。
副院長（成人歯科診療科長）
准教授 小牧基浩
本年度より副院長を拝命致しました。地域に開かれた大学
附属病院の使命を果たし、口腔の健康増進を通して社会に貢
献致します。歯科医師会のご支援を得て、訪問診療プログラ
ムを展開致します。研修機関として優れた医療人の育成に努
めます。引き続き、地域連携医療を推進し、オープンセミナ
ーをはじめとした情報提供ならびに受け入れ体制を維持する
所存です。ご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

歯科部門 スタッフ紹介
今年度のスタッフを紹介させていただきます。詳細なスタッフは当院ホームページをご確認ください。

●成人歯科【MI 補綴療法部門・歯内療法部門・歯周療法部門・総合歯科管理部門】
小牧 基浩

診療科長
准教授
副院長

濵野 奈穂

准教授

大石 ゆかり

講師

横矢 重俊

講師

鎌田 要平

診療科講師

平嶺 浩子

助教

福山 卓志

助教

市田 佳子

助教

清水 智子

助教

岩下 英夫

助手

佐藤 五月
鈴木 聡太
中崎 早紀

助手
助手
助手

廣川 晃司

特任教授

三橋 晃

臨床教授

特定非営利活動法人日本歯周病学会 専門医・指導医
公益社団法人 日本口腔インプラント学会 会員
日本歯科保存学会 会員
一般社団法人 日本再生医療学会 会員
公益社団法人日本補綴歯科学会 代議員 専門医・指導医
一般社団法人日本接着歯学会 接着歯科治療認定医
一般社団法人日本歯科理工学会 会員
公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医 指導医
一般社団法人日本顎顔面補綴学会 認定医
日本睡眠学会認定歯科医
日本睡眠歯科学会 認定医・指導医
特定非営利活動法人日本歯周病学会 専門医
インフェクションコントロールドクター（ICD）
公益社団法人日本補綴歯科学会 会員
特定非営利活動法人日本歯周病学会 認定医
日本細菌学会 会員
一般社団法人歯科基礎医学会 会員
International Association for Dental Research 会員
公益社団法人日本補綴歯科学会 会員
一般社団法人日本接着歯学会 接着歯科治療認定医
特定非営利活動法人日本歯周病学会 会員
特定非営利活動法人日本歯科保存学会 会員
一般社団法人日本歯内療法学会 会員
日本顕微鏡歯科学会 会員
特定非営利活動法人日本歯周病学会 認定医
公益社団法人日本補綴歯科学会 代議員 専門医
一般社団法人日本接着歯学会 会員
公益社団法人日本化学療法学会 抗菌化学療法認定歯科医師
特定非営利活動法人日本歯周病学会 認定医
特定非営利活動法人日本歯周病学会 会員
特定非営利活動法人日本歯周病学会 会員
一般社団法人日本口腔衛生学会 認定医
一般社団法日本歯内療法学会 会員
特定非営利活動法人日本歯科保存学会 評議委員 専門医
日本顕微鏡歯科学会 理事 認定医 指導医
一般社団法日本歯内療法学会 会員
関東歯内療法学会 常任理事 副会長
一般社団法人日本口腔顔面痛学会 指導医
特定非営利活動法人顎咬合学会 認定医
米国歯内療法学会 会員
特定非営利活動法人日本歯周病学会 会員

●小児歯科・障がい者歯科
熊坂 純雄

特任教授

横山 三菜

講師

池田 正一

客員教授
診療科長
診療科講師

髙野 知子

公益社団法人日本小児歯科学会 専門医・指導医
公益社団法人日本小児歯科学会 専門医
一般社団法人日本外傷学会
一般社団法人日本障害者歯科学会 認定医・指導医
一般社団法人日本障害者歯科学会 専門医・認定医・指導医
一般社団法人日本老年歯科医学会

●歯科口腔外科
中村 篤

診療科長
診療科教授

小枝 聡子

診療科講師

南雲 達人

診療科講師

石井 滋

助手

代田 達夫

臨床教授

公益社団法人日本口腔外科学会 専門医・指導医
公益社団法人日本口腔外科学会 専門医
NPO法人日本口腔科学会暫定認定医
公益社団法人日本口腔外科学会 専門医
インフェクションコントロールドクター（ICD）
抗菌化学療法認定歯科医師
公益社団法人日本口腔外科学会
抗菌化学療法認定歯科医師
公益社団法人日本口腔外科学会専門医・指導医
日本歯科薬物療法学会 臨床治験担当者
更生医療担当医師
日本がん治療認定機構暫定教育医（歯科口腔外科）
日本がん治療認定機構がん治療認定医（歯科口腔外科）
公益社団法人顎顔面口腔インプラント学会指導医
NPO法人日本口腔科学会指導医

●矯正歯科

川合 暢彦

診療科長
教授
副院長
副研究科長
准教授

小野崎 純

講師

佐藤 允俊
尾崎 博弥
萩原 俊一
窪田 めぐみ
尾関 佑美

助教
助教
助教
診療科助教
歯学部助手

不島 健持

公益社団法人日本矯正歯科学会 認定医・臨床指導医・指導医
一般社団法人 日本顎関節学会 認定医
公益社団法人日本矯正歯科学会 認定医・指導医
公益社団法人日本矯正歯科学会 認定医・指導医
特定非営利法人日本睡眠歯科学会 認定医
社会保険診療報酬支払基金審査委員
公益社団法人日本矯正歯科学会
公益社団法人日本矯正歯科学会 認定医
公益社団法人日本矯正歯科学会
公益社団法人日本矯正歯科学会
公益社団法人日本矯正歯科学会

●インプラント
児玉 利朗
林 昌二
北條 彩和子
伴場 紀子
小島 康佑
小瀬 貴之
上野 大輔
林 正人
豊嶋 健史
西久保 周一

診療科長
教授
院長

公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医・指導医
特定非営利活動法人 日本歯周病学会 専門医・指導医

社団法人 日本補綴歯科学会 専門医・指導医
公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医
特定非営利活動法人日本歯周病学会 認定医
助手
公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専修医
助手
特定非営利活動法人日本歯周病学会 認定医
（社会人大学院） 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 会員
助手
特定非営利活動法人日本歯周病学会 会員
（社会人大学院） 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専修医
助手
特定非営利活動法人日本歯周病学会 会員
（社会人大学院） 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 会員
客員教授
公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医
公益社団法人 日本口腔インプラント学会専門医・指導医
客員教授
公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会専門医・指導医
公益社団法人 日本口腔外科学会認定口腔外科 専門医
客員教授
公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医
公益社団法人 日本口腔外科学会認定口腔外科 専門医 ・ 指導医
客員教授
がん治療認定医（歯科口腔外科）
日本臨床細胞学会 細胞診専門医
講師

医科部門 スタッフ紹介
●内科
栗橋 健夫

診療科長
特任教授

眞鍋 雄太
(認知症・高齢者総合内科)

診療科教授

一般社団法人日本プライマリーケア連合学会 認定医・指導医
公益社団法人日本医師会認定健康スポーツドクター
一般社団法人日本睡眠教育機構睡眠健康指導士上級
公益社団法人日本医師会 認定産業医
神奈川歯科大学附属病院 内科 診療科教授
一般社団法人日本認知症学会 専門医・指導医
一般社団法人日本旅行医学会 認定医
公益社団法人日本医師会 認定産業医

●眼科
診療科長
教授
副院長

財団法人日本眼科学会 専門医・指導医
一般社団法人日本糖尿病眼学会 理事
日本神経眼科学会 評議員・編集委員
専門：眼底、視神経、ぶどう膜疾患

中山 明仁

診療科長
教授

一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会 専門医
特定非営利活動法人日本気管食道科学会 専門医
NPO法人日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医
一般社団法人日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会認定 耳鼻咽喉科専門研修指導医
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会認定 補聴器相談医

奥住 沙也

特任助教

一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会 専門医

市邉 義章

●耳鼻いんこう科

懇親会のお知らせ
例年 7 月に開催しております地域医療連携室懇親会は今年度も予定おりますが、社会情
勢を踏まえ延期もしくは中止させていただく事もあります。
その際には、再度お知らせいたします。開催時には皆様のご参加をお待ちしております。

【開催日時】 未定

市民公開講座
令和 2 年度日程について
5
5 月分の市民公開講座は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため延期となりまし
た。今後の講座に関しては秋頃より開催を検討中です。
日程・内容につきましては決まり次第、当院ホームページでお知らせいたします。

セミナー 令和 2 年度日程について
4 月 5 月開催分の各セミナーは、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため延期とな
りました。開催時期は決まり次第、当院ホームページでお知らせいたします。

神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック 地域医療連携室
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町 3-31-6
TEL ：045-313-5047（地域医療連携室直通）
FAX ：045-548-8069（地域医療連携室直通）
Mail： chiiki-irenkei@kdu.ac.jp
URL：http://www.hama.kdu.ac.jp

